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はじめに 

我が国では、気候変動対策、エネルギーセキュリティー向上、産業振興対策として、水素の

導入を目指す動きが加速している。一方、ドイツにおいても 2010 年頃から、出力変動型再生

可能エネルギーの系統統合対策としてその利用を促進する動きが強化されている。こうした動

きの中、平成 28 年 9 月に資源エネルギー庁が設置した日独エネルギー変革評議会においても、

日独双方で共通する政策課題として水素利活用促進について議論を行うこととなった。 

日独ともに、将来のエネルギーシステムにおける水素の果たす役割の大きさを認識しつつも、

アプローチは異なっている。両国の水素導入シナリオや、そのシナリオを実現させるために必

要な政策措置を共有することで、政策面や技術面における考え方や経験を互いに学ぶことがで

き、今後のエネルギーシステムの低炭素化向けて、あるべき姿を検討することができるものと

考えられる。 

本事業は、日独における水素利用の現状、導入シナリオ等について調査し、ドイツ側の調査

結果と比較して、我が国の水素利用拡大に向けての政策提言を行うことを目的としている。な

お、ドイツの調査はドイツ側の実施主体より行う。日本側の調査内容は以下の通りである： 

 

（１） 我が国における水素製造・輸送・貯蔵・利用における技術成熟度、経済性、CO2排出

削減効果に関する整理し、他のエネルギー・技術との競合関係を踏まえつつ、水素関

連技術の目標となる技術性能・経済性の整理 

（２） 既存調査で検討した水素ポテンシャル、水素導入シナリオの整理 

（３） ドイツ側調査実施主体と連携し（日本からの情報提供、ドイツ側検討内容の取得）、

ドイツ側の調査結果と比較して、日本に適用すべき点を明確にする分析・課題の抽出 

 

上記の調査結果を踏まえ、2019 年 3 月にドイツに開催された日独評議会における議論を通じ

て、水素導入シナリオを実現するために我が国のエネルギー政策に資する提言を行う。 
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1. 水素関連技術の動向 

 

1.1. 水素供給 
 

製造段階で CO2の排出量が少ない、CO2 フリー水素は低炭素社会の実現を支える柱の一つで

ある。CO2 フリー水素の供給は、国内外の再生可能エネルギー電力の水電解（以下：再エネ水

電解）による水素や、海外の未利用化石燃料（褐炭や随伴ガス）＋CCS（CO2 分離回収貯留）

で製造された水素等が挙げられる。本章では、我が国における CO2 フリー水素の製造、輸送・

貯蔵技術の技術成熟度、経済性等を整理した上、安定的かつ経済的合理性のある CO2フリー水

素の供給を実現できる水素サプライチェーンの構築に向けて、必要となる技術開発・コスト削

減の目標・方向性を提示する。 

 

1.1.1. CO2フリー水素製造技術 
（１）CO2フリー水素製造技術の技術成熟度 

現在注目されている CO2 フリー水素の製造技術には、石炭ガス化＋CCS、天然ガス＋CCS、

再エネ水電解が挙げられる。石炭から水素を製造するプロセスにおけるコアな技術である石炭

のガス化炉は石炭ガス化複合（IGCC: Integrated coal Gasification on Combined Cycle）発電でも使

われており、世界中で多数の稼動実績がある。日本では、IGCC 発電の実証が実施されている

ほか、石炭ガス化技術を活用し、豪州のビクトリア州で褐炭から水素を製造し、液化水素の形

態で水素を日本へ輸入する水素サプライチェーンの実証実験も実施されている。この実証プロ

ジェクトを通じて、褐炭による水素の製造技術や、CO2分離・回収など基盤技術の早期確立を

図る。天然ガスからの水素製造技術は既に実用化され、現在水素製造方法の主流は天然ガスの

改質である。 

石炭や天然ガスから CO2フリー水素を生産するには、CCS との組み合わせが必要である。日

本では、CO2の分離・回収、輸送、貯留技術は開発されており、実証も行われている。北海道

の苫小牧で実施されている CCS 実証では、2016 年 4 月に CO2（近隣製油所の水素製造装置か

ら分離された CO2）の圧入を開始し、CO2 貯留状況について定期的に情報公開されている 1。

そのほか、火力発電所の CO2 分離・回収の実証実験も予定されている（三川火力発電所の CO2

回収プロジェクト、大崎クールジェン・プロジェクトの IGCC 発電所の CO2 回収プロジェク

ト）。 

日本は、2020 年の CCS の商業化を目指して、技術開発が加速化されている。CCS の実用化

に向けて、低コストの CO2 分離・回収技術・方法の開発、CO2 貯留の安全性を確保する技術、

CO2 貯留サイトのモニタリングなどが重要である。日本企業は海外の CCS プロジェクトにも

参入している。例えば、三菱重工業は米国テキサス州で石炭発電所より排出される CO2 を回収

                                                        
1 http://www.jccs-tomakomai-monitoring.com/JCCS/index.php/top/ 
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するプラントを建設した 2。同プラントの CO2回収能力は世界最大規模である。回収された CO2

は JX 日鉱日石開発株式会社が参入している同州の原油増進回収（EOR）プロジェクトで利用

されている 3。 

現在、再エネ電力を用いた水電解は Power-to-Gas（PtG）の中核として注目されている。PtG

とは再エネ電力から水素やメタンガスを製造することであり、主にドイツを中心とした欧州で

進められている。再エネ水電解のコア技術は水電解装置であり、現在注目されている水電解技

術にはアルカリ水電解、固体高分子水電解（PEM 水電解）、高温水蒸気水電解（固体酸化物形

水電解セル：SOEC）が挙げられる。 

アルカリ水電解技術は実用化された技術であるものの、変動型電源の追従性やオーバーロー

ドが耐久性へ与える影響などが、再エネ電源を使う場合に対応すべき課題である。PEM 水電解

装置は電源の変動の追従性が優れており、オーバーロードにも対応可能であるため、再エネ余

剰電力の水素製造に適した水電解技術として注目されている。なお、PEM 水電解槽の大型化、

高効率・低コスト化、ならびに設備の耐久性の向上は現在研究開発の主要課題でとなっている。

海外では MW 級の再エネ PEM 水電解プロジェクトが既に導入されている。日本では、大型の

PEM 水電解槽の研究開発が進められているものの、導入実績はまだない。2018 年 6 月、日立

造船社は国内最大級の PEM 型水電解装置（200Nm3/h、水電解の電力消費原単位 5kWh/Nm3 で

約 1,000kW）の開発が成功し、実証実験を経て、2019 年度の商用化を目指している 4。なお、

大型のアルカリ型再エネ水電解の国内実証は NEDO 主導で実施されており、福島県浪江町再

エネ電力を使った 10MW 級のアルカリ型水電解の実証プラントが、2020 年に導入される予定

である。 

SOEC は高温環境（600~900℃）で水電解を行うため、水素製造の電力原単位をアルカリ水電

解と PEM 水電解よりも低減することが可能である。なお、SOEC 技術は現在研究開発段階であ

り、まだ実用化されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
2 https://www.mhi.com/jp/news/story/1701105826.html 
3 https://www.mhi.com/jp/news/story/1407155547.html 
4 http://www.hitachizosen.co.jp/news/2018/06/003058.html 
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表 1-1 水電解装置技術の概要 

 

アルカリ水電解 
（Alkaline） 

固体高分子型水電解 
（PEM） 

高温水蒸気水電解 
（SOEC） 

水電解装置の技術成熟度 実用 小型は実用 研究開発 
再エネ水電解の水素製造

（日本） 大規模：試運転 大規模：実証 研究開発 
電解効率 62~70% (HHV) 70% (HHV) - 
システム消費電力原単位 5.2~6kWh/Nm3 6.5kWh/Nm3  

耐久性 10~20 年 5 年 - 

最新の技術開発動向 10MW 級の実証プラント

（NEDO 事業）は 2020 年導

入される予定 

日立造船は 1,000kW
（200Nm3/h）級大型電解槽

を開発済み 

-東芝は原単位 4kWh/Nm3以

下の高効率 SOEC スタック

開発中 
-NEDO 中心に 10kW 級

SOEC マルチスタックを開発 
（出所）CO2 フリー水素ワーキンググループ報告書（2017 年 2 月）；NEDO 水素・燃料電池技術開発ロードマ

ップ 2010、NEDO「水素利用等先導研究開発事業（中間報告）」資料（2017 年 11 月）；旭化成社：https://www.asahi-
kasei.co.jp/asahi/jp/news/2018/ze180522.html；  

 

（２）CO2フリー水素製造技術の経済性 

CO2 フリー水素の製造コストは設備費や、燃料・原料費（石炭のコスト、天然ガスコスト、

再エネ電力コスト）、運転維持費、CCS 費用等に影響を受ける。各種文献調査で整理したコス

トに関するデータ（表 1-2）を用い、CO2 フリー水素の製造コストを推計した結果を図 1-1 に

示す。 

石炭ガス化+CCSは川崎重工等が実施した豪州の褐炭からのCO2フリー水素製造に関するFS

の結果、ガス改質+CCS は米国 DOE の Hydrogen and Fuel Cells Programs における Hydrogen 

Analysis Model (H2A model)5での検討結果を参照している。再エネ水電解は、「水素基本戦略」

や NEDO の「水素・燃料電池技術開発ロードマップ」で設定された目標値を利用している。天

然ガスからの CO2 フリー水素製造は石油生産における随伴ガスの利用を想定し、ガス価格の幅

をゼロから市場価格（米国 Henry Hub 価格参照）にする。水電解に使われる電力は再エネ電力

または再エネ余剰電力とし、0~10 円/kWh と想定する。水素製造プラントの耐用年数を化石燃

料+CCS の場合 40 年、再エネ水電解の場合 20 年とする。設備利用率は、化石燃料＋CCS 水素

の場合 85%、再エネ水電解は 10%、20%、30%、3 つのケースを想定する。為替レートは 1 豪

ドル 80 円、1 米ドル 100 円、割引率は 5%にする。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 https://www.hydrogen.energy.gov/h2a_production.html 
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表 1-2 CO2フリー水素製造コスト推計の前提条件 

  石炭ガス化 ガス改質 アルカリ水電解 PEM 水電解 

生産能力 257 t-H2/日 138,476 t-H2/年 5 万円/kW (政府目標) 
設備費 1653 億円 240 億円 

運転維持費 356.8 億円 5.7%*設備費/年 8.5%*設備費/年 8.5%*設備費/年 

高純度水素製造効率

(HHV) 
62% 
(229MJ/kg-H2) 

86% 
(164MJ/kg-H2) 

80%  
(約 4.43kWh/Nm3) 

耐用年数（年） 40 40 20 20 

燃料・原料コスト 55.9 億円/年 
USD3.6/mmbtu（米国

Henry Hub） 
0~10 円/kWh（将来の再エネまたは再エネ余剰

電力の供給価格） 

CO2 処理費用 2.4 円/Nm3 1.6 円/Nm3 0 0 
注：石炭ガス化の設備費と運転維持費は EAGLE 炉のコスト参考；天然ガス改質の CCS コストは CO2の圧縮・

輸送・貯留コストのみ（CO2の分離・回収コストは設備費に含まれている）；運転維持費は各種文献による日本

エネルギー経済研究所想定；再エネ電力コストは 2018 年の再エネ買取価格に参照；託送料金は各社の託送料

金に基づく想定。 
（出所）石炭ガス化：川崎重工業株式会社，電源開発株式会社；ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェ

クトクリーン・コール・テクノロジー実用可能性調査(低品位炭利用促進事業可能性に関する検討：豪州の低品

位炭から水素を製造するバリューチェーンの改善に関する検討)，NEDO 委託調査，(2010~2011 年、2015 年)；
ガス改質：米国 DOE；アルカリ水電解・PEM 水電解：「水素基本戦略」、米国 DOE  
 

以上の前提条件で推計した CO2フリー水素製造コストの推計結果を図 1-1 に示す。なお、随

伴ガス供給価格は 0 円/mmbtu と市場価格（3.6 円/mmbtu）のケース、再エネ電力の供給価格は、

0 円/kWh、5 円/kWh、10 円/kWh の場合の水素製造コストの結果を明示する。 

CO2フリー水素の製造コストは、豪州褐炭+CCS が 21 円/Nm3、随伴ガス+CCS が 4~8 円/Nm3、

再エネ水電解が 8~68 円/Nm3 であった。石炭ガス化+CCS の水素製造コストの大半は設備費と

運転維持費であり、製造コストの削減に向けて、設備費と運転維持費の低減が必要である。天

然ガス+CCS は、設備費と運転維持費は安価であり、水素の製造コストはガス価格に大きな影

響を受ける。なお、天然ガスからの水素製造は既に実用化され、技術開発によるコスト削減の

余地が少ない。 

再エネ水電解の水素製造コストは、再エネ電力のコストや、設備利用率によって大きく変わ

る。大量かつ安価な再エネ電力・再エネ余剰電力が供給可能な地域では、再エネ水素の大量製

造に適している。このような条件がまだ整っていない場合には、水電解による系統安定化サー

ビスの提供や酸素の販売など、水素販売価格の低減に繋がる制度設計が望まれる。 
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図 1-1 CO2フリー水素の製造コスト 

 

なお、化石燃料+CCS 水素は海外で生産されるため、国内再エネ電力・余剰電力からの再エ

ネ水素の経済性と比較する際に、国際輸送・貯蔵コストを計上する必要がある。また、水素最

終需要家向けの水素価格には、水素の国内配送・貯蔵コストも含まれる。次節では水素の輸送・

貯蔵関連技術の動向、経済性、ならびに環境性（CO2排出原単位）を整理する。 

 

1.1.2. 水素輸送・貯蔵 
（１）水素輸送・貯蔵技術の技術成熟度 

液化水素や圧縮水素による水素の国内輸送・貯蔵技術は、用途は非常に限定的ではあるが、

実用化されている。他方、水素専用パイプラインによる水素の配送は工場敷地内で利用実績あ

るものの、工場敷地外の実績はほとんどない。水素パイプラインは新たなインフラ整備が必要

であるため、コスト負担が大きい。 

 

表 1-3 各水素輸送・貯蔵方式の比較 

 
圧縮水素 液化水素 

有機ハイドライド

（MCH） 
アンモニア 水素パイプライン 

輸送量 少量 少量～大量 大量 大量 少量～大量 

輸送範囲 国内短距離 国内・国際 国内・国際 国際 国内 

技術成熟

度 
実用 

国内：実用 
国際：研究開発・実証 研究開発・実証 実用 

-実証 
-工場敷地内で実績あ

り 

特徴・課

題等 
-大量な水素

の長距離輸

送に適しな

い 

-液化水素船の開発が

必要（豪州⇒日本液化

水素輸送の実証） 
-貯蔵タンクの大規模

化必要 
-水素液化には電力消

費する 
-水素の精製が不要 

-水素キャリア輸送・

貯蔵の技術確立済み 
-常温・常圧で貯蔵可

能 
-水素精製が必要 
-脱水素設備の大規模

化は必要 
-脱水素には一定のエ

ネルギーが必要 

-水素キャリア輸

送・貯蔵の技術

確立済み 
-アンモニアは毒

性があるため分

散型の利用に適

しない 
-インフラ建設のコス

ト負担が大きい 

（出所）第 5 回 CO2 フリー水素 WG 事務局提出資料；水素燃料電池戦略ロードマップ 
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将来の海外から CO2フリー水素の輸入を考える際に、国際水素サプライチェーンの確立が必

要である。水素キャリアは、液化水素、有機ハイドライト（MCH）、アンモニア等が検討され

ている。特に、液化水素と MCH による水素の国際輸送についてそれぞれ実証プロジェクトが

実施されている。液化水素については、前述の豪州褐炭+CCS から水素製造プロジェクトに加

え、その水素を液化し、2020 年度までに、日豪間の液化水素サプライチェーンの構築に向けて

の実証試験が稼動する。また、MCH による日ブルネイ間の水素サプライチェーン構築の実証

試験も同時期までに実施される。それぞれの実証プロジェクトを通して、基盤技術を確立し、

2030 年以降の商業化を目指している。そのほか、アンモニアによる水素の国際輸送も選択肢の

一つとして検討されている。 

水素の液化と短距離の輸送は既に実用されているものの、大規模高効率水素液化機、液化水

素貯蔵タンク、液化水素船等の開発・コスト削減が課題である。他方、MCH やアンモニアにお

いては、水素キャリアの合成、水素利用地での再水素化・精製（脱水素）における機器の性能

向上、コスト削減が今後の課題である。なお、アンモニアは石炭火力との混焼やガスタービン

での利用など直接燃焼が想定されている。 

 

（２）水素輸送・貯蔵技術の経済性 

水素の輸送コストは、輸送距離によって異なる。液化水素ローリーの水素配送コストは 50km

の場合約 3 円/Nm3（液化コスト含めない）に対し、200km になると配送コストが 7.5 円/Nm3 以

上に上昇するとの試算例がある（同研究で試算された水素液化コスト（13.8 円/Nm3）を加える

と、液化水素の輸送コストは約 17~22 円/Nm3 になる）6。既存研究で検討されている水素国内

輸送コストの結果を表 1-4 に纏める。 

 

表 1-4 水素の国内輸送のコスト比較 

 圧縮水素 液化水素 水素パイプライン 

既存研究１ 
（エネルギー総合研究所） - 

17~22 円/Nm3 
水素輸送距離 50~200km - 

既存研究２ 
（日本エネルギー経済研究所） 

20 円/Nm3 
水素輸送距離 50km 

34 円/Nm3 
水素輸送距離 50km - 

既存研究３ 
（科学技術振興機構 低炭素社

会戦略センター） 
24 円/Nm3 
水素輸送距離 100km 

23 円/Nm3 
水素輸送距離 100km 

29 円/Nm3 
水素輸送距離 100km 

（出所） NEDO，「水素利用等先導研究開発事業 エネルギーキャリアシステム調査・研究 エネルギーキャ

リアシステムの経済性評価と特性解析」（P.241），（委託先）一般財団法人 エネルギー総合工学研究所，平成

28 年 2 月；平井晴己、松尾雄司、宇野宏、永富悠，「自動車燃料としての水素エネルギーの現状と今後の動向

について」（P.74），日本エネルギー経済研究所研究論文，平成 21 年；国立研究開発法人科学技術振興機構 低

炭素社会戦略センター，「カーボンフリー水素の経済性と CO2 排出量（Vol1.1）」，平成 29 年 3 月 

 

                                                        
6 NEDO；「水素利用等先導研究開発事業 エネルギーキャリアシステム調査・研究 エネルギーキャリアシ

ステムの経済性評価と特性解析」（P.241）；（委託先）一般財団法人 エネルギー総合工学研究所，平成 28 年

2 月 
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表 1-4 の既存研究３（科学技術振興機構）によると、同じ配送距離（100km）の場合、水素

パイプラインによる水素の輸送コストが最も高い。しかし、同研究で検討されている各輸送方

法の環境性（CO2 排出原単位）の結果は、圧縮水素、液化水素、水素パイプラインの CO2排出

原単位はそれぞれ 0.18kg-CO2/Nm3、0.48kg-CO2/Nm3、0.08kg-CO2/Nm3 であると推計されている

7。パイプラインによる水素配送は、よりコストが高いものの、CO2 の排出原単位が低いことが

分かる。 

 

水素の国際輸送・貯蔵の経済性について、エネルギー総合工学研究所のコスト試算例を図 1-2

に示す。研究開発ならびに規模の経済性によるコスト削減が実現した場合、水素の国際輸送コ

ストは 2030 年に 24~28 円/Nm3、2050 年に 16~18 円/Nm3 になると推計されている。液化水素に

よる水素の輸送コストは 2030 年時点で最も高価であるものの、コスト削減のポテンシャルが

最も大きい。 

 

 
図 1-2 各水素キャリアによる水素の国際輸送コスト 

注：最大導入ケースの結果を引用している 
（出所） NEDO（2016）8の推計結果をもとに日本エネルギー経済研究所作成 
 

水素の国際輸送におけるキャリア合成、輸出入基地、海上輸送、再水素化・精製等のプロセ

スにおいて消費されるエネルギーをどのように賄うかによって、水素国際輸送・貯蔵に係るCO2

排出原単位も変わる。例えば、水素液化に必要な電力を系統電力か、または再エネ電力で供給

するかによって、液化プロセスの CO2 排出原単位は大きく異なる。なお、現状では国際水素サ

プライチェーン全体における CO2 排出量の評価はまだ確立されていない。 

 

                                                        
7 国立研究開発法人科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター，「カーボンフリー水素の経済性と CO2排出

量（Vol1.1）」，平成 29 年 3 月 
8 NEDO（2016）水素利用等先導研究開発事業 エネルギーキャリアシステム調査・研究 エネルギーキャリ

アシステムの経済性評価と特性解析」（Pp.202-222），（委託先）一般財団法人 エネルギー総合工学研究所，

平成 28 年 2 月 
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1.1.3. 水素供給の経済性に関する検討 
水素の製造地から最終需要端までの輸送・貯蔵コストを考える際に、以下 3 つのケースが挙

げられる： 

 ケース１：水素の供給源が国内再エネによる水電解の場合、輸送・貯蔵に係るコストは国

内輸送・貯蔵コストのみである（表 1-4）。 

 ケース２：海外から水素を調達する場合、水素の最終用途によって、輸送・貯蔵コストの

評価範囲が異なる。用途は大規模発電の場合、水素受入基地の隣接で発電所を建設すれば、

水素の国内輸送費用はほとんどかからないため、水素の輸送・貯蔵コストは図 1-2 に示し

た水素の国際輸送・貯蔵コストと同水準である。アンモニア直接燃焼発電の場合、需要端

で脱水素・精製のプロセスが不要のため、水素国際輸送・貯蔵コストが図 1-2 で示された

水準よりも安価になる。しかし、他の水素キャリアと比較するために、本研究では、発電

利用を考える際に、アンモニアから水素を取り出し、その水素を発電で利用されると想定

する。 

 ケース３：輸入水素を分散型水素需要端に供給する場合、水素の国際と国内の輸送・貯蔵

コストの両方が発生する。具体的な輸送・貯蔵コストは水素輸送・貯蔵キャリア、ならび

に水素輸送ルートによって異なるものの、以下のような想定で輸送・貯蔵コストを推計す

る。水素キャリアは液化水素の場合、国内での水素液化は不要であるため、水素最終利用

地までの輸送・貯蔵コストには国内液化コストを除く必要がある（国内液化コストを除い

た場合、液化水素の国内輸送コストは、輸送距離 50km の場合 3 円/Nm3、100km の場合 5.1

円/Nm3、200km の場合 7～8 円/Nm3 との試算がある 9）。なお、水素キャリアは MCH の場

合、MCH 水素を国内配送し、最終需要端で再水素化・精製を行うことも考えられるもの

の、再水素化・精製設備の大型化による効率向上と単価低減効果を配慮し、水素受入基地

で再水素化・精製を行ってから、取り出された水素を圧縮水素か水素パイプラインで最終

需要端へ運ぶと想定し、輸送・貯蔵コストを推計する。 

 

それぞれのケースにおける水素輸送・貯蔵コストを表 1-5 にまとめる。なお、水素の国内輸

送距離を 100km とし、国際輸送コストのケースを 2030 年の推計値とする。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 NEDO，「水素利用等先導研究開発事業 エネルギーキャリアシステム調査・研究 エネルギーキャリアシ

ステムの経済性評価と特性解析」（Pp.244），（委託先）一般財団法人 エネルギー総合工学研究所，平成 28 年

2 月 
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表 1-5 各ケースにおける水素輸送・貯蔵コストの水準 

ケース想定 輸送・貯蔵コスト 

ケース１：国内再エネ水素 

23～29 円/Nm3 
-圧縮水素：24 円/Nm3 
-液化水素：23 円/Nm3 
-水素パイプライン：29 円/Nm3 

ケース２：輸入水素⇒発電所供給 

24～28 円/Nm3 
-液化水素：28 円/Nm3 
-MCH：24 円/Nm3 
-NH3：25 円/Nm3 

ケース３：輸入水素⇒発電以外の需要（分散型需

要） 

33～54 円/Nm3 
-液化水素：33 円/Nm3 
-MCH＋圧縮水素：48 円/Nm3 
-MCH + 水素パイプライン：53 円/Nm3 
-NH3 + 圧縮水素：49 円/Nm3 
-NH3 + 水素パイプライン：54 円/Nm3 

 

表 1-5 によると、どの水素サプライチェーンのケース想定においても、2030 年時点で水素の

輸送・貯蔵コスト（国際＋国内輸送・貯蔵）は 20 円/Nm3 以上かかることが分かる。政府より

設定された 2030 年の水素供給の目標価格（プラント引渡し価格 30 円/Nm3）を達成するために

は、調達先の水素製造コストは 10 円/Nm3 以下に抑えることが要求される。図 1-1 によると、

褐炭ガス化＋CCS の水素製造コストは大半が設備であるため、設備費の低減が重要である。川

崎重工業社が行った先行研究によると、EAGLE 炉を使用した場合の水素製造プラントの設備

費は 2050 年に 2030 年より更に 20％弱低減することが可能としている 10。なお、随伴ガスの改

質+CCS による水素製造コストは、ガス価格に大きく影響されるため、低価格のガスの長期供

給契約を確保することが低コスト化の鍵である。 

他方、再エネの水電解による水素製造コストは、水電解装置の設備費のみならず、再エネ電

力の供給価格、設備利用率等の条件によって大きなばらつきがある。国内の再エネ水素の製造

コストを低減するために、高効率・低コストの水電解装置の実用化を加速するほか、再エネ発

電コストの低減や、制度的には託送料金の減免、設備利用率を向上するためのシステムの最適

設計（低コストの蓄電池との組合わせ等）様々な対策が考えられる。また、水電解システムの

経済価値は、水素製造以外でも、電力系統の調整力の提供や、酸素の生産・販売等が挙げられ

る。特に、将来には出力変動型再エネ電源の普及拡大によって、電力系統の調整力の価値が益々

上がると予想される。各電力会社が行っている調整力応募の価格を参考に、再エネ水電解は調

整力としての機能の活用、かつ水素製造の副産物である酸素の販売を考慮した場合、水素の生

産コストは 50 円/Nm3 を超える水準から 30 円/Nm3 程度に低減することが可能との試算もある

11（水電解の電力供給価格 6 円/kWh、設備利用率 10%）。再エネ水素のコスト削減には、水電

                                                        
10 川崎重工業株式会社，電源開発株式会社（2015），「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクトクリ

ーン・コール・テクノロジー実用可能性調査(低品位炭利用促進事業可能性に関する検討：豪州の低品位炭か

ら水素を製造するバリューチェーンの改善に関する検討)」，NEDO 委託調査 
11 柴田善朗（2018），「時間軸を踏まえた Power to Gas のビジネスモデル-調整力の提供，複数用途への活用，

再エネ主力電源化への貢献-」，日本エネルギー経済研究所 HP 
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解システムの多様な価値を評価できるような市場整備や政策立案が必要である。 

また、水素輸送・貯蔵に係るコストの低減も不可欠である。例えば、水素キャリア合成設備

（水素液化機、MCH 水素添加プラント、アンモニア合成プラント）および再水素・精製設備の

大型化・高効率化・低コスト化、大規模水素キャリア貯蔵施設の開発・実装、液化水素船の開

発・実装等も必要である。 

 

1.2. 水素利用 
低炭素化社会に向けて、幅広い分野での水素の活用が期待されている。これまでは、主に、

石油精製プロセスにおける脱硫や水素化分解、化学工業のアンモニア合成やメタン合成に用い

られてきた。今後は、技術開発を進め、さらに用途を拡大し、水素需要の増加・確保が目指さ

れる。本節では、現時点においてすでに実用化段階にある家庭用燃料電池、業務・産業用燃料

電池、及び、燃料電池自動車を取り上げ、日本における水素利用の現状を把握する。また、事

業用発電ではまだ前例がないが、大規模な需要が見込まれる水素発電についても、実用に向け

た開発状況について言及する。 

 

1.2.1. 家庭用燃料電池 
（１）家庭用燃料電池の技術成熟度 

家庭用燃料電池は、2009 年から家庭用のコジェネレーションシステム（以下、エネファーム）

として市場に導入され、着実に普及・拡大を続け、2018 年 12 月時点で 27 万台を突破した（図 

1-3）。当初、新築戸建市場がエネファームの普及を押し上げていたが、近年では、既存住宅へ

の導入も拡大しており、2017 年時点では、新築住宅 51%、既存住宅 49%とほぼ同程度にまで伸

びている。 

 

 
図 1-3 エネファーム普及台数の推移（市場別） 

注：2018 年は 2018 年 12 月 14 日時点での数値。既存・新築の区別については不明。 
（出所）2009～2017 年度：エネファームパートナーズ（2018）12、2018 年：経済産業省（2018）13 

                                                        
12 エネファームパートナーズ、プレスリリース、2018 年 7 月 2 日 
13 経済産業省（2018）「水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂の方向性～新たなアクションプランの策定につ
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この普及の背景として、エネファームの利用による省エネや CO2削減効果への期待が考えら

れる。日本政府は、業務・家庭部門の省エネ対策を強化しており、2020 年までに新築住宅・建

築物に対して段階的に省エネルギー基準の適合義務化を進めている。また、「第 5 次エネルギ

ー基本計画」でも、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）について、2020 年までにハウ

スメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030 年までに新築住宅の平均で ZEH の

実現が目指されている。このような省エネ政策を受けて、エネファームは家庭部門の省エネを

推進する主要な機器として位置づけられる。エネファームを設置すると、住宅の一次エネルギ

ー消費量は、設置しない場合と比較すると 34%の削減となる試算が出されている 14。また、CO2

削減効果についても、エネファーム設置の 2030 年目標である 530 万台が普及すると、家庭部

門の CO2 排出量が約 4％（年間 800 万トン）削減することが見込まれる 15。 

さらに、エネファームの利点としてレジリエンス機能が備わっていることも挙げられる。東

日本大震災時にエネファームが運転できなかった反省を踏まえ、2014 年度からは停電時にも発

電を継続できる自立運転機能を追加した商品が投入された。非常用水 140 リットルも活用でき

るため、災害時に当面のライフラインを確保できるという点は、消費者の関心を高めると考え

られる。 

 家庭用燃料電池に関して、欧州ではまだ実証段階にあることから、日本が優位にある技術と

いえる。2018 年時点で日本の市場に出ているエネファームの燃料電池は、固体高分子形燃料電

池（Polymer Electrolyte Fuel Cell, PEFC）と固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell, SOFC）

がある。2 社がこれらの燃料電池を市場に提供している（表 1-6）。販売開始当初は、都市ガス

対応の機種だけであったが、近年では、LP ガスや寒冷地仕様も加わり、市場拡大に努めてい

る。SOFC は発電効率が 52%と高いが、排熱回収効率が 35％と低く、貯湯タンクも 28 リット

ルとなっている。一方、PEFC は発電効率が 39％と低いが、排熱回収効率が 56％高く、貯湯タ

ンクも 140 リットルと大きい。顧客のニーズに応じて商品が選択されることになる。図 1-4 が

示すように、エネファーム導入時は、PEFC が市場の大宗を占めていたが、近年では SOFC が

シェアを拡大する傾向にあり、2016 年時点では 13%まで増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
いて～」第 14 回水素・燃料電池戦略協議会事務局提出資料、2018 年 12 月 21 日、P.29 
14 エネファームパートナーズ「エネファーム普及拡大に向けた今後の展望」第 5 回エネファームパートナー

ズ総会 2018 年 6 月 14 日資料 
15 経済産業省水素・燃料電池戦略協議会「水素・燃料電池戦略ロードマップ」2016 年 3 月 22 日改訂、Pp.9-
10 
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表 1-6 エネファーム商品 
メーカー アイシン精機 パナソニック 
発電方式 SOFC PEFC 
出力範囲 50～700W 200～700W 
定 格 効 率

（LHV） 発電：52%／熱回収：35% 発電：39%／熱回収：56% 

サイズ（mm） W780×D330×H1,220 W400×D400×H1,750 
タンク容量／温

度 28ℓ／約 70℃ 140ℓ／60～80℃ 

ガス種 都市ガス／プロパン 都市ガス／プロパン 
集合対応 あり（戸建と兼用） あり（専用品） 
寒冷地仕様 ‐ あり（専用品） 

注：定格出力、発電／総合効率は、戸建住宅向け都市ガス用の数値 
（出所）エネファームパートナーズ（2017） 

 

 

図 1-4 エネファーム普及台数の推移（発電方式別） 

（出所）経済産業省のデータを基に日本エネルギー経済研究所作成 

 

 エネファームが導入されてからまだ 10 年足らずであるが、技術の向上が図られていること

が発電効率の向上や機器の小型化から伺える。SOFC の発電効率に関して、当初は LHV 基準で

20％であったが、先にみたように最新の機器では 52％を達成している 16。また、機器の小型化

による設置スペースも大きく縮小している。パナソニック製では、2009 年モデルの 2.96m2 か

ら 2017 年モデルの 1.63m2 へと 45%削減を達成した。アイシン精機製では、2012 年モデルの

1.96m2 から 2016 年モデルで 1.4m2 へと 29%の省スペース化を図った。そして、メンテナンス

についても、2009 年導入当初は年 1 回のメンテナンスが必要であったが、フィルター等部品の

高耐久化によって、最新機器では約 10 年～10.5 年に 1 回と間隔が長期化しており、メンテナ

ンスコストの低減に貢献している。 

 

                                                        
16 エネファームパートナーズ「発展し続けるエネファーム～環境に優しい暮らしへの貢献～」第 4 回エネフ

ァームパートナーズ総会 2017 年 6 月 8 日資料、Pp.13-16 
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（２）家庭用燃料電池の経済性 

技術開発の進展に伴い、エネファームの価格は低下傾向を辿っている（図 1-5）。特に、PEFC

の価格低減が著しい。PEFC の設置工事費を含んだユーザー負担額は、2009 年販売開始時期の

303 万円から、2018 年には 94 万円へと 1/3 以下にまで下がっている。 

 

  

図 1-5 エネファームの価格推移 

（出所）経済産業省（2018）を基に日本エネルギー経済研究所作成 

 

しかし、今後、自立した市場を構築するには、さらなるコスト削減が求められる。エネファ

ームには 2018 年時点でも補助金が支給されており 17、2020 年の目標値である SOFC100 万円、

PEFC80 万円までそれぞれ 20 万円近くのコスト低下が必要である。投資回収年数をみると、現

在は補助金考慮前で約 10 年～11 年であるが、2020 年目標 7～8 年、2030 年目標 5 年で投資回

収可能な金額とするには、低コスト化に向けた技術の向上が要求される。表 1-7 は、NEDO が

総合効率～95%を前提条件とした家庭用燃料電池の達成性能レベルを示したものである。2025

年頃には、発電効率や耐久性が現状よりも向上していることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 一般社団法人燃料電池普及促進協会 HP（http://www.fca-enefarm.org/subsidy30/outline/page05.html） 
エネファームの機器価格と工事費の合計価格が基準価格（PEFC96 万円、SOFC134 万円）以下の場合、補助

金額は、PEFC6 万円、SOFC12 万円となる。裾切価格は、PEFC111 万円、SOFC146 万円。補助対象が、基準

価格を上回り裾切価格以下である場合の補助金額は、PEFC3 万円、SOFC6 万円となる。 
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表 1-7 家庭用燃料電池の達成性能レベル 
項目 現在 2020 年頃 2025 年頃 2030 年頃 2040 年以降 
発電効率注 1 38～52% 38～52% 40～55% 40～55% 45～60% 
耐久性注 2 10 年 10 年 10 年以上 15 年 ‐ 

システム価格注

3 
PEFC：113 万円 
SOFC：137 万円 

PEFC：80 万円 
（2019 年度） 
SOFC：100 万円

（2021 年度） 

‐ 50 万円程度 ‐ 

注 1：「発電効率」「総合効率」は LHV で記載。数値は、家庭用 FC として製品が多様化することを想定し、

PEFC と SOFC を区別せずに幅を持って記載。 
注 2：「耐久性」は、所定の耐久年数後において出力維持および電圧低下量が初期から 10%以内を満たす条件。 
注 3：「システム価格」は 700W 級家庭用燃料電池システムの標準機タイプ、流通費および設置費を含むエンド

ユーザー負担額。 
（出所）NEDO（2017）「NEDO 燃料電池・水素技術開発ロードマップ詳細版（燃料電池分野）」P.10 

 

エネファームのコスト構造は、主に、スタック、燃料処理器、補機類、外装、制御、貯油槽

から成り、SOFC と PEFC では、これらの割合が異なる（図 1-6）。例えば、SOFC でスタック

が 30％と PEFC の 15％よりも高いように、コスト低減の余地がある技術開発を優先して行う

ことが対費用効果の観点からも望ましいと考えられる。 

 

      【PEFC】    【SOFC】 

 

図 1-6 エネファームのコスト構造 

（出所）経済産業省（2016）18 

 

 低コスト化を促すために規模の経済を働かせることも重要である。つまり、さらに市場を拡

大して、需要を喚起することが必要となってくる。エネファームの設置を施設別でみると、2017

年度時点で、戸建住宅 97.6%、集合住宅 1.2%と、圧倒的に戸建住宅が多い 19。しかし、住居形

態の比率のうち集合住宅が 4 割を占めていることや都市部には集合住宅が多いことを考える

と、集合住宅への展開がエネファーム普及において重要となる。2014 年に集合住宅仕様機が発

売されてから徐々に普及しており、2018 年度は特に大きく伸びている（図 1-7）。今後も集合

住宅に適するよう小型化・省スペースのシステム開発や低コスト化が課題となる。 

                                                        
18 経済産業省水素・燃料電池戦略協議会「水素・燃料電池戦略ロードマップ」2016 年 3 月 22 日改訂、P.14 
19 一般社団法人燃料電池普及促進協会「補助金交付年度別補助金交付台数 平成 29 年度」（http://www.fca-
enefarm.org/subsidy30/data/file/nendo_h29.pdf） 

スタック

30%

燃料処理器

10%

補機類 20%

外装 5%

制御 10%

貯湯槽 25%

スタック

15%

燃料処理器

15%

補機類 20%

外装 10%

制御 10%

貯湯槽 30%



 17 

 

図 1-7 集合住宅市場におけるエネファーム普及台数 

（出所）エネファームパートナーズ（2018） 

  

 家庭用の分散型エネルギーシステムとして、日本でエネファームの競合技術となるのは、高

効率給湯機器であるエコキュート（自然冷媒 CO2 ヒートポンプ式給湯機）やエコジョーズ（潜

熱回収型ガス給湯器）である。エコキュートは約 60～100 万円、エコジョーズは約 30～45 万

円と幅があるが、両機器ともエネファームよりも販売価格は低い。また、普及台数も多く、エ

コキュートは 2018 年 6 月末時点で累計出荷台数が 600 万台を超えており 20、エコジョーズは

2017 年 3 月時点で累計出荷台数 723.7 万台に達している 21。給湯器・給湯システムの使用状況

を種類別に見た調査によると、ガス給湯器・風呂が全体の 70.6%、エコキュートなどの電気ヒ

ートポンプ式給湯機が全体の 12.4%を占めたのに対し、家庭用燃料電池（エネファーム）は僅

か 0.2%にすぎなかった 22。家庭部門で熱需要が逓減する中で、エネファームが市場進出に苦戦

していることがわかる。 

 エネファームはコジェネレーションシステムであるため、その経済優位性は電力価格とガス

価格の相対関係に影響を受ける 23。ガス価格に比して電力価格が高いほど、エネファームが導

入されやすい環境となる（図 1-8 左図）。また、今後の燃料電池の技術開発の方向性に関して、

コジェネではなくモノジェネが優位になる場合があることに留意する必要がある。図 1-8 右図

は、縦軸にコジェネとモノジェネのシステムコスト比率、横軸に燃料電池の発電効率を示した

ものである。システムコスト比率を 1.3（給湯システム周辺機器によってコジェネがモノジェ

ネよりも 30%高い）とした場合、日本（業務・産業用）のガス価格と電力価格の比率 3.6 では、

発電効率が 63%以上にならないとモノジェネの経済性が成り立たない。そのため、現状では、

                                                        
20 一般社団法人日本冷凍空調工業会、プレスリリース、2018 年 7 月 25 日 
21 エコジョーズ化宣言 HP（https://www.gas.or.jp/collabo/defactken/ecojoese/daisu.html） 
22 環境省（2016 年）「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査結果の概要（確報

値）＜統合集計（参考値）＞」P.38 
23 日本エネルギー経済研究所（2017）「水素導入拡大に向けた政策提言研究会報告書」Pp.33-34 
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コジェネ利用が優位ということになる。しかし、電力価格に対してガス価格が低下すると（比

率 0.26、0.20）、発電効率が 54%、46%でモノジェネの経済優位性が現れるようになる。ただし、

コジェネコストがモノジェネコストより相対的に上昇してシステムコスト比率が高まると、発

電効率がさらに低下してもモノジェネの経済優位性が成立するようになる。今後の技術開発に

おいて、モノジェネの可能性も含めた検討が必要になることを示唆している。 

 

 

図 1-8 燃料電池の技術開発方向性 
（出所）日本エネルギー経済研究所（2017） 

 

1.2.2. 業務・産業用燃料電池 
（１）業務・産業用燃料電池の技術成熟度 

 家庭用燃料電池と異なり、日本の業務・産業用燃料電池産業はまだ黎明期にある。1998 年に

リン酸形燃料電池（Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC）が導入されたものの、導入コストや保守コ

ストの問題から、本格的な普及には至っていない 24。PAFC は耐久性や信頼性が高いが、発電

効率が燃料電池としては低いため、日本では発電効率の高い固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide 

Fuel Cell, SOFC）が注目されている。「水素・燃料電池戦略ロードマップ」でも業務・産業用 SOFC

型の 2017 年の市場投入が目指され、実際に達成している。現時点では、日本において溶融炭

酸塩形燃料電池（Molten Carbonate Fuel Cell, MCFC）は商用化されていない。 

日本では主に小型・中型の燃料電池が市場に投入されている（表 1-8）。三菱日立パワーシス

テムズ、三浦工業、京セラが、2017 年に相次いで SOFC を商用化しており、加えて富士電機と

日立造船も 2018 年度内に参入予定である。2019 年 2 月には、三菱日立パワーシステムズの燃

料電池とマイクロガスタービンを複合したシステムが、ビルの分散型電源として本格稼働開始

が予定されている。なお、1998 年に導入された富士電機の PAFC（100kW）は、2018 年 4 月時

                                                        
24 一般社団法人日本ガス協会（2017）「業務・産業用燃料電池システム」

（https://www.gas.or.jp/pdf/gijutsu/gyoumusangyouyou.pdf） 

日本（業務・産業用）の現状

米国の現状

自家発有利

自家発不利
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点で、日本、韓国、ドイツ、米国、南アフリカに計 86 台を納入している 25。燃料に、都市ガ

ス、バイオガス、水素を使用することが可能であり、下水処理場等にてバイオガスを活用して

導入される事例もみられる。 

  

表 1-8 業務・産業用燃料電池 

メーカー 三菱日立パワーシステム

ズ 三浦工業 京セラ 富士電機 日立造船 

発電方式 SOFC＋マイクロガスタ

ービン SOFC SOFC PAFC SOFC SOFC 

出力範囲 250kW/1350kW 
SOFC:227kW/1140kW 4.2kW 3kW 100kW 50kW 20kW 級 

発 電 効 率

（LHV） 55%% 48% 52% 42%/40%/48%注 55% 52%超 

熱回収効率

（LHV） ‐ 42% ‐ ‐ 30% ‐ 

総 合 効 率

（LHV） 
73%/76% 

蒸気の場合：65%/68% 90% 90% 91%/84%/93%注 85% 90% 

導入時期 2017 年 2017 年 2017 年 1998 年 2018 年度内 2018 年度内 
注：都市ガスタイプ／バイオガスタイプ／純水素タイプ 
（出所）経済産業省（2018）26及び各社 HP 

 

 他方、水素を直接投入する純水素燃料電池の開発も進められている。東芝は、700W、3.5kW、

100kW までの純水素燃料電池（SOFC、発電効率 50%）を製造しており、コンビニエンススト

ア、ホテル、酪農家や温水プール施設などへ納入している 27。ブラザー工業は、固体高分子型

燃料電池（Polymer Electrolete Fuel Cell, PEFC）を採用しており、出力 4.4kW で 72 時間の長期

運転が可能なため非常用電源としての利用が謳われる。さらに、パナソニックが、2021 年 4 月

を目途に純水素燃料電池（5kW、発電効率 57%）を製品化することを発表した 28。水素ステー

ションや商業施設での使用が想定されている。 

 

（２）業務・産業用燃料電池の経済性 

業務・産業用燃料電池の発電効率は高いものの、コストの高さがその普及を妨げている主要

な要因である。表 1-9 は、電源別に発電コストを試算したものからコジェネレーション及び燃

料電池による 2014 年時モデルプラントの発電コストを比較したものである。燃料電池を用い

た発電コストは 70.1～73.3 円／kWh と、他のコジェネよりも大幅に高い。ビルや商業施設等の

業務用電力（500kW 未満）の電力料金単価 16~17 円／kWh からみると、ガスコジェネが優位

である。燃料電池が選択されるようになるには、このコストをコジェネ発電コストレベルに近

づけていくことが必要である。 

  

                                                        
25 富士電機、プレスリリース、2018 年 5 月 10 日 
26 経済産業省（2018）「水素・燃料電池戦略ロードマップの進捗状況」第 13 回水素・燃料電池戦略協議会事

務局提出資料、2018 年 7 月 5 日、P.21 
27 東芝エネルギーシステムズ、プレスリリース、2018 年 5 月 30 日 
28 パナソニック、プレスリリース、2018 年 11 月 1 日 



 20 

表 1-9 コジェネレーション・燃料電池の発電コスト試算（2014 年モデルプラント） 
 ガスコジェネ 石油コジェネ 燃料電池 
発電コスト注 13.8～15.0 円／kWh 24.0～27.9 円／kWh 70.1～73.3 円／kWh 
想定    

設備容量 6,700kW 1,500kW 0.7kW 
設備利用率 70% 40% 46.8% 
稼動年数 30 年 30 年 10 年 

注：発電コストは、“CIF 価格ケース～需要地価格ケース”を示す。CIF コストでは、ガスコジェネ・燃料電池

は LNG、石油コジェネは石油 CIF 価格プラス諸経費を想定。需要地での燃料費では、ガスコジェネ・燃料費は

都市ガス価格、石油コジェネは A 重油価格を想定。 
（出所）経済産業省（2015）29 

 

SOFC のシステム価格は約 100 万円／kW とされており 30、事業者にとってこの高い初期費

用は投資障壁となりうる。日本政府は、この導入費用の一部を補助することで、業務・産業用

燃料電池の普及を後押しするため、2017 年度から業務・産業用燃料電池も政府の補助対象とし

た。SOFC で、出力 1.5kW 以上、総合効率（LHV）平均 60%以上のシステムが対象となる。補

助率は 1/3 以内であり、補助金の上限額は、①定格発電出力 1kW あたり 45 万円、又は、②業

務・産業用燃料電池システム 1 機あたり 8,335 万円の、いずれか少ない額となる 31。2022 年ま

でに 1kW あたり 50 万円まで低減させることが目指されている。 

 

1.2.3. 燃料電池自動車 
（１）燃料電池自動車の技術成熟度 

運輸部門は、2016 年時点の日本の最終エネルギー需要の 24%を占めており、そのうち 97%

を石油製品に依存している 32。また 2016 年度における日本の CO2 排出量のうち運輸部門は

17.9%を占めている 33。そのため、運輸部門において燃料電池を活用することができれば、低

炭素化の進展が大きく変わってくる。 

日本では、2014年にトヨタがMIRAIの一般発売を開始し、そして 2016年にはホンダがClarity 

Fuel Cell を市場に投入した。燃料電池乗用車（FCV）保有台数は、2014 年度で僅か 150 台に始

まり、2018 年 10 月時点では 2,839 台まで伸びている（図 1-9）。世界では米国に次ぐ規模の市

場となっている。「水素・燃料電池戦略ロードマップ」では、FCV を 2020 年までに 4 万台、

2025 年までに 20 万台、2030 年までに 80 万台程度の普及を目指している 34。 

 

                                                        
29 経済産業省発電コスト検証ワーキンググループ（2015）「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電

コスト等の検証に関する報告」、2015 年 5 月 26 日、P.82 
30 経済産業省「業務・産業用燃料電池について」第 2 回水素・燃料電池戦略協議会ワーキンググループ資料

2、2014 年 2 月 3 日、P.10 
31 一般社団法人燃料電池普及促進協会「燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金

（業務・産業用燃料電池システム導入支援事業）交付規定」（http://www.fca-
enefarm.org/subsidy_industrial/file/kouhu.pdf） 
32 International Energy Agency (2018) World Energy Balances  
33 国土交通省 HP「運輸部門における二酸化炭素排出量」

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html） 
34 経済産業省水素・燃料電池戦略協議会「水素・燃料電池戦略ロードマップ」2016 年 3 月 22 日改訂、P.26 
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図 1-9 FCV の国内保有台数 
注：2018 年は 2018 年 10 月時点での数値 
（出所）2014～2017 年度：一般社団法人次世代自動車振興センター35、2018 年：METI (2018) 

 

近年、乗用車だけでなく、燃料電池を活用した新たな輸送用途として燃料電池バス（FC バ

ス）の普及・支援が行われている。2017 年 2 月、FC バス 2 台が東京都で導入され、翌 3 月か

ら路線バスとして運行開始された。さらに、2018 年 3 月、東京都は、トヨタが販売開始した量

販型燃料電池バス SORA を 3 台導入し、FC バスは計 5 台となった。2018 年 9 月には、京浜急

行バスが民間事業者として初めて SORA（1 台）を導入した 36。2019 年 3 月 1 日から運行を開

始している。 

FC バスの利点は、まず、安定的な水素需要源となりうることである。FC バス 1 台の 1 日当

たり充填量を 11kg、年間営業走行日数を 350 日と仮定すると、1 台の年間水素消費量は 3,850kg

との試算がある 37。これは、FCV1台の年間水素消費量が 86kg（前提条件：年間走行距離 9,000km、

燃料消費率 105km/kg）とすると、FC バス 1 台で FCV45 台分の水素需要に等しい計算となる。

安定的な水素需要が確保できれば、水素インフラの構築にとっても普及しやすい環境となる。 

 さらに、FC バスは、災害時の非常用電源としてもその活用が期待される。トヨタ SORA は、

大容量外部給電システムを搭載しており、高出力かつ大容量の電源供給能力（最高出力 9kW、

供給電力量 235kWh）を備えている。これは、災害時の避難所（学校体育館等）での使用電力

量を約 50kWh／日（1 日 6 時間点灯）で試算すると、約 4.5 日分に相当する 38。FC バスは供給

電力容量が大きいため、EV や FCV よりも非常時の電源としての持続性は高まる。 

 他方、FC バスの普及には、FC バス対応水素ステーションの整備が欠かせない。その供給能

                                                        
35 一般社団法人次世代自動車振興センターHP（http://www.cev-pc.or.jp/tokei/hanbai.html） 
36 京浜急行バス、ニュースリリース、2018 年 9 月 6 日 
37 トヨタ自動車株式会社、資料 4-2「燃料電池（FC）バスに係る取組について」、経済産業省燃料電池自動車

等の普及促進に係る自治体連携会議第 5 回、2018 年 4 月 16 日、P.13 
38 同上、P.11 
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力として、1 時間当たり 15kg の水素をバス 4 台に充填できる程度が必要とされる 39。東京都で

も、FC バス対応水素ステーションは 1 カ所のみである。FC バスについては、2020 年度までに

東京都を中心に 100 台程度、2030 年度までに 1,200 台程度の導入が目指される 40。100 台以上

の FC バスを走らせるには FC バス対応水素ステーションが 4 カ所必要になる。後述するよう

に水素ステーションの整備は高コストであるため、民間だけでは投資が進みにくい状況である。

そのため、官民が協力して、地域と連携を図り、FC バス対応も含め水素ステーションの整備に

取り組んでいく必要がある。 

 

近年、電気自動車（EV）が先進国を中心に急速に普及しており、同じ次世代自動車として FCV

と競合する存在といえる。EV と FCV を比較した表 1-10 から、どちらが現時点で優位にある

か簡潔に整理する。まず、走行距離や充電・充填時間では、FCV が EV より断然優位である。

ただし、EV の技術開発も進んでおり、航続距離 1,000km とされる Tesla Roadster のように、EV

は短距離向きという概念を覆すモデルも出てきている。燃料費では EV が概ね経済性があると

いえるが、EV が公共の急速充電器でチャージした場合、利用時間によっては FCV が経済的と

なるケースもありうる。しかし、インフラの整備状況では、EV の充電器の設置が全国的に行

われている一方、水素ステーションは全国で 108 箇所であり、四大都市を中心とした展開であ

るため、地域的な偏りがあることは否めず、今後の課題となっている。 

 

表 1-10 EV と FCV の比較  
 EV FCV 
走行距離 200～300km 650～750km 

充電・充填時間 30 分～8 時間 
（急速充電～通常充電） 3 分 

車体価格 300～400 万円 700～750 万円 

燃料費 

① 1.3～3.2 円/km 
② 6.0～8.0 円/km 
＊フル充電で 30kWh で 280km 走行 
① 家庭で充電の場合 
・12 円/kWh（夜間電力）×30kWh＝360 円 
・30 円/kWh（昼間電力）×30kWh＝900 円 
② NCS（合同会社日本充電サービス）で充電

の場合 
・会費（1,400～4,200 円／月）と都度利用料金

（2.5～15 円／分）を併せて 1 回の充電で

1,700～2,200 円 

7.7 円/km 
・満タンで 5kg-H2で 650km 走行 
・1,000 円/kg-H2（水素単価）×5kg-H2＝5,000 円 
 
注：現在水素価格は政策価格（ランニングコス

トがガソリン車と同等となる価格） 

インフラ 
充電ポイント：約 27,378 箇所 
（急速：7,108 箇所、普通：20,270 箇所） 
（2017 年 3 月時点） 

水素ステーション：108 箇所、整備済 100 箇所

（建設・計画中も含む。2018 年 5 月末時点） 

環境性 
（CO2 排出量） 電源構成に依存 水素製造方法に依存 

（出所）日本エネルギー経済研究所 

 

 

                                                        
39 電気新聞、2018 年 9 月 6 日 
40 再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議「水素基本戦略」2017 年 12 月 26 日改訂、P.26 



 23 

環境性（CO2 排出量）では、EV は電源構成によって、FCV は水素の製造方法によって変わ

る。EV と FCV の CO2 排出量に関して、簡易比較したのが図 1-10 である。2015 年の電源構成

に基づいた電力の CO2 排出係数は 0.48kg-CO2/kWh であるが、「長期エネルギー需給見通し」

（経済産業省）の 2030 年における電源構成が実現されれば、0.34kg-CO2/kWh まで減少する。

この 2030 年の電力 CO2排出係数に基づいた EV1km 走行当たりの CO2排出量は 0.036kg-CO2と

なり、FCV が同等の CO2排出量に抑えるためには、水素の CO2排出係数は 4.5kg-CO2/kg-H2で

あることが求められる。天然ガス改質における CO2 排出係数は 13.0 kg-CO2/kg-H2 であること

から、4.5kg-CO2/kg-H2を達成するためには、65%の CO2フリー水素が必要となる。つまり、FCV

が EV と同等の CO2 排出係数となるには、完全に CO2 フリーである必要はないことがわかる。 

 

 
図 1-10 EV と FCV の CO2排出係数の比較（1km 走行距離あたりの CO2排出量） 

（出所）日本エネルギー経済研究所（2017） 

 

 現在の FCV 価格は 700 万円前後であるが、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」には「2025

年頃には同車格のハイブリッド車同等の価格競争力を有する車両価格の実現」を目指し、また、

「同時期には、より多くのユーザーに訴求するためボリュームゾーン向けの FCV の投入を目

指す。」（P.26）と記されている。このためには、FCV の低コスト化、高耐久化、燃費性能向上

等の技術開発が行わなければならない。NEDO は、2040 年頃の FCV 普及台数 300 万～600 万

台程度という目標に向けて、車両システムとしての数値目標を設定した（表 1-11）。2040 年以

降の究極目標の数値として、最大出力密度 9kW/L、最大負荷点電圧 0.85V、作動最高温度 120℃

が設定されている。 

 

 

 

0.48(2015)0.34 (2030)

4.513.0

天然ガス改質 CO2フリー天然ガス改質：35％
CO2フリー ：65％
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表 1-11 FCV の達成性能レベル 
項目 現在 2020 年頃 2025 年頃 2030 年頃 2040 年以降 
航続距離注 1 650km   800km >1,000km 
スタック性能 
最大出力密度 

 
3.0kW/L 

 
4.0kW/L 

 
5.0kW/L 

 
6.0kW/L 

 
9.0kW/L 

最大負荷点電圧 0.6V    0.85V 
耐久性注 2 乗用車無交換 

（15 年） 
乗用車無交換 
（15 年） 

乗用車無交換 
（15 年以上）／

商用車無交換 
（15 年） 

乗用車無交

換・商用車無

交換 
（15 年以上） 

 

システム仕様 
起動条件 

 
最低温度-30℃ 
（外気） 

 
最低温度-30℃ 
（外気） 

起動温度の拡大、出力密度向上、

作動最高温度向上、冷却性能向

上、燃費向上等による車両パワー

トレインとしての汎用化 

 
最低温度-40℃ 
（外気） 

スタックシステ

ム 
作動最高温度 
90℃ 
圧力 1.2atm 
 
水素 St=1.1 注 3 

作動最高温度 
～100℃、
30%RH 
作動圧力＜
1.2atm 
水素 St=1.1 

作動最高温度 
120℃ 
エア系過給によ

るダウンサイジ

ングまたは常圧

運転による補機

仕様緩和 
水素 St=1.0 付近 

水素貯蔵システ

ム 
5.7wt%以上かつ

125L、円筒容器
注 4 

6.0wt%以上かつ

100L、円筒容器 
7.5wt%以上かつ

70L 以下、容器

形状自由度有 
コスト注 5 車両価格     
FC システム 700 万円強 <0.8 万円/kW <0.5 万円/kW <0.4 万円/kW 0.2 万円/kW 
（内スタック）  <0.5 万円/kW <0.3 万円/kW <0.2 万円/kW 0.1 万円/kW 
水素貯蔵システ

ム  30～50 万円 <30 万円 10～20 万円 10 万円 

注 1：水素貯蔵量 5kg 相当の JC08 モードにおける燃費性能に基づく値。 
注 2：「耐久性」は各年のコスト目標を前提とした値、必要とされる運転条件に応じた起動停止回数に対応する

ことも含まれる。商用車の耐久性目標は「システム仕様」・「コスト」と対応している訳ではない。 
注 3：「St（ストイキ）」とは電池反応における理論上の燃料消費量に対する燃料供給量の比率を示す。（余剰燃

料は再循環することで利用率を 100%近くにする） 
注 4：現状の高圧タンクシステムに対して車載時の占有容積が大幅に縮小する等、画期的な技術的優位性が見

込まれる技術が開発された場合には、実用性を鑑み目標を再設定。 
注 5：2030 年頃までは DOE コスト分析（2016）をベースとして生産台数を 2020 年頃 1 万台／年、2025 年頃 5
万台／年、2030 年頃の 20 万台／年と仮定した場合の値。2040 年頃の値は最終目標として目指すべき製造コス

ト。FC システムはスタック、周辺機器等の合計。 
（出所）NEDO（2017）「NEDO 燃料電池・水素技術開発ロードマップ詳細版（燃料電池分野）」P.17 

 

（２）燃料電池自動車の経済性 

経済性の観点から FCV をみると、ガソリン車よりもかなり高価格であるため、消費者にと

って経済的とはいえない。通常の車両価格で、バス 2,000 万円、タクシー240 万円からすると、

現在の FCV は購入が難しい価格帯である。そのため、いかに FCV の価格を低減させていくか

が喫緊の課題である。まず、FCV の普及を促進する有効な施策として、国及び地方自治体によ

る補助金制度がある（表 1-12）。技術開発によって車両価格の低コスト化が実現し、市場への

浸透が図られれば、補助金は段階的に削減される方針である。 
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表 1-12 FCV・FC バスに係る補助制度 
車種 乗用車 タクシー バス 
車両価格（税抜） 670～709 万円 670～709 万円 10,500 万円 

国庫補助金 202～208 万円 
（経産省補助） 

223～236 万円 
（国交省補助、車両本体

価格（上記）の 1/3） 

3,500 万円 
（環境省補助、車両本体価

格（上記）の 1/3） 

自治体補助 101～104 万円 
（国庫補助の 1/2） 

111～118 万円 
（国庫補助の 1/2） 

5,000 万円

（想定） 
3,500 万円

（想定） 
事業者負担 367～397 万円 336～355 万円 2,000 万円 3,500 万円 

（出所）環境省・国土交通省（2018）41 

 

FCV の普及・拡大に向けて、燃料となる水素価格も低下させる必要がある。FCV 向け水素の

コスト構造（ナフサ改質）は、水素ステーション整備・運営費が 62%、製造・輸送 38%（うち

原料水素 19%）となっている 42。水素ステーションの稼働率が高くなるにつれて、水素コスト

も低下するため、水素ステーションの稼働率を高めることが重要となる。また、水素の製造方

法によってコストも異なってくる。環境性を考えると再生可能エネルギー由来の水素が望まし

いが、副生水素や石油製油所で製造される水素と比較するとコストが高くなるため、経済性が

劣る点も念頭に入れて、水素の製造コストを検討していかなければならない。 

また、水素ステーションの整備は、FCV の普及には欠かせない。現在の水素ステーションの

平均整備費は約 3.5 億円、運営費は約 3,400 万円となっている（図 1-11）。一般的なガソリンス

タンドの整備費が 1 億円程度であるため、かなり高コストとなっている。同一の水素供給能力

で欧米の水素ステーションと比較しても、日本の水素ステーションが高くなる試算が出ている

43。技術開発を通じた低コスト化や規制の見直しによって、水素ステーション整備のコスト削

減を進める必要がある。 

 

【水素ステーション整備費】  【水素ステーション運営費】 

 
図 1-11 水素ステーションのコスト 

（出所）経済産業省（2018）44 

                                                        
41 環境省・国土交通省、資料 4-1「燃料電池自動車・バスの普及に向けた導入支援策について」経済産業省燃

料電池自動車等の普及促進に係る自治体連携会議第 5 回、2018 年 4 月 16 日、P.3 
42 NEDO（2015）「水素エネルギー白書」Pp.84-85 
43 同上、Pp.87-88 
44 経済産業省（2018）「水素・燃料電池戦略ロードマップの進捗状況」第 13 回水素・燃料電池戦略協議会事

圧縮機, 0.9
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サ, 0.2

その他機器

費, 0.4
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17
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2018 年 2 月、水素ステーションネットワークの構築を目的として、「日本水素ステーション

ネットワーク合同会社（JHyM）」が設立された 45。2018 年 12 月末時点で、自動車メーカー、

インフラ事業者、金融投資家等の 18 社が参画している（設立時は 11 社）。事業期間は 2018 年

度から 2027 年度までの 10 年間が想定されている。まず、2021 年度までの 4 年間で 80 箇所の

水素ステーションの整備が目指される。四大都市圏とそれを結ぶ地域から整備地域を広げてい

く。また、規制見直しや機器の標準化等を通じた水素ステーションの低コスト化、FCV 普及に

応じた営業日・時間の拡大などユーザビリティ向上活動といった効率的な水素ステーションの

運営への貢献も目指している。 

 

1.2.4. 発電部門：水素発電 
（１）水素発電の技術成熟度 

日本での水素発電は、現時点では、製鉄・化学プラントにおいて水素を含む副生ガスを利用

した汽力発電やガスタービンの自家発電（水素濃度は 5~10%程度）に限られている。発電事業

用の水素発電が実用化されるまでには、技術開発、経済性、水素サプライチェーンの確立等の

課題を乗り越えなければならないが、発電事業用の水素発電を導入することが可能になれば、

日本の低炭素化社会に大きく寄与することになる。つまり、水素発電は、発電段階では CO2 を

排出しないため、燃料として、再生可能エネルギー由来の水素や化石燃料由来の水素製造時に

発生する CO2 を CCS によって処理する等、CO2 フリーの電源となりうるのである。また、水

素は様々なエネルギー源から製造することができるため、調達先・調達方法の精査は必要であ

るものの、エネルギーセキュリティの強化につながる。 

さらに、水素発電によって、大量かつ安定的な水素需要が生まれることになる。事業用水素

発電（出力 100 万 kW、水素専焼）には年間水素使用量 23.7 億 Nm3 との試算がある 46。これ

は、燃料電池自動車 223 万台（年間水素使用量 1,060 Nm3／台）に匹敵する規模である。大規

模な水素需要が確保されれば、これに応じた供給サプライチェーンも必要となり、水素の需要

サイド及び供給サイドが一体となって環境整備を促進することができる。 

水素発電には、ガスタービン発電、汽力発電、燃料電池発電がある。燃料電池発電は、規模

拡大に伴うコスト低減が難しく、ガスタービン発電はコンバインド発電として利用されれば、

汽力発電よりも高効率となることもあり、ガスタービンを用いた水素発電技術に注力されてい

る。 

ただし、水素は、天然ガスの主成分であるメタン等と比較すると、燃料発熱量が低い、燃焼

速度が速い、断熱火炎温度が高いため NOx が発生しやすい、可燃範囲が広く着火しやすい等

                                                        
務局提出資料、2018 年 7 月 5 日、P.25 
45 日本水素ステーションネットワーク合同会社（2018）「燃料電池自動車普及に向けた水素ステーション整備

の加速」（https://www.jhym.co.jp/material/PressConferencePresentationMaterial.pdf） 
46 経済産業省水素・燃料電池戦略ワーキンググループ第 4 回「資料 2 水素発電について」2014 年 3 月 26
日、P.5 
LNG 火力発電の燃料を水素に熱量換算して試算されたもの。 
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の特性があるため、これらに適したガスタービンの燃焼器が必要となる 47。 

ガスタービンの燃焼器には、拡散燃焼方式と予混合燃焼方式がある（表 1-13）。拡散燃焼方

式は、燃料と燃焼用空気を別々に燃焼器内に噴射する。多様な燃料種（水素リッチガス、高炉

ガス、天然ガス、石油等）に対応でき、国内でも水素混焼発電の実績がある。しかし、局所的

に火炎温度が高い領域が生じやすく、NOx が高くなるため、NOx を低減するために水や蒸気等

の希釈剤を入れるため、火炎温度が下がり効率が低下する問題がある。一方、予混合燃焼方式

は、燃料と空気を予め混合して燃焼器内に噴射する。逆火リスクが高く、対応燃料は天然ガス

と石油に限られており、水素混焼比率も上限がある（現状では 5%程度）が 48、希釈剤が不要

なため、熱効率を維持したまま低 NOx が可能である。このため、予混合燃焼方式、または、希

釈剤を用いない新方式の燃焼方式が目指されることになっている。 

以上のことから、将来的に目指すべき水素発電方式はガスタービン発電であり、燃焼方式は

予混合燃焼方式とされている 49。また、他の燃料との混焼となると、その燃料の影響を受ける

ため、エネルギーセキュリティの観点から、水素専焼発電が適当と明示された。したがって、

水素発電技術に関する課題は、水素専焼を含む高濃度水素の燃焼に対応し、低 NOx 化、高効率

化、安定燃焼化を可能とする燃焼器の開発が挙げられる。さらに、低コスト化、長期使用にお

ける信頼性といった点も対応していかなければならない。 

  

表 1-13 水素ガスタービン用燃焼器（三菱パワー日立システムズ） 

 
（出所）野勢・川上・荒木・仙波・谷村（2018）50 

                                                        
47 経済産業省水素発電に関する検討会（2015）「水素発電に関する検討会報告書」Pp.8-9 
48 表 1-13 にあるように、三菱日立パワーシステムズは、予混合燃焼方式で、水素専焼を可能とするマルチク

ラスタ燃焼器を開発中である。 
49 経済産業省水素発電に関する検討会（2015）、前掲書、P.27 
50 野勢正和・川上朋・荒木秀文・仙波範明・谷村聡（2018）「CO2 フリー社会の実現に向けた水素燃焼ガスタ

ービン」『三菱重工技報』Vol.55, No.4, P.3 
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水素発電の本格導入は 2030 年頃が目標とされている。NEDO は、「水素を混焼あるいは専焼

で発電する技術に関して既存の燃料と同等の発電効率、耐久性及び環境性を満たす技術を確立

する。あわせて、水素発電等を組み込んだエネルギーシステムについて、市場化に必要な技術

を確立する」ことを、研究開発目標として掲げている 51。目標達成に向けて、NEDO は次の 2

件の水素混焼発電の実証を支援している。一つは、1MW 級ガスタービンを有する発電設備（水

素コジェネレーションシステム）の技術開発である。2017 年 12 月から、川崎重工業と大林組

が、世界初となる市街地で水素による熱電供給システムの実証試験を開始した 52。水素を燃料

とする 1MW のガスタービン発電設備（水素コジェネレーションシステム）から発生させた熱

や電気を、病院などの近隣 4 施設に供給する。この水素コジェネレーションシステムでは、水

素だけの専焼も、水素と天然ガスを混ぜた混焼も可能である。この実証を通じて、燃焼安定性

や、地域コミュニティ内でのエネルギーの最適制御をするために開発された統合型エネルギー

マネジメントシステムの運用性も確認される。2018 年 4 月には、水素のみを燃料とした熱電併

給に成功したことが発表された。 

二つ目は、水素・天然ガス混焼（水素体積比 20%）予混合方式ガスタービンの燃焼器の研究

開発、及び、500MW 級水素混焼ガスタービン複合発電（GTCC）プラントの基本設計の確立を

目指した実証である。三菱重工グループが水素専焼方式、及び、水素・天然ガス混焼方式の大

型ガスタービンの開発を進めており、発電用大型ガスタービンにおいて、LNG に水素 30%を混

ぜて使用することができる燃焼器の開発に成功している 53。700MW 相当（タービン入口温度

1,600℃の GTCC）の出力に対応でき、従来の GTCC よりも発電時の CO2 排出量が約 10%削減

された。 

 

（２）水素発電の経済性 

水素発電が導入されるには、他の電源の発電コストと比較して経済性で劣らないようにしな

ければならない。「水素・燃料電池戦略ロードマップ」では、目標とすべき水素供給コストとし

て、2020 年代後半の水素プラント引渡し価格は 30 円／Nm3 程度とされている。図 1-12 は、均

等化発電原価（Levelized Cost of Electricity, LCOE）を試算したものである。水素価格が 30 円／

Nm3 の時、水素発電コストは 18.3 円／kWh と石炭火力や LNG 火力発電よりも高くなるとみら

れる。したがって、水素が競争性のある電源となるには、安価な水素の供給が必須となる。 

 

                                                        
51 NEDO（2016）「水素社会構築技術開発事業／大規模水素エネルギー利用技術開発」（中間評価）（平成 26
年度～平成 32 年度 7 年間）プロジェクトの概要、P.25 
52 NEDO・大林組・川崎重工業、プレスリリース、2017 年 12 月 10 日 
53 三菱日立パワーシステムズ、プレスリリース、2018 年 1 月 19 日 
水素混合割合は 20%が目標であったが、実際の発電所での運用裕度を確保するために、30%の水素混合割合

で実施された。 
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図 1-12 発電コスト（LCOE）比較 
（出所）日本エネルギー経済研究所（2017） 

 

1.3. 水素合成燃料 
（１）水素合成燃料の技術成熟度 

カーボンニュートラルメタン（CN メタン）は合成燃料の一つである。CN メタンは再エネ水

素と、火力発電所、工場、バイオマス発電等から排出した CO2 から生成（主に Sabatier 反応）

される合成メタンであることから、PtG と CCU（Carbon Capture and Utilization）によって製造

される“低炭素化水素エネルギー”といえる。一度排出される CO2 を再利用することから、カ

ーボンリサイクルとも言える。CN メタンの利用拡大には、既存インフラを利用できるという

メリットがある。 
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図 1-13 CN メタン 

（出所）柴田善朗・木村謙二（2018），「カーボンニュートラルメタンの将来ポテンシャル－PtG と CCU の活

用：都市ガスの低炭素化に向けて」，日本エネルギー経済研究所 HP 

 

CN メタンの生成には、再エネ水素の製造、CO2分離・回収、メタネーションが必要な技術で

ある。CN メタンを含むカーボンリサイクルの FS・実証例を表 1-14 に示す。 

 

表 1-14 カーボンリサイクルのプロジェクトの例 
NEDO 「再エネ水素と排ガス CO2 によるメタン合成および都

市ガスグリッド利用を目指した Power to Gas システム

の研究開発」 

日立造船,日本製鋼所 

NEDO 石炭火力発電所から排出される CO2 の有効利用技術開

発 
IAE（エネルギー総合工学研究

所） , RITE, 国際石油開発帝石 , 
JFE スチール, 日立造船 

環境省 二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築

促進事業「清掃工場から回収した二酸化炭素の資源化

による炭素循環モデルの構築実証」 

日立造船, エックス都市研究所 

民間企業 CCR（Carbon Capture & Reuse）研究会 民間企業 
民間企業等 ACC 技術研究会（Society of Anthropogenic Carbon Cycle 

Technology） 
IAE エネルギー総合工学研究所、

民間企業 

 

（２）水素合成燃料の経済性 

CN メタンの生成は、再エネ水素製造コストに加え、CO2 分離・回収、ならびにメタネーショ

ンが必要であるため、製造コストで見ると CN メタンは水素より高い。しかし、CN メタンの

供給には既存インフラが利用できることから、新規インフラへの投資を回避することができる。

既往研究 54に基づくと、需要家への供給コストを CN メタンと水素で比較すると（図 1-14）、 

                                                        
54 柴田善朗・木村謙二（2018），「カーボンニュートラルメタンの将来ポテンシャル－PtG と CCU の活用：都

市ガスの低炭素化に向けて」，日本エネルギー経済研究所 HP 
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CN メタンの供給コストは水素供給コストより安価であることが分かる。また、一定のコスト

削減の条件（再エネ電力の供給コスト、水電解装置、メタネーション設備等の設備費の低減、

設備利用率の向上等）を満たせば、CN メタンの供給コストは都市ガス小売価格と競合できる

ことも示されている。 

 

 
再エネ LCOE=3 円/kWh                      再エネ LCOE=5 円/kWh 

図 1-14 CN メタンの経済性 
（出所）柴田善朗・木村謙二（2018），「カーボンニュートラルメタンの将来ポテンシャル－PtG と CCU の活

用：都市ガスの低炭素化に向けて」，日本エネルギー経済研究所 HP 

 

なお、CN メタンの供給コストの削減には、個々の機器の設備費の削減のみならず、電解装

置から製造される水素を一時的にバッファータンクでの貯蔵することでメタネーション装置

の設備容量を縮小するなど、CN メタン製造システム全体の最適化設計の検討も課題である。 
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2. 水素導入シナリオ 

 

2.1. 水素導入のポテンシャル 
本節では、日本エネルギー経済研究所が行った水素需要見通しに関する調査に基づいて、定

置用燃料電池、燃料電池自動車、大規模水素発電について、日本における 2050 年までの水素

導入のポテンシャルを整理する 55。この調査では、発電設備や自動車のフロー及びストックを

考慮し、設備の効率等の想定からエネルギー需要を推計するボトムアップ型のモデルを用いて、

次の 3 つのケースを設定して推計が行われている。 

 

① 導入なしケース：水素供給・利用に係る技術的・経済的諸問題が解決されず、導入が全く

進まない。 

② 最大導入ケース：上記諸問題が解決されることによって、早い段階（2020~2030 年頃）か

ら水素利用技術の普及が本格化し、2050 年には導入可能な所にはフローベースで 100%の

導入が行われる。 

③ 中間導入ケース：水素利用技術普及の本格化が最大導入ケースに比べて 10 年程度遅く、

より緩やかな導入が行われる。 

 

（1） 民生部門（家庭・業務） 

 定置用燃料電池では、家庭用及び業務・産業用に区別して予測された導入台数に基づいて、

水素需要の推計が行われている。 

 家庭用燃料電池では、前提条件の一つとして、戸建住宅・集合住宅別に導入台数が算定され

た。戸建住宅に導入される燃料電池は、2030 年に 40 万台／年、2030 年以降は導入拡大が減速

するが、2050 年には 60 万台／年になるとした。また、集合住宅における燃料電池は、新築住

宅のみへの導入を考慮し、2030 年に 19 万台／年、2050 年に 40 万台／年（新築着工数 40 万戸

（2009 年値）／年の 100%）に達するとされた。ともに SOFC 比率（SOFC の出荷台数／燃料

電池全体の出荷台数）の想定は、足元 0%から、2050 年には 100%になるとしている。燃料電池

の効率は、2030 年までは改善が見込まれるが、それ以降は横ばいになる前提が置かれている。 

 業務・産業用燃料電池については、日本ガス協会の 2030 年のコジェネレーションシステム

の導入目標である 3,000 万 kW56となるよう、毎年導入される設備容量は産業用 90 万 kW／年、

業務用 30 万 kW／年と仮定された。ただし、この導入目標 3,000 万 kW は最大ポテンシャルで

あるため、2030 年以降は横ばいとされた。 

このような前提条件と共に、インフラ整備の進度によって以下のように 3 ケースが想定され

                                                        
55 松尾雄司、川上恭章、江藤諒、柴田善朗、末広茂、柳澤明（2013）「2050 年の低炭素社会に向けた水素エ

ネルギーの位置づけと導入見通し」日本エネルギー経済研究所 HP 
56 日本ガス協会、ニュースリリース、2011 年 10 月 27 日 
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た。 

 

① 導入なしケース：定置用燃料電池は導入されない。 

② 最大導入ケース：2025 年から H2FC が導入され、2050 年で FC 導入台数の 100%が H2FC に

なる。 

③ 中間導入ケース：最大導入ケースから 10 年の遅延を想定、2035 年から H2FC の導入が開

始される。 

 

家庭用燃料電池の導入ケースでは、都市ガスを燃料とする燃料電池の導入が先行した後、都

市ガス供給区域において水素直接供給の燃料電池（H2FC）が導入される想定となっており、

2050 年に H2FC を導入する世帯は、最大導入ケースで 990 万世帯、中間導入ケースで 420 万世

帯が予測された。一方、業務・産業用燃料電池の設備容量は、2030 年 617 万 kW（PAFC416 万

kW、SOFC200 万 kW；業務用 143 万 kW、産業用 474 万 kW）、2050 年 1,783 万 kW（PAFC408

万 kW、SOFC1,374 万 kW；業務用 434 万 kW、産業用 1,348 万 kW）となる。2050 年 H2FC 導

入量は、最大導入ケースで 1,164 万 kW、中間導入ケースで 503 万 kW となった。 

以上のようなストックに基づいて推計を行った結果、2050 年の水素需要は、最大導入ケース

で、家庭用 200 億 Nm3、業務用 37 億 Nm3、産業用 191 億 Nm3、合計 429 億 Nm3 のポテンシャ

ルが算出された。中間導入ケースでは、家庭用 85 億 Nm3、業務用 16 億 Nm3、産業用 82 億 Nm3、

合計 183 億 Nm3 となる見通しである。ここでは、都市ガスを燃料とする燃料電池について、改

質後の水素の使用を「見なし水素」需要として、一時的な水素供給の対象とは区別して推計も

行っている。この「見なし水素」需要を含む場合、2050 年の水素需要は最大導入ケースで 656

億 Nm3、中間導入ケースで 642 億 Nm3 に達するとされた。 

 

（2） 輸送部門 

 輸送部門では、燃料電池の搭載が現実的と考えられる登録乗用車、登録貨物車、バスに関し

て、FCV の販売台数及び新車燃費を想定して、日本エネルギー経済研究所の自動車普及モデル

（ボトムアップ型モデル）を用いて保有台数及び保有燃費が推計された。 

 登録乗用車の保有台数の予測に関する前提条件として、全車種において 2010 年から 2050 年

までの走行距離は不変として、3 ケースで共通の値が用いられた。実走行燃費とモード走行燃

費の比率を表す使用状況係数についても全ケース共通で全車種 0.7 と置かれた。プラグイン車

の電力走行比率は 50%とされた。新車燃費は、ガソリン車、LPG 車、天然ガス車については

2020 年まで毎年 1.0%、その後 2040 年まで毎年 0.5%で改善し、以降 2050 年までは横這いとし

た。その他の車種の燃費は、毎年 0.1%で改善すると想定された。 

 登録貨物車やバスの前提条件でも登録乗用車と同様の前提条件が置かれた。ただし、登録貨

物車の新車燃費については、登録乗用車とほぼ同様の改善率が想定されているが、ディーゼル

車及びディーゼル HEV については登録乗用車より高めの改善率が想定されている。バスの新
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車燃費は、登録貨物車と同等の改善率が想定された。 

 これらの前提条件と共に、次の 3 ケースが設定され、FCV の水素需要の分析が行われた。 

 

① 導入なしケース：車両コスト、インフラ整備などの課題が解決されず FCV が導入されな

い。 

② 最大導入ケース：各種の課題が解決され、FCV が最大限に導入される。具体的には、2020

年頃、普及が立ち上がり、2025 年頃、本格普及が開始し（新車販売比率 10%）、2040 年頃、

新車販売比率 50%、2050 年頃、新車販売比率 100%が想定された。 

③ 中間導入ケース：最大導入ケースよりも 10 年遅れて FCV 導入が進展する。したがって、

2030 年頃、普及が立ち上がり、2035 年頃、本格普及が開始し（新車販売比率 10%）、2050

年頃、新車販売比率 50%に達する想定となる。 

 

推計の結果、FCV の保有台数は、中間導入ケースで、2030 年 30 万台（全保有台数の 0.4%）、

2040 年 360 万台（同 6%）、2050 年 1,097 万台（同 19%）（登録乗用車 948 万台、登録貨物車 145

万台、バス 4.4 万台）、最大導入ケースで、2030 年 390 万台（全保有台数の 6%）、2040 年 1,220

万台（同 19%）、2050 年 2,373 万台（同 40%）（登録乗用車 2,028 万台、登録貨物車 334 万台、

バス 10.5 万台）となった。 

この FCV 保有台数の見通しに基づいて算出された水素需要は、中間導入ケースで、2030 年

4 億 Nm3、2040 年 50 億 Nm3、2050 年 156 億 Nm3（登録乗用車 101 億 Nm3、登録貨物車 50 億

Nm3、バス 5 億 Nm3）、最大導入ケースで、2030 年 56 億 Nm3、2040 年 169 億 Nm3、2050 年 341

億 Nm3（登録乗用車 216 億 Nm3、登録貨物車 114 億 Nm3、バス 11 億 Nm3）に達した。 

 

（3） 発電部門 

発電部門の水素需要の見通しでは、予め、発電電力量及び原子力・再生可能エネルギー発電

の導入量に関して一定の想定が置かれた。発電電力量は、2010 年に 10,908 億 kWh から、人口

の減少等に伴い、2030 年には 10,310 億 kWh、2050 年には 9,420 億 kWh まで減少する見通しに

基づく。この中で、原子力発電は、平均して原子炉は 45 年程度で閉鎖されるが、今後規制基準

に適合した原子炉の稼動開始が順次行われ、新設の稼動によって 2035 年以降の発電設備容量

が維持される想定となった。また、再生可能エネルギー発電の導入については、「エネルギー・

環境会議」57の分析に倣って、2030 年に約 25%まで進み、以後 2050 年まで順調に拡大すると

想定された。この結果、原子力発電と再生可能エネルギー発電の発電量は、2010 年に 4,027 億

kWh から、2030 年には 4,790 億 kWh、2050 年には 5,252 億 kWh まで拡大すると推計された。

水素発電は、2030 年を導入開始可能とし、建設コストは LNG 火力発電と同等（12 万円/kW）、

発電効率 57%（HHV、2030 年の LNG 火力想定と同等）と想定された。 

上記の条件に基づいて、下記の 3 つのケースについて水素需要の見通しが算出された。 

                                                        
57 エネルギー・環境会議（2012）「エネルギー・環境に関する選択肢」pp.8-15 
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① 導入なしケース：2050 年までの野心的な（例えば 1990 年比 65%以上の）CO2 排出削減目

標が設定されず、電源の低炭素化が進まないケース。発電における水素利用のインセンテ

ィブが働かず、日本の電源構成は従来型の火力発電への依存が続く。 

② 最大導入ケース：2050 年までの野心的な CO2 排出削減目標が設定され、日本の電源はゼ

ロ・エミッション電源（再生可能エネルギー、原子力、CCS 付き火力発電、大規模水素発

電）によるほぼ 100%の供給が達成されることが想定されるが、原子力の新設や CCS の設

置がその受容性や立地可能性が低く実現しないと想定されるケース。再生可能エネルギー

以外の発電は全て水素発電によって供給される。 

③ 中間導入ケース：2050 年までの野心的な CO2排出削減目標が設定され、ゼロ・エミッショ

ン電源によるほぼ 100%の供給が達成されることが想定される。火力発電は「電力供給計

画」58に記載されている発電所の建設・運開が進む。2030 年頃から水素発電の建設により、

水素発電の利用が進むと想定される。 

 

推計の結果、中間導入ケースでは、2030 年以降、運転開始する火力発電所が水素発電を行う

ことによって、水素発電容量は 1,700 万 kW、2050 年に電源構成の 11%（発電量 1,070 億 kWh）

が達成され、水素需要量は、2040 年代以降、600 億 Nm3 となった。また、最大導入ケースでは、

原子力及び CCS の利用可能性が確保できないため、2050 年には、コジェネレーションを除き

全量を再生可能エネルギー及び水素のみで発電する。2050 年の水素発電設備容量は 6,300 万

kW、水素発電量は 4,400 億 kWh、発電量に占める割合は 47%程度となる。水素需要量は 2050

年に 2,325 億 Nm3 に達するとみられた。 

 

 以上、民生、輸送、発電部門における 2050 年の水素導入ポテンシャルについて表 2-1 にま

とめた。導入なしケースでは、都市ガスを燃料とする燃料電池による「見なし水素需要」は存

在したが、一次的な供給としての水素需要は生じなかった。中間導入ケースでは 2030～2040

年、最大導入ケースでは 2020～2030 年にかけて水素の普及が本格化した。両ケースでの発電

部門における水素需要が顕著であることがわかる。 

 

表 2-1 2050 年水素導入量ポテンシャル 

 定置用燃料電池 自動車 発電 合計 

中間導入ケース 183 億 Nm3 

(みなし需要 642 億 Nm3) 156 億 Nm3 567 億 Nm3 906 億 Nm3 

(みなし需要 1,400 億 Nm3) 

最大導入ケース 429 億 Nm3 

(みなし需要 656 億 Nm3) 341 億 Nm3 2,325 億 Nm3 3,095 億 Nm3 

(みなし需要 3,300 億 Nm3) 

（出所）日本エネルギー経済研究所（2012） 

 

                                                        
58 経済産業省（2010）「平成 22 年度電力供給計画の概要について」 
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（4） 産業部門 

 産業部門の水素導入ポテンシャルについては、産業技術総合研究所による分析 59を参照する。

この分析では、代表的な水素利用機器に関して、エネルギー効率と技術的な観点から検討する

水素への代替可能量について、2010 年を基準としてボトムアップで推計が行われている。エネ

ルギー多消費産業 9 業種（パルプ・紙・板紙、化学繊維、石油製品、ガラス製品、化学、窯業・

土石製品、鉄鋼、非鉄金属地金、機械）を対象とし、業種別、用途別（ボイラ用、コジェネ用、

原料用、直接加熱用）、燃料別（石油系燃料、石炭系燃料、その他の燃料）にエネルギー消費を

把握できる「石油等消費動態統計」が使われた。そして、用途別、業種別、燃料別に水素への

代替可能性が検討された。用途別では、ボイラ用、コジェネ用、直接加熱用の工業炉の燃料は、

水素によって代替が可能であると判断され、他方、原料用途の燃料、及び、窯業・土石業の加

熱炉の燃料は、水素代替は不可能とされた。業種別では、石油製品工業では、石油系燃料およ

びそれらから副生する燃料に基づいて、一連の生産プロセスが完結しているため、水素代替対

象から除外された。同様に、窯業・土石工業、鉄鋼業における石炭系燃料も代替対象から除か

れた。燃料別では、副生・再エネ他燃料 60が代替対象から除かれ、天然ガス系燃料は、都市ガ

スパイプラインで都市ガスと水素を 50vol%混合によって供給される。 

 これらの前提に基づいて推計された結果が、表 2-2 及び図 2-1 である。水素は、最大で 645

億 Nm3 の導入が可能と算出された。業種別の水素導入量では、化学が最大（239 億 Nm3）とな

り、パルプ・紙工業（159 億 Nm3）、鉄鋼業（82 億 Nm3）が続いた。 

 

表 2-2 業種別 2050 年最大水素導入量 
 

パルプ・紙 化学繊維 石油製品 ガラス 窯業土石 非鉄金属 機械 化学 鉄鋼 合計 

水素導入量

（億 Nm3） 159 53 0 8 55 15 34 239 82 645 

比率 25% 8% 0% 1% 9% 2% 5% 37% 13% 100% 

（出所）産業技術総合研究所（2014） 

 

                                                        
59 独立行政法人産業技術総合研究所（2014）「再生可能エネルギー貯蔵・輸送技術開発トータルシステム導入

シナリオ研究 平成 25 年度成果報告書 第 1 分冊 エネルギーキャリア技術のコスト分析用途別の許容コス

ト分析シナリオ検討」pp.121-127 
60 副生・再エネ他系燃料は、改質生成油、炭化水素油（副生油）、石油系炭化水素ガス、タール、コークス炉

ガス、高炉ガス、転炉ガス、電気炉ガス、回収黒液、酸素、廃材、廃タイヤを含む。 
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図 2-1 2050 年の産業部門における燃料消費量と業種別の最大水素導入量 

（出所）産業技術総合研究所（2014） 

 

2.2. 水素導入シナリオ 
 

2.2.1. 既存の水素導入シナリオ調査の概要 
将来の水素導入シナリオについて、既存研究から 12 のシナリオの結果を整理した（表 2-3、

表 2-4）。そのうち、8 つのシナリオ（シナリオ 1～シナリオ 8）は将来のエネルギー需給見通

しを定量化モデルで分析した上、水素導入の可能性とその影響を評価している。1 つのシナリ

オ（シナリオ 9）は CN メタンに焦点を置き、国内再エネ水素から製造するカーボンニュート

ラルのメタンのポテンシャルと経済性の分析を行っている。また、民間企業の視点から見た水

素導入見通しも 2 つ加えている。これらのシナリオと比較するために政府の設定した水素導入

目標・ロードマップも一つのシナリオとして加えている。 
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表 2-3 水素導入シナリオの概要（その 1） 

 シナリオ

作成者 

シナリオ モデルタイプ/シナリオの概要 結果概要 

1 （一財）

日本エネ

ルギー経

済研究所 

アジア/世界アウトル

ック 2016 
技術進展ケース 

ボトムアップのエネルギー需給見通しモデルであ

る。評価範囲は世界。  
再エネや省エネなど低炭素技術は最大限導入する

想定ケースである。 

国別のエネル

ギー需給見通

しの結果（2040
年） 

2 （一財）

日本エネ

ルギー経

済研究所 

アジア/世界アウトル

ック 2016 
CCS 最大限導入ケー

ス技術進展ケース 

技術進展ケースに基づいたケースである。CCS が

最大限利用可能であるため、発電部門において（輸

入）水素の利用は行われない。水素の導入コストも

十分に低減しないため、運輸部門における燃料電池

自動車の導入も限定的である。 

各ケースにお

ける世界全体

の水素需要量

（2050 年） 
水素技術の活

用によって世

界全体の CO2

排出削減への

貢献（2050 年） 

3 （一財）

日本エネ

ルギー経

済研究所 

アジア/世界アウトル

ック 2016 
水素低位ケース 

CCS の導入が難しい地域では、2035 年以降に新設

のガス火力、石炭火力プラントの半分が水素発電

（輸入 CO2 フリー水素）によって代替されると想

定。 
4 （一財）

日本エネ

ルギー経

済研究所 

アジア/世界アウトル

ック 2016 
水素高位ケース 

水素低位シナリオに確定した水素発電が導入され

る国・地域では、2030 年以降新設のガス火力、石炭

火力の全てが水素発電（輸入 CO2 フリー水素）に

よって代替される。 
水素需要拡大に伴い、水素の燃料価格も大幅に低減

し、燃料電池自動車の普及は更に進められ、世界的

には 2050 年乗用車販売に占める燃料電池自動車の

割合は 13%、保有台数ベースで 8%に達するとの想

定である。 
5 （一財）

日本エネ

ルギー経

済研究所 

2050 年の低炭素社会

に向けた水素エネル

ギーの位置づけと導

入見通し -CO2 排出

制限なしシナリオ 

最適化モデル(MARKAL)による水素導入可能性の

分析。評価地域は日本 
2050 年向けて CO2排出制限なしと想定 

部門別の水素

導入量 

6 （一財）

日本エネ

ルギー経

済研究所 

2050 年の低炭素社会

に向けた水素エネル

ギーの位置づけと導

入見通し -CO2 排出

制限ありシナリオ 

シナリオ 5 と同様なモデル 
2050 年の CO2 排出量は 1990 年度比で 65%削減を

制約条件としている 
なお、水素供給は十分であると想定 

部門別の水素

導入量 
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表 2-4 水素導入シナリオの概要（その 2） 

 シナリオ

作成者 

シナリオ モデルタイプ/シナリオの概要 結果概要 

7 （一財）

エネルギ

ー総合工

学研究所 

CO2 フリー水素普及

シナリオ研究 
CO2 フリー水素の普及に向けてのアクションプラ

ンの策定を目的とした、複数年に亘った研究プロジ

ェクトである 
同研究所が開発した地球環境総合評価モデル

（GRAPE モデル）を用い水素導入可能量を評価 
水素技術の経済性の評価 

部門別の水素

需要量の評価 
導入拡大する

ために求めら

れる水素価格 

8 （一財）

エネルギ

ー総合工

学研究所 

中長期ビジョン～

2050 年に向けたエネ

ルギー技術展望～  

同研究所より開発した GRAPE モデルで 2050 年ま

での日本の CO2排出曲線を設定する。 
MARKAL ベースの最適化モデル（Times-Japan）に

よって、詳細な国内エネルギー需給構造を検討 
CO2排出制限は、2030 年に 2013 年比で 26%削減、

2050 年に 2015 年比で 8 割削減 
発電部門について、原子力発電、再エネ発電の導入

度合いによって複数シナリオを設定 

部門別の水素

需要  

9 （一財）

日本エネ

ルギー経

済研究所 
（柴田善

朗） 

水素メタネーション 再エネ大量導入する際の電力需給シミュレーショ

ンモデル 
再エネ余剰電力や、CO2 の供給可能量によって CN
メタンのポテンシャルを推計 
水素や都市ガスの供給コストと比較し、CN メタン

の経済性を評価 

再エネ水素で

生産した CN
メタンのポテ

ンシャルと経

済性 
 

10 千代田化

工建設株

式会社 

水素供給シナリオ 水素供給シナリオ 
発電用水素導入ターゲット 

発電用の水素

導入量 
水素プラント

引渡し価格 
11 川崎重工

株式会社 
水素導入ポテンシャ

ル 
発電用水素の導入シナリオ 
水素サプライチェーンの検討 

発電用の水素

導入量 
輸入水素 CIF
価格 

12 政府目標 水素基本戦略 
水素・燃料電池戦略

ロードマップ 
エネルギー基本計画 

水素・燃料電池の導入目標 水素導入量 
水素目標価格 
等 

 
（出所）日本エネルギー経済研究所（2016），「アジア/世界エネルギーアウトルック 2016」（Pp.156-163）；松尾

雄司、川上恭章、江藤諒、柴田善朗、末広茂、柳澤明（2013），「2050 年の低炭素社会に向けた水素エネルギー

の位置づけと導入見通し」，日本エネルギー経済研究所 HP；エネルギー総合工学研究所（2016、2017），「CO2

フリー水素普及シナリオ研究」；エネルギー総合工学研究所（2019），「中長期ビジョン～2050 年に向けたエネ

ルギー技術展望～」； 柴田善朗（2018），「時間軸を踏まえた Power to Gas のビジネスモデル-調整力の提供，複

数用途への活用，再エネ主力電源化への貢献-」，日本エネルギー経済研究所 HP；千代田化工建設株式会社（2017），
「水素供給シナリオ」，経済産業省第 9 回水素・燃料電池戦略協議会資料；川崎重工株式会社（2017），「水素導

入ポテンシャル（～LNG の導入歴史から考察～）」，経済産業省第 9 回水素・燃料電池戦略協議会資料；経済産

業省（2016），「水素・燃料電池戦略ロードマップ～水素社会の実現に向けた取組の加速～」；再生可能エネルギ

ー・水素等関係閣僚会議（2017）；「水素基本戦略」；政府（2018），「エネルギー基本計画」． 
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2.2.2. 水素導入シナリオの整理 
 

日本エネルギー経済研究所のアジア/世界エネルギーアウトルック（シナリオ 1）、エネルギ

ー総合工学研究所の「CO2 フリー水素普及シナリオ」（シナリオ 7）、川崎重工（シナリオ 11）、

政府の目標（シナリオ 12）では 2030 年における水素需要量の推計が示されている。これらの

シナリオの結果を集計すると、2030 年における我が国の水素需要は 16 億~130 億 Nm3/年にな

り、現在の水素需要量（非エネルギー利用含め、約 0.02 億 Nm3/年）61より大幅に増加する。し

かし、この水素需要量は約 0.4~3.35Mtoe（LHV）であり、第 5 次エネルギー基本計画で推計さ

れた 2030 年の最終エネルギー消費量（277Mtoe、省エネ効果考慮）と一次エネルギー供給（約

400Mtoe）と比べると、水素エネルギー割合は 1%前後で、2030 年のエネルギー需給システムに

おける水素の役割はまだ限定的であることが分かる。 

水素メタネーションに関するシナリオ（シナリオ 9）では、再エネの導入規模にも依存する

が、現在の都市ガスと比較して、CN メタンの製造ポテンシャルは大きいことを示している。 

2050 年においては、我が国の水素エネルギー需要は 530 億～1,670 億 Nm3/年に達するとのシ

ナリオがある。また、輸入水素は 2050 年の一次エネルギー供給の 5％～13％を占める結果も示

されている。 

 

 
図 2-2 各シナリオによる水素導入量推計の結果（2030 年・2050 年） 

 

部門別の水素導入量を見ると、エネルギー総合工学研究所で検討されている「CO2フリー水

素普及シナリオ研究」では、2030 年における CO2フリー水素の供給価格が 24 円/Nm3 以下まで

                                                        
61 水素基本戦略（200t/年）より換算 
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低減すれば、運輸や石油精製（既存の石油製品から製造された水素を CO2 フリー水素で代替）

における水素の需要量は発電用の消費量を上回るとの結果が示されている（シナリオ 7）。それ

に対し、シナリオ 7 以外のシナリオでは 2030 年における発電以外の部門における水素需要量

の具体的な数字が明示されていない。 

他方、多くのシナリオで、2050 年における水素需要の大半は水素発電となっている。発電用

水素需要の拡大によって、水素供給価格の低減が加速し、運輸等その他分野における水素利用

の普及に繋がることを論じているシナリオがある一方（シナリオ 4、シナリオ 8）、2050 年に発

電以外の分野では、経済性の観点から水素利用技術の競争力がないため導入が進まないとの見

方もある（シナリオ 6）。 

 

表 2-5 水素導入シナリオの整理（その 1） 

 シナリオ作成

者 
シナリオ 水素需要 

（億 Nm3/年） 
 

主要分野・水素価格・メッセージ等 

2030 2050 

1 （一財）日本エ

ネルギー経済

研究所 

アジア/世界アウト

ルック 2016 
技術進展ケース 

16 - -発電以外の分野における水素需要 
-なお部門別水素需要の詳細や水素の供給源は明

示されていない 
 

2 （一財）日本エ

ネルギー経済

研究所 

アジア/世界アウト

ルック 2016 
CCS 最大限導入ケ

ース技術進展ケー

ス 

- - -CCS 最大限導入のケースにおいては、水素発電

の導入がない 

3 （一財）日本エ

ネルギー経済

研究所 

アジア/世界アウト

ルック 2016 
水素低位ケース 

- - -水素発電は世界発電量全体の 5%を占める（2050
年） 
-燃料電池自動車の利用は限定的 
-水素供給源の想定は化石燃料+CCS 水素 

4 （一財）日本エ

ネルギー経済

研究所 

アジア/世界アウト

ルック 2016 
水素高位ケース 

- - -水素発電は世界発電量全体の 13%を占める

（2050 年） 
-発電部門における水素需要が多いため、水素供

給コストの削減が加速 
-水素供給コストの削減は燃料電池自動車の普及

拡大にも繋がる（2050 年乗用車ストックの 8%を

占める） 

5 （一財）日本エ

ネルギー経済

研究所 

2050 年の低炭素社

会に向けた水素エ

ネルギーの位置づ

けと導入見通し -
CO2 排出制限なし

シナリオ 

- - - CO2 排出削減の制限がないため、水素導入がな

い 

6 （一財）日本エ

ネルギー経済

研究所 

2050 年の低炭素社

会に向けた水素エ

ネルギーの位置づ

けと導入見通し -
CO2 排出制限あり

シナリオ 

 816 -全ての水素需要は発電用 
-輸入水素は 2050 年一次エネルギー供給の 7.6%
を占める 
-水素供給源は褐炭+CCS と想定 
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表 2-6 水素導入シナリオの整理（その 2） 

 シナリオ作成

者 
シナリオ 水素需要 

（億 Nm3/年） 
 

主要分野・水素価格・メッセージ等 

2030 2050 

7 （一財）エネル

ギー総合工学

研究所 

CO2 フリー水素普

及シナリオ研究 
70~130 770~ 

1,300 
-2030年水素需要の大半は運輸部門と石油精製部

門（石油製品由来水素（hydrogen production unit）
を CO2フリー水素より代替の代替）  
-2050 年水素需要の内訳は：発電 73%、運輸 24%、

その他石油精製  
-水素普及拡大のため、水素燃料コストは 24 円

/Nm3 以下であることは求められる。なお将来に

は 20 円/Nm3 以下であることが望まれる。 

8 （一財）エネル

ギー総合工学

研究所 

中長期ビジョン～

2050 年に向けたエ

ネルギー技術展望

～  

 780~ 
1,670  
( 輸 入

水素) 

-2050年一次エネルギー供給に占める輸入水素の

割合は 5%~13% 
-水素発電の導入量は再エネ、原子力発電の進展

に影響を受けている。再エネ、原子力大量導入の

場合、水素発電の導入は少なくなる。  
-2050 年運輸部門におけるエネルギー消費量の

41%~71%は水素エネルギーと見込み。 
-再エネ、原子力発電が進んでいる場合、電気自

動車はより優位性があるため、燃料電池自動車

の導入はけん制される。  

9 （一財）日本エ

ネルギー経済

研究所 
（柴田善朗） 

水素メタネーショ

ン 
- - -14%~64%の都市ガス需要はカーボンニュート

ラル・メタンより代替可能 
-カーボンニュートラル・メタンの経済性 

10 千代田化工建

設株式会社 
水素供給シナリオ - 530 -輸入水素の用途は水素発電 

-水素の国際輸送のキャリア MCH  
-輸入水素のプラント引渡し価格： 2030 年、

30~40 円/Nm3；2050 年、25~30 円/Nm3  

11 川崎重工株式

会社 
水素導入ポテンシ

ャル 
25 1,002 -シナリオで想定した水素用途は発電用水素のみ 

-水素供給源は輸入水素（液化水素より輸送） 
-輸入水素の CIF 価格：2030 年、30 円/Nm3；2050
年、18 円/Nm3  

12 政府目標 水素基本戦略 
水素・燃料電池戦

略ロードマップ 
エネルギー基本計

画 

33 557~ 
1,113 

-水素需要の大半は発電用と想定（2030 年と 2050
年） 
-2030 年以降水素サプライチェーンの商業化 
-水素供給の目標価格：2030 年、30 円/Nm3以下；

長期的に 20 円/Nm3以下  

 

これらのシナリオで示された水素の供給価格は 37 円/Nm3 以下となっている。現在の製油所

の水素製造コストは 23～37 円/Nm362であるため、製油所の HPU（Hydrogen Production Unit、石

油製品による水素製造）を CO2フリー水素により代替する場合、求められる水素供給の価格も

23～37 円/Nm3 以下となる（シナリオ 7）。他方、運輸部門の場合、燃料電池自動車の経済性は

水素燃料コスト、燃料電池自動車の車体価格、水素ステーションの整備状況とコストなどのみ

ならず、競合技術であるガソリン車や電気自動車のコストにも影響を受けている。各シナリオ

                                                        
62 水素燃料電池戦略協議会ワーキンググループ 第 5 回 資料 2 



 43 

の、FCV 向けの水素価格は 24～35 円/Nm3 と想定されている。ただし、他の条件の想定によっ

て、推計結果は異なる。例えば、シナリオ 6 では 33 円/Nm3 の水素価格の想定で、2050 年に

FCV の普及がなしとの結果となっている。一方、シナリオ 8 では水素価格が 35 円/Nm3 の前提

で、2050 年運輸部門における最終エネルギー需要の 41%~71%は水素で賄われると推計されて

いる。 

水素発電の場合、既存の火力発電の発電コストと比較すると求められる水素価格は 20 円

/Nm3 以下となるものの、CO2 排出削減の規制が強化される場合、火力発電の環境対応費用が増

加し、水素の許容価格は上昇することも考えられる。例えば、シナリオ 6 では、水素の燃料価

格を 33 円/Nm3（輸入水素 CIF 価格）と想定しても、CO2 排出制約（2050 年の CO2 排出量を

1990 年度比で 65%削減）を満たすためには、2050 年に一定の水素発電が導入され、発電用の

輸入 CO2 フリー水素は一次エネルギー供給に占めるシェアが 7.6%になると見込まれている。 

 

2.3. CO2排出削減目標達成への貢献 
日本エネルギー経済研究所のアジア/世界エネルギーアウトルック 2016 で検討した水素高位

シナリオ（シナリオ 4）では、CCS 導入困難な地域では、2030 年以降に新設する火力発電の全

てを水素発電により代替し（2050 年世界総発電量の 13％が水素発電）、かつ、2050 年に乗用車

保有台数の13%が燃料電池自動車の場合、CO2排出量削減への貢献は3.6Gtと試算されている。

ただし、この試算では、水素の輸送・貯蔵段階における CO2排出量は考慮されていない。 

なお、水素技術の CO2 削減効果は、水素より代替された燃料・技術、ならびに水素の供給源、

水素輸送・貯蔵方法によって異なる。例えば、燃料電池自動車の燃料が CO2 フリー水素であっ

た場合、水素製造端と最終利用端での CO2 の排出は少ないものの、水素の調達先（国内生産し

た水素、または、海外から輸入した水素）、輸送・貯蔵方法によって水素サプライチェーン全体

での CO2 排出量は異なる。そのため、水素利用による CO2排出削減目標への貢献度を評価する

には、まず水素サプライチェーンの選定を明確にしないとならない。 

 

2.4. まとめ 
水素導入のポテンシャル、各シナリオで推計された部門別の水素導入量の見通し、ならびに

求められる水素燃料価格を表 2-7 にまとめる。各シナリオで推計した水素導入量の見通しには

ばらつきがあるものの、将来には発電部門と運輸部門がもっとも重要な水素の需要先であるこ

とが示されている。CO2フリー水素の産業利用に対する検討はまだ一部の業種（石油精製）に

とどまっている。定置用燃料電池は我が国で最も導入が進んでいる水素利用技術であるものの、

現在燃料電池の水素供給は天然ガスや LPG であり、純水素型の燃料電池はまだ実用されてい

ない。なお、純水素型の定置用燃料電池の普及利用には、水素パイプラインの整備が必要であ

るため、インフラコストを考慮するとやはり普及が困難であることが各シナリオの見解である。 
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表 2-7 水素導入ポテンシャル・導入量見通し、コスト等 

 定置用燃料電池 運輸 発電 工業生産プロセス 

水 素 導 入

ポ テ ン シ

ャル 

429 億 Nm3（純水素型

燃料電池） 
656 億 Nm3（オンサイ

ト改質水素含む） 

2030 年：56 億 Nm3（FCV
保有台数 390 万台） 
2050 年：341 億 Nm3（FCV
保有台数 2,373 万台） 

※乗用車、貨物車、バス

含む 

2050 年：2,325 億 Nm3

（6,300 万 kW）  
645 億 Nm3 

水 素 導 入

量見通し 
純水素型燃料電池の導

入量はゼロ 
2030 年：34 億 Nm3 
2050 年：187 億 Nm3 
※シナリオ 7, ベースケ

ース 

2050 年： 
557~1,113 億 Nm3

（1,500~3,000kW）  

※政府目標 

2030 年：35 億 Nm3 
2050 年：20 億 Nm3 

※シナリオ 7, ベー

スケース 

求 め ら れ

る 水 素 価

格 

水素供給のインフラ整

備が高額な投資が必要

となるため、普及が困

難と見られる 

求められる水素価格は

様々な要素に影響され

る。各シナリオでは 24～
35 円/Nm3 の価格を想定

している。 

火力発電の環境対応コス

ト考慮しない場合、求め

られる水素価格は 20 円

/Nm3。環境規制が強化さ

れた場合、火力発電の環

境コストが上昇すること

によって、求められる水

素燃料価格は 33~35 円

/Nm3 

製油所の HPU 代替

する場合求められる

水素価格 23~37 円

/Nm3以下 

 

水素利用技術のコストや、競合技術・燃料のコスト、CO2 排出量制約等モデル計算の前提の

違いによって、水素普及拡大のために求められる水素供給コストは異なる。各シナリオに基づ

くと、運輸部門における水素利用拡大のために求められる水素価格は 24~35 円/Nm3、発電用の

水素価格は 20～35 円/Nm3、石油精製では 23~37 円/Nm3、となっている。 

水素供給源については、ほとんどのシナリオで CO2 フリー水素の輸入を前提としている。国

内の再エネ水素（Power to Gas）に関して詳細な分析の結果を明示されたのはシナリオ 9 のみ

である。この研究によると、国内再エネ水素から製造した CN メタンは現在の都市ガス需用の

14%~64%を代替することが可能となっている。 
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3. 水素導入に関する日独の比較 

 

3.1. ドイツ側調査結果の概要 
  

3.1.1. 水素利用の現状 

（1） 家庭用燃料電池 

ドイツでもエネファームのように燃料電池を用いたコジェネレーションシステムが商品化

されており（マイクロ CHP と称される）、2017 時点でドイツに約 2,000 のマイクロ CHP が導

入されている。市場への普及を妨げる要因として、高価格が指摘されている。例えば、SenerTec

社のコジェネシステム（PEM 水電解装置、出力 700W、20kW の補助ボイラ、温水タンク）63の

価格は、税抜き・補助金なしで 20,000 ユーロとなっている。ただし、再エネの余剰電力から水

素を生産・貯蔵・燃焼させるコジェネシステムを導入する動きもみられる。2018 年 9 月、2G 

Energy（CHP 製造業者）は、Stadtwerk Hassfurt（自治体系エネルギー供給会社）から再エネ由

来の水素を使った CHP の発注を受けた 64。ハスフルト（Hassfurt）港で近くの風力発電所から

の余剰電力を使って水素を生産し、CHP で発電、熱供給（今後建設される供給網によって近隣

の麦芽工場、学校、幼稚園が対象）が行われる。2019 年 2 月には、アウクスブルグ（Augsburg）

市で既存の集合住宅（1974 年築、70 戸）で屋上設置 PV 発電（100kW）の余剰電力を使って水

素を生産し、合成燃料（メタン）に転換してオンサイトで貯蔵するシステムの運転が始まった

65。この合成燃料は地下に設置された CHP にも使われ、需要に応じて建物への熱電供給が行わ

れる。また、ドイツの民生部門では、水素ではなく合成燃料（メタン）をコジェネや暖房用に

生産・貯蔵するシステムの実証が行われている（表 3-1）。 

 

表 3-1 ドイツ民生部門における実証事例 

プロジェクト名 Exytron Climate-friendly 
Living66 

Sustainable Energy Supply for 
Buildings67  Energy Park68  

入力 最大 62.5kW 52kW 
最大 6MW（水電解装置各 2 
MW x 3） 

水素生産 10 Nm3/h 10 Nm3/h PEM 水電解装置、最大
1,000 Nm3/h 

合成ガス生産 2.5 Nm3/h 2.5 Nm3/h ‐ 

CO2源 合成ガス、CHP、ガスボイ

ラー 
なし、CO2はサイクルの一

部  ‐ 

排熱利用 ‐ 熱交換器、バッファタンク ‐ 

（出所）Power to gas HP 

 
                                                        
63 https://senertec.com/wp-content/uploads/2016/09/Dachs-InnoGen-EN.pdf 
64 Renewables Now, September 12, 2018, 
https://renewablesnow.com/news/germanys-2g-energy-gets-order-for-green-hydrogen-based-chp-system-626516/ 
65 Exytron, February 28, 2019, https://exytron.online/en/news/ 
66 http://www.powertogas.info/power-to-gas/pilotprojekte-im-ueberblick/exytron-klimafreundliches-wohnen-augsburg/ 
67 http://www.powertogas.info/power-to-gas/pilotprojekte-im-ueberblick/exytron-natur-und-freizeitgebiet-bernsteinsee/ 
68 http://www.powertogas.info/power-to-gas/pilotprojekte-im-ueberblick/energiepark-mainz/ 
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（2） 運輸部門 

 ドイツの FCV 保有台数は日本に次いで世界第 3 位であり、2017 年時点で約 500 台に達して

いる 69。FC バスは、ほとんどが実証プロジェクトのものであるが、60 台が導入されている。

水素ステーションの開発も進んでおり、2019 年 2 月時点で、水素ステーション 60 ヵ所が稼動

しており、建設・計画中は 46 ヵ所に上る 70。FCV の普及を促進するため、2019 年末までに、

水素ステーションを 100 ヵ所にすることを目指している。 

 ドイツでは、鉄道部門で燃料電池が本格的に導入された。2018 年 9 月、ドイツ北部ニーダー

ザクセン（Lower Saxony）州でクックスハーフェン（Cuxhaven）とブクステフーデ（Buxtehude）

の約 100km の区間で、ディーゼルの車両に代わり、世界で初めて燃料電池で走る列車の運転が

開始された 71。列車の最高速度は時速 140km で、連続して 1,000km 走行できる。2021 年末ま

でに、さらに 14 の水素燃料電池列車が導入される予定である。 

 船舶については、ハンブルグ（Hamburg）の観光船で燃料電池が使われている事例以外は、

実証段階にある。 

 

（3） 発電部門 

 ドイツでは、燃料電池と無停電電源装置（uninterruptible power supply, UPS）を組み合わせた

システムが普及している。技術的には確立しており、病院、通信インフラ、停電時や遠隔地等

の非常用電源として機能している。当システムの普及台数については把握されていないが、ド

イツでは数百台あるとみられている。2010 年には、燃料電池 UPS を市場で普及させるために、

研究機関や関連企業が参加する Clean Power Net が設立された。他方、水素を燃焼させるタービ

ンは研究段階にある（例：Technical University of Berlin）。 

 

（4） Power-to-Gas（PtG） 

 2017 年、ドイツでは再エネを利用した水電解装置（アルカリ水電解、PEM 水電解、SOEC）

を使った Power-to-Gas（PtG）が約 30 ヶ所で行われ、発電容量 20MW を超えた。さらに近年で

は、大規模なレベルでの PtG 実証計画の公表されている。2018 年 10 月、Tennet（ドイツ四大

送電事業者の一つ）は、ガス輸送事業者 Gasunie Deutschland と Thyssengas と共同で、ニーダー

ザクセン州で風力をエネルギー源とする 100MW の PtG プラントの建設計画を発表した 72。

2022 年に運転を開始し、徐々にグリッドに接続される予定である。2019 年 2 月にも、送電事

業者 Amprion とガス輸送事業者 Open Grid Europe が 1 億 5,000 万ユーロを投じて行う 100MW

                                                        
69 https://www.iea.org/tcep/energyintegration/hydrogen/ 
70 https://h2.live/en/ 
71 Alstom, press release, 16 September 2018,  
https://www.alstom.com/press-releases-news/2018/9/world-premiere-alstoms-hydrogen-trains-enter-passenger-service-
lower 
72 Gasunie, TenneT and Thyssengas, press release 16 October, 2018, 
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/News/German/Hoerchens/2018/20181016_PM-Gasunie-TenneT-
Thyssengas-Power-to-Gas-Pilot-Element1_EN.pdf 
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の PtG 建設について明らかにした 73。当計画では既存のガスパイプラインを水素用輸送の活用

を検討している。 

 

（5） 産業部門 

 産業部門では、年間約 200 億 Nm3 の水素が生産されている。このうち、40%が製油所、25%

がアンモニア生産、20%が石油化学、15%がその他の産業で消費されている。 

ドイツでは製鉄における水素還元技術の実証プロジェクトも行われている 74。また、製鉄所

で排出された CO2 を回収し、燃料、プラスチック、肥料など化学製品の製造に利用する CCU

に関する研究も実施されている 75。 

 

3.1.2. 水素シナリオの概要 

ドイツ側の調査実施主体は、6 つの既存研究における 17 のシナリオを調査した。大半のシ

ナリオでは野心的な CO2排出削減を前提としている。また、多くのシナリオでは、水素のみ

ならず合成燃料（メタンや液体燃料）の導入見通し、既存インフラ（ガスパイプライン）の

活用可能性も取り上げている。なお、各シナリオの着目点が異なるため、将来の水素・合成

燃料の導入量を検討する際に、以下 6 つのシナリオで推計された値を基準とされている： 

• dena-Lead Study Integrated Energy Transition (Hecking et al. (2018))：2050 年までに GHG 削

減（1990 年比）を達成するための最適化モデルによるシナリオ 

 TM80 シナリオ：80%の GHG 削減 

 TM95 シナリオ：95%の GHG 削減  

• Sector coupling - Investigations and considerations for the development of an integrated energy 

system (Ausfelder et al. (2017))：2050 年までに 85%の GHG 削減（1990 年比）に向けて

異なる技術オプション 

 85_H2 シナリオ：水素の利用拡大 

 85_open シナリオ：電化拡大（熱供給や運輸部門においても電化が進むと想定） 

 85_PtX シナリオ：合成燃料の利用拡大 

• Climate protection scenario 2050 - 2. Final report (Repenning et al. (2015))：2050 年までに

GHG 削減（1990 比）を達成するための最適化モデルによるシナリオ 

 KS95 シナリオ：95%の GHG 削減  

 

 

 

                                                        
73 Open Grid Europe, press release, February 11, 2019,  
https://www.open-grid-europe.com/cps/rde/oge-internet/hs.xsl/NewsDetail.htm?rdeLocaleAttr=en&newsId=1FE0C9FB-
FDE0-4326-A58B-68CCBE539CEF&rdeCOQ=SID-1B12336B-32914D00 
74 Salzgitter AG 社より実施している SALCO プロジェクト 
75 Carbon2Chem プロジェクト（Federal Ministry of Education and Research） 
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表 3-2 ドイツの水素導入シナリオ概要と結果（その 1） 
シナリオ作成者 シナリオ 

（2050年のGHG
削減目標（1990
年比）） 

水 素 需 要 
(最終エネル
ギー消費) 

合成燃料需要 
(最終エネルギ
ー消費) 

優先分野・ドライバー・キーメッセージ等 

2050 年 2050 年 
Repenning et al. 
2015 
(Climate 
protection scenario 
2050 - 2. Final 
report) 

KS95 
（95%削減） 

328 PJ 344 PJ -運輸部門における合成燃料の利用 
-一部の水素はエネルギー貯蔵として利用さ

れる（約 20PJ）  
-合成燃料の大半は運輸部門で利用される（国

内製造の合成燃料は 306PJ） 

Bothe et al 2017 
(The value of the 
gas infrastructure 
for the energy 
transition in 
Germany) 
 

Electricity and 
Gas Storage 
（95%削減） 

0 1,668PJ  -エネルギー最終利用部門では電気化が進む  
-Power-to-Gas-to-Power はエネルギー貯蔵の

選択肢の一つである 
-合成燃料は輸入（PtL） 

Electricity and 
Green Gas 
（95%削減） 

1161 PJ 2,657 PJ  
 

-既存のガスパイプラインを活用 
-国内再エネで製造された水素は、50%は産

業・運輸部門で利用され、残った 50%はメタ

ネーションし、既存のガスパイプラインで輸

送し、熱利用の燃料として消費される 
-合成燃料のうち、988PJ はメタンガス、

1,669PJ は PtL（なお、PtL は全て輸入）  
-合成メタンガスは国内再エネ水素で生産 

Hobohm et al 2018 
(Status and 
perspectives of 
liquid energy 
sources in the 
energy transition) 

PtX80 
（80%削減） 

39 PJ 2,673 PJ  -液体合成燃料にフォーカス  
-水素の消費は少ない 
-合成燃料の 62%は PtL 

PtX95 
（95%削減） 

41 PJ 3,545 PJ  -液体合成燃料にフォーカス.  
-水素は主にアンモニア生産に使われる 

-合成燃料の 56%は PtL 
Henning et al 2015 
(What does the 
energy transition 
cost?) 

80/low/CH4 
（80%削減） 

0 915 PJ -運輸部門のエネルギーキャリアはメタン中

心 
-合成燃料は運輸部門エネルギー消費の 30%、

産業エネルギー消費の 14%を賄う 
80/low/H2 
（80%削減） 

326 PJ 763 PJ -水素は運輸部門エネルギー消費の 19%を賄

う 
-合成燃料は運輸部門エネルギー消費の 20%、

産業エネルギー消費の 17%を賄う 
-水素は国内再エネ水素 

80/low/electronic 
（80%削減） 

0 508 PJ -合成燃料は運輸部門エネルギー消費の 21%、

産業エネルギー消費の 9%を賄う 
80/ambitious/Mix 
（80%削減） 

205 PJ 683 PJ -水素は運輸部門エネルギー消費の 12%を賄

う 
-合成燃料は運輸部門エネルギー消費の 19%、

産業エネルギー消費の 11%を賄う 
90/ambitious/Mix 
（90%削減） 

205 PJ 1,017 PJ -水素は運輸部門エネルギー消費の 11%を賄

う 
-合成燃料は運輸部門エネルギー消費の 33%、

産業エネルギー消費の 26%を賄う 
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表 3-3 ドイツの水素導入シナリオの概要と結果（その 2） 
シナリオ作成者 シナリオ 

（2050年のGHG
削減目標（1990
年比）） 

水 素 需 要 
(最終エネル
ギー消費) 

合成燃料需要 
(最終エネルギ
ー消費) 

優先分野・ドライバー・キーメッセージ等 

2050 年 2050 年 
Ausfelder et al. 
2017 
(Sector coupling - 
Investigations and 
considerations for 
the development of 
an integrated 
energy system) 
 

85_open 
（85%削減） 

121 PJ 430 PJ -ガスパイプラインにおける水素の混入率は

5vol%  
-水素は主に運輸部門で利用される 
- 再エネ由来の合成燃料は低温と高温の熱需

要、運輸部門で利用される 
-合成燃料の 12%は PtL（運輸部門利用） 

85_H2 
（85%削減） 

386 PJ 681 PJ - 2050 年運輸部門におけるエネルギー需要の

100%が水素で賄う 
-ガスパイプラインにおける水素の混入率は

30vol%（ガスパイプラインのアップグレード

が必要） 
-再エネ水素のメタネーションの利用 
-合成燃料の 47%は PtL（運輸部門利用） 

85_PtG 
（85%削減） 

0 1,212 PJ -ガスパイプラインへの水素の混入率は
5vol% 
-再エネ水素によるカーボンニュートラル・メ
タンの製造と既存ガスパイプラインの活用 
-合成燃料の 48%は PtL（運輸部門利用） 

Hecking et al 2018 
(dena-Lead Study 
Integrated Energy 
Transition) 
 
 

EL80 
（80%削減） 

480 PJ 78 PJ -水素は国内生産（再エネ水電解） 
-合成燃料（メタン）は他の EU 加盟国から輸

入 
EL95 
（95%削減） 

562 PJ 1357 PJ . 
-水素は主に国内生産（再エネ水電解） 
-合成燃料（メタン）はほとんど輸入（EU 加

盟国と非加盟国） 
TM80 
（80%削減） 

463 PJ 595 PJ -水素は国内生産（再エネ水電解） 
-合成燃料（メタン）は他の EU 加盟国から輸

入 
TM95 
（95%削減） 

562 PJ 2,707 PJ -82%の合成燃料の供給は輸入（EU 加盟国

22%、非 EU 国 60%） 
-残った 18%は国内生産（再エネ水素で） 
-2040年以降産業部門へのCCSの導入が必要. 

（出所）Wuppertal Institute、adelphi、および日本エネルギー経済研究所より整理 

 

各シナリオにおいて、野心的な CO2排出削減目標を実現するために、長期的には（2050 年）

水素・合成燃料の利活用が不可欠であるとの共通見解が見られる。また、ドイツにおける水素・

合成燃料の大規模利用は 2030 年以降になると見込まれている。各シナリオの結果を集計する

と、ドイツでは、2050 年の最終エネルギー部門における水素・合成燃料の利用は 343~3,877PJ

となっている。 

部門別で見ると、水素と合成燃料の主要利用先は運輸部門と産業部門である。シナリオによ

って結果のばらつきがあるものの、2050 年運輸部門における水素と合成燃料の需要はそれぞれ

122~385PJ と 50~738PJ、産業部門における水素と合成燃料の需要はそれぞれ 133~230PJ、

306~947PJ と予測されている。ドイツ側のシナリオでは、再エネの導入拡大によって発電部門
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の低炭素化が実現されるものと想定されているため、水素発電（大規模水素火力発電）に関す

る検討は見られない。系統安定化対策としての PtG の利用が主となっている。民生部門での水

素利用は想定されていないものの、合成燃料やガス管に混入した再エネ水素の民生部門での利

用（熱供給）に関する検討はあった。 

水素・合成燃料の供給は、水素はほとんど国内生産（再エネ水素）、合成燃料は国内生産と輸

入（海外で合成燃料を製造）と想定している。なお、ドイツのシナリオでは、新規の水素輸送・

貯蔵インフラの整備は困難であると判断され、既存インフラの活用の観点から合成燃料の利用

を重要な位置づけとしている。水素の海外調達も、水素キャリアを使った水素の輸入ではなく、

現地で合成燃料を生産し、ドイツに輸入すると想定している。また、水素の国内輸送について、

多くのシナリオでは、天然ガス導管への水素の注入（5vol%~10vol%）を想定している。 

ドイツ側のシナリオでは、水素の製造方法は再エネの水電解のみを想定しており、水電解装

置のコスト削減が将来の再エネ水素利用に大きな影響を与えるとしている。 

 

3.2. 日独の比較 
 

3.2.1. エネルギー政策における水素の位置づけと水素・燃料電池の促進政策 

ドイツでは、環境負荷軽減、系統安定化対策、エネルギーセキュリティーの向上の観点から、

水素の導入・利用拡大が目指されている。 

まず、水素・合成燃料は、温室効果ガス（greenhouse gas, GHG）排出削減目標を達成するた

めに、欠かせない技術とされている。同国は、温室効果ガス排出を 1990 年比で 2030 年までに

55%、2050 年までに 80%～95%削減する目標を掲げている。これは、電力への転換（電化）、再

エネ導入拡大、省エネといった対策だけで達成することは難しく、水素・合成燃料が、電力へ

の転換が難しい運輸部門、産業部門、熱需要に対して脱炭素化を進める重要な選択肢と位置づ

けられている。 

次に、水素・合成燃料は、ドイツが進めるエネルギー転換において直面する課題を克服する

ための重要な技術とされている。即ち、水素・合成燃料は、電源構成における再エネ拡大に伴

い必要性が増している系統安定化の一助となる技術である。ドイツは 2050 年までに電源構成

の 80%を再エネにすることを義務付けているため、太陽光や風力といった出力変動型再エネの

増加は、電力需給バランスを乱す要因となる。そこで、PtG のような技術を活用することで、

余剰再エネを吸収して系統安定化に貢献することが目指される。 

また、エネルギーセキュリティーの改善が、水素・合成燃料を促進する要因として挙げられ

る。ドイツは石炭を除く国内エネルギー資源に乏しく、エネルギー自給率は、2017 年時点で

37%と低い 76。特に、石油、ガスの輸入依存度は、それぞれ 97%、93%と非常に高く、ロシア

への依存が大きい。ドイツの電源構成見通しでは、2022 年までに原子力を段階的に廃止し、石

炭火力の利用も大幅に削減するとしている。化石燃料の代替として水素・合成燃料を導入する

                                                        
76 International Energy Agency, World Energy Balances 2018 Edition.  
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ことで、輸入依存度を低減し、結果的に、価格変動リスクや地政学リスクも軽減することがで

きる。 

同じ水素でも、その製造方法によってそれぞれの呼称があり、日本とドイツでは異なる水素

を検討対象としている。水素は、再エネ由来の水素は‘green hydrogen’、化石燃料改質プロセス

にて排出される CO2を回収して貯蔵する CCS を併用して生産される水素は‘blue hydrogen’、化

石燃料を改質して生産された水素は‘grey hydrogen’と呼ばれている。これらの中で、日本は blue 

hydrgrogen と green hydrogen の両方を検討しているが、ドイツでは green hydrogen のみが検討

されている。その背景には、CCS に対する社会の抵抗が大きいことが挙げられる。2000 年代に

ドイツ国内での CO2廃棄に対する反対運動が起きてから、CCS は問題視されている。再エネ賦

課金による電気料金の高騰にも関わらず、再エネ導入拡大の方が CCS よりも容認される傾向

がみられる。 

他方、日本では、水素導入を図る目的として、ドイツと同様に、エネルギーセキュリティー

の向上や GHG 削減がある。日本のエネルギー自給率（2017 年）は 9%と低く 77、特に石油は

ほぼ全量を輸入に依存しており、中東への依存度が高い。世界の未利用エネルギーを中心とし

た水素（blue hydrogen と green hydrogen）を活用することで、エネルギー供給元の多様化が可

能になる。また、水素は、再エネ、原子力、CCS と並ぶエネルギー供給の低炭素化に資する技

術の一つである。長期的には、家庭用燃料電池や FCV だけでなく、発電や鉄道や船舶での利用

等、エネルギーシステムにおいて重要な役割を担うと考えられ、GHG 削減に貢献することが期

待される。さらに、日本では、水素・燃料電池を、産業振興政策としても位置づけている。例

えば、日本の基幹産業である自動車産業では、FCV で世界をリードし、国際的な競争優位性を

維持することが重要となる。 

水素を促進する政策をみると、ドイツでは、日本の水素基本戦略や水素・燃料電池戦略ロー

ドマップのような総括的な政策はなく、具体的な数値目標も設定されていない。しかし、水素

技術開発に関する R&D に焦点を当てたプログラムを実施している。例えば、低炭素化のモビ

リティを促進するため、National Innovation Programme Hydrogen and Fuel Cell Technology (NIP 2) 

（2016 年～2026 年）が実施されている。NIP2 には 14 億ユーロが割り当てられ、NIP1 の 7 億

ユーロから 2 倍に増額されていることから、注力されていることが伺える。NIP2 では、FCV、

水素ステーション、再エネ由来水素発電、エネルギーシステムへの統合、定置型燃料電池が重

視されている。また、現在策定中である「National Energy and Climate Plan」78において、具体的

な数値目標はないものの、水素は、目標達成に必要な主要技術の一つに含まれるようである。 

 

3.2.2. 水素供給 

水素の供給源に関しては、日本では、CO2 フリー水素の輸入と国内再エネ電力由来水素の両

方が検討されている。これに対して、ドイツでは、水素とのみならず合成燃料も重要視されて

                                                        
77 Ibid. 
78 2019 年末までに欧州委員会（European Commission）に提出する文書。 
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いる 3.1.2 で示したように、ドイツ側のシナリオでは、水素は国内の再エネ電力で生産し、合

成燃料は国内再エネ由来水素から製造または海外から調達（海外で合成燃料を製造してドイツ

に輸入）を想定している。 

 日本は海外からの大規模水素輸入を実現するために、国際的な水素サプライチェーンの開発

に取り組んでいる。特に、液化水素、MCH、アンモニアなどの水素キャリアによる水素の輸送・

貯蔵技術開発とインフラ整備を官民一体で推進している。水素の国内配送・貯蔵も、国際輸送

の延長で、様々な水素キャリアの活用が検討されている。他方、ドイツでは、新たな水素輸送・

貯蔵インフラ整備より、既存インフラの活用を重要視している。そのため、既存の天然ガス導

管への水素混入のほか、水素を合成燃料（メタン、液体合成燃料）に変換することも重要な位

置づけとしている。また、海外の再エネ資源の有効活用のために、多くのドイツ側のシナリオ

では、海外で製造した合成燃料のドイツへの輸入が検討されている。ドイツでは、合成燃料は、

水素のキャリアであるとともに最終需要部門で利用されるエネルギーとして位置付けている

ため、MCH やアンモニアなどの水素キャリアに関する検討は見られない。 

水電解装置の設備費について、日本では 2030 年までに 5 万円/kW に引き下げると目指して

いる。ドイツ側の研究では水電解装置の中期コスト削減の見込みを示していないものの、長期

的には（2050 年時点）60~250EUR/kW（7,200~30,00079円/kW）になると各シナリオで想定して

いる。 

 

3.2.3. 水素利用 

日独両国において、水素は、産業、運輸民生部門（燃料電池）において利用されているもの

の、まだ限定的であることは同じであった。輸送部門においては、両国ともに FCV の普及を試

みているが、インフラ整備が障壁として立ちはだかっている。ただし、水素ステーションは、

ドイツでは日本のように大都市に集中しておらず分散している。民生部門については、日本の

エネファームの普及状況から、燃料電池の活用は、日本がドイツよりも進んでいる。ドイツで

は、合成燃料（メタン）をコジェネや暖房用に利用する検討が進んでおり、ドイツの様々なシ

ナリオにも見られるように合成燃料への期待が高い。産業部門では、両国とも、製油所や石油

化学産業の生産プロセスにおける需要が大半であり、green hydrogen や blue hydrogen の需要開

拓の余地があると考えられる。 

 水素に関する長期シナリオにおいて、日独両国は、水素は 2030 年頃より導入が開始され、

2050 年に向けて大きく伸びると見ている。ただし、消費される部門に関する見方が異なるのは

興味深い特徴として指摘できる（図 3-1）。日本では、長期的には発電部門が水素需要の大半を

占めると見られているが、ドイツでは、水素を燃料とした発電は 2050 年までは考えられてい

ない。ドイツにおける 2050 年へ向けての水素需要は、運輸部門で増加するとみられ、産業部

門が続いている。 

 

                                                        
79 1EUR は 120 円で換算 
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図 3-1 2050 年におけるシナリオ別水素需要 

（出所）adelphi、日本エネルギー経済研究所 

 

3.2.4. Power-to-Gas 

ドイツは、総発電量に占める再エネ電源の割合が既に 30%を上回っている。同国のエネルギ

ー転換政策も、脱原子力（2022 年以降）と脱石炭議論の流れの中で、これからの電力供給は更

に再エネ電源に頼り、そのシェアを 2030 年までに 65%に引き上げると目指している。現在ド

イツでは、出力変動型の風力発電と太陽光発電が全発電量の 15%を超えており、これから導入

される再エネ電源の大半もやはり風力発電と太陽光発電であると予想される。そのため、ドイ

ツは出力変動型再エネ電源の系統統合対策の一つとして水素の利活用を推進し、政府の支援も

Power-to-Gas（再エネ水素を液体合成燃料に変換する場合もあるため、Power-to-X とも呼ばれ

る）を中心としている。また、ドイツの CO2 排出削減目標を実現するために、電化しにくい産

業部門や運輸部門の低炭素化が不可欠である。ドイツでは、Power-to-Gas で生産した再エネ水

素・合成燃料は、このようなエネルギー部門の低炭素化への貢献（sector coupling）も重要視さ

れている。 

 

ドイツでは、Power-to-Gas の実装を目指して、Strategic Platform Power-to-Gas というプログラ

ムを立ち上げた。現在このプラットフォームのもとで、30 件以上の研究開発・実証のプロジェ

クトが計画され、そのうち 20 件ほどが既に運転開始している。 
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図 3-2  Strategic Platform Power-to-Gas のもとで実施されているプロジェクト（2015 年時点） 
（出所）dena, “Power-to-Gas system solution”,  
http://www.powertogas.info/fileadmin/content/Downloads/Brosch%C3%BCren/dena_PowertoGas_2015_engl.pdf 

 

他方、日本では再エネ電力の割合が現状で約 15%（2016 年度）で、2030 年までに 22%~24%

に引き上げることを目標とされている。2030 年を超えて再エネの主力電源化を目指しているも

のの、2030 年時点ではドイツほどの高水準ではない。また、日本における再エネ発電コストは

ドイツより大幅に上回っている（ドイツにおける太陽光発電と陸上風力発電の調達価格はそれ

ぞれ 8.3 円/kWh と 8.9 円/kWh に対して、日本の同価格水準は両方とも 20 円/kWh 程度である

80）ため、再エネ水素の製造コストもより高価になる。このような背景で、日本では、国内の

再エネ電力による水素製造も重要な位置づけとしているものの、Power-to-Gas の実装に向けて

の検討や実証実験はドイツより遅れいている。 

                                                        
80 経済産業省資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/008_02_00.pdf 
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3.3. CO2フリー水素利用拡大向けてのパートナー国の検討 
 

3.3.1. 持続可能な国際水素サプライチェーン構築に向けてパートナー国の考え方 
持続可能な国際水素サプライチェーンを構築するために、CO2 フリー水素の輸出国と輸入国

両方ともが恩惠を受けることが重要である。そのためには、CO2 フリー水素の定義の確立や認

証基準の共通化が望まれる。 

水素は利用する際にローカルで CO2を排出しないものの、エネルギーシステム全体の CO2排

出削減に貢献するためには水素サプライチェーン全体の低炭素化が求められる。現状では、水

素サプライチェーン全体の環境性を評価する国際的に共通な基準がまだ存在していないもの

の、欧州では水素製造を中心に、水素の CO2 排出削減への影響評価についての検討が始まって

いる。 

EU レベルでは CertiHy プロジェクトにおいて、グリーン水素・低炭素水素に関する定義・認

証スキームの構築に向けた検討が行われている。また、ドイツでは、TÜV SÜD CMS 70 Standard

においてグリーン水素について定義されている。CertiHy では、再エネ由来の水素（再エネ電力

を使った水電解、またはバイオマスの改質）をグリーン水素、原子力による水電解、または CCS

付きの化石燃料で作った水素を低炭素水素（Low Carbon Hydrogen）としている。他方、ドイツ

の TÜV SÜD CMS 70 Standard は、再エネ水電解や、バイオガスの改質、バイオディーゼル生産

の副産物であるグリセリン（glycerine）の熱分解-改質等の水素のみをグリーン水素（green 

hydrogen）としている。フランスや英国でも水素の CO2排出原単位に関する定義や標準等につ

いて議論されている。フランスでは再エネ水素を中心にグリーン水素の標準を作成している。

英国では、CCS 付きの化石燃料由来の水素も低炭素水素として推進すべきとしている。 

水素はエネルギーキャリアとしての持続可能性を考える際に、CO2 排出量削減への貢献以外

には、水素製造のエネルギー効率、土地利用、水使用量、社会全体への影響等も考慮しなけれ

ばならないものの、現状ではほとんどの標準にこれらの要素が含まれていない。 

本研究では、再エネ由来の水素（green hydrogen）と CCS 付きの化石燃料由来の水素（blue 

hydrogen）を対象とする。各国の資源賦存や、社会経済、エネルギー需給、政策状況等によっ

て、国際水素サプライチェーンで異なった役を担うことが考えられる（表 3-4）。パートナー国

を検討する際に、国際水素サプライチェーンにおける 6 つの役を想定し、それぞれの役に対し

て求められる条件を設定する。設定された条件に対して、GDP や温暖化対策目標、資源量等定

量化評価可能な基準を選定し各国の適応性を評価する。なお、blue hydrogen の資源量評価は日

本側、その他の評価はドイツ側のカウンターパートが実施した。 
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表 3-4 パートナー国の評価基準 
考えられる役 評価基準 
供給者 Blue Hydrogen 資

源国（化石燃料

+CCS 水素） 

未利用化石燃料資源と CCS ポテンシャル

を有する 
褐炭埋蔵量 81、随伴ガス発生可能量（過去

の随伴ガス発生量 82、石油生産量 83、及び

石油埋蔵量で推計）、CCS ポテンシャル 84 
Green Hydrogen
資源国（再エネ水

素） 

豊富な風力と太陽光発電資源を持ち、同時

に低コストで再エネ水素生産可能な国 
5 セント/kWh 以下（約 20 円/Nm3以下）で

再エネ水素の製造可能量（太陽光・風力発

電利用可能な面積）85（なお、水素の輸送・

貯蔵コストを考慮していない） 
促進者 技術供給 技術開発、産業サプライチェーン先行して

おり、温暖化対策にも野心的な目標を持っ

ているため、技術の提供者として水素サプ

ライチェーンに貢献 

2030 年まで CO2削減目標、過去の GDP 成

長と温室効果ガス排出の decoupling 能力 
産業エンジニアリング分野における特許

申請件数 
※ドイツ側カウンターパートより推計 

国際枠組み構築

の応援 
高価な CO2フリー水素を当面負担できない

ものの、野心的な温暖化対策目標があるた

め、国際のルール作り等において貢献 

政治的な安定性、所得基準（一人当たり

GDP）、温暖化対策目標（技術国における評

価基準と同様） 
※ドイツ側カウンターパートより推計 

需要家 低炭素化のため

に水素を輸入 
より高価な CO2フリー水素を負担可能であ

るため、エネルギーシステムの低炭素化へ

の変革に水素の利用拡大を促進 

政治的な安定性、所得基準（一人当たり

GDP）、温暖化対策目標（技術国における評

価基準と同様） 
※ドイツ側カウンターパートより推計 

エネルギーセキ

ュリティー向上

のために水素を

輸入 

エネルギー輸入依存度が高く、国際エネル

ギー市場の変動に大きく影響を受ける 
一次エネルギー供給の輸入依存度、エネル

ギー輸入リスク評価 
※ドイツ側カウンターパートより推計 

（出所）adelphi, 日本エネルギー経済研究所 

 

パートナー国の総合的な評価を実施するため、各基準における各国のパフォーマンスを指標

化する。例えば、水素資源量評価の基準で、資源量が最も多い国の指標を 1 とし、資源量が最

も多い国の資源量に対する他の国の資源量の比率をその国の指標とする。したがって、各評価

基準において、各国に対して 0~1 の評価指標を付ける。 

 

3.3.2. パートナー国の検討 
表 3-4 に基づき、CO2 フリー水素の供給ポテンシャルを有する国の評価結果を図 3-3～図 

3-5 に示す。 

 

                                                        
81 UN データベース．http://data.un.org/Explorer.aspx?d=EDATA&f=cmID%3aLB%3btrID%3a15 
82 World Bank Global Gas Flaring Partnership と U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/17/new-satellite-data-reveals-progress-global-gas-flaring-
declined-in-2017 
83 石油埋蔵量とともに BP エネルギー統計 2018 に参照 
84 Global CCS Institute, “The Global Status of CCS 2018”, 2018; Global CCS Institute, "Global Storage Portfolio", 
March 2016.; Colin Ward, Wolfgang Heidug and Nils-Henrik Bjurstrøm, “Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage 
Potential Outside North America: An Economic Assessment”; The King Abdullah Petroleum Studies and Research Center 
(KAPSARC), 2018 
85 Lappeenranta University of Technology (LUT)のシミュレーション結果基づき、ドイツ側のカウンターパート

より推計 
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図 3-3 褐炭+CCS 水素の生産ポテンシャルの上位 17 カ国 

注：縦軸はインディケーター 
（出所）各種資料により日本エネルギー経済研究所、adelphi、dena 評価 

 

 
図 3-4 随伴ガス+CCS 水素の生産ポテンシャルの上位 15 カ国 

注：縦軸はインディケーター 
（出所）各種資料により日本エネルギー経済研究所、adelphi、dena 評価 

 

 

図 3-5 安価な再エネ水素生産ポテンシャルの上位 25 カ国 
注：製造コスト 5 セント/kWh 以下（約 20 円/Nm3 以下）の再エネ水素の生産可能量（利用可能な面積で評価）；

縦軸はインディケーター 
（出所）各種資料により adelphi、dena 評価 
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上記で示された評価の結果、ならびに技術開発・産業環境整備状況（特許申請件数）、政治状

況、所得基準、温暖化対策目標、エネルギーセキュリティー等の要素を勘案し、国際水素サプ

ライチェーンの構築に向けて、各役を果たす可能性のある国の評価結果を表 3-5 に示す。 

 

表 3-5 評価結果 

国 

 褐炭+CCS
水素 

 随伴ガス＋

CCS 水素 
 再エネ水素  技術提供 

 国際枠組み

構築の支援 

 水素輸入

（低炭素

化） 

水素輸入

（エネルギ

ーセキュリ

ティー） 
Netherlands  N/A   N/A   N/A  ###  N/A  ### ### 
United Kingdom  N/A  ### ### ###  N/A   N/A  ### 
Switzerland  N/A   N/A   N/A  ###  N/A  ### ### 
France  N/A   N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Slovak Republic ###  N/A   N/A   N/A   N/A  ### ### 
Germany ###  N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Spain ###  N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Chile  N/A   N/A  ###  N/A   N/A   N/A  ### 
Portugal ###  N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Israel  N/A   N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Italy ###  N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Belgium  N/A   N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Ireland  N/A  ### ### ###  N/A  ### ### 
Estonia  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  ### ### 
Korea, Rep.  N/A   N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Japan ###  N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ### 
Dominican 

 
 N/A   N/A   N/A   N/A  ###  N/A  ### 

Cyprus  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  ### ### 
Malta  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  ### ### 
Poland ###  N/A   N/A   N/A   N/A  ###  N/A  
Iceland  N/A   N/A  ###  N/A   N/A  ###  N/A  
Norway  N/A  ###  N/A   N/A   N/A  ###  N/A  
Ethiopia  N/A   N/A  ###  N/A  ###  N/A   N/A  
Saudi Arabia  N/A  ### ###  N/A   N/A   N/A   N/A  
New Zealand ###  N/A  ###  N/A   N/A   N/A   N/A  
Russian Federation ### ### ###  N/A   N/A   N/A   N/A  
Brazil ### ### ###  N/A   N/A   N/A   N/A  
Canada ### ### ### ###  N/A   N/A   N/A  
Peru  N/A  ### ###  N/A  ###  N/A   N/A  
United States ### ### ### ###  N/A   N/A   N/A  
China ### ### ### ### ###  N/A   N/A  
Philippines ###  N/A   N/A   N/A  ###  N/A   N/A  
India ### ###  N/A  ### ###  N/A   N/A  
Mexico ###  N/A   N/A   N/A  ###  N/A   N/A  
Vietnam ### ###  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  
Indonesia ### ###  N/A   N/A  ###  N/A   N/A  

（出所）adelphi、dena 

 

上記の分析結果を踏まえると、将来の水素国際サプライチェーンの構築に向けて、特定され

たパートナー国とそれぞれの国に期待される役割を表 3-6 にまとめる。 
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表 3-6 パートナー国 

パートナー国 主な特徴・役割 

Canada, US, Australia, China 
 

CO2フリー水素の生産ポテンシャルを有し、技術開発のキャ

パシティと産業基盤も進んでいるため、水素資源と関連技術

両方を供給可能な国 
Saudi-Arabia, Russia 
 

CO2 フリー水素の資源国（化石燃料+CCS 水素、ならびに再

エネ水素両方ポテンシャルあり） 
Peru, Iceland, Ethiopia 
 

安価な再エネ水素資源を有し、国内水素利用拡大するインセ

ンティブがないため、再エネ水素の輸出が可能 
Ireland, Chile, UK 安価な再エネ水素資源を有するものの、エネルギー輸入脆弱

性があるため、エネルギー安全保障の向上のために、再エネ

水素の輸出が国内消費と競合する 
Netherlands, UK, Switzerland, France, Germany, 
Spain, Portugal, Israel, Italy, Belgium, Korea, 
Japan 

CO2水素の需要国：所得基準が高く、一次エネルギー供給

も大半輸入に頼っているため、水素利用技術の有望市場で

ある  

（出所）adelphi、日本エネルギー経済研究所 

 

3.4. 日本への示唆 
ドイツでは、出力変動型再エネの系統統合に対応するために水素利用を推進している。また、

ドイツのエネルギー供給における出力変動型再エネの導入割合の増加が、エネルギー政策にお

いてもドイツ国内の様々なシナリオ分析の中でも予想されている。このような背景によって、

ドイツでは PtG の推進が日本より先行している。ドイツでは PtG に関する研究・実証プロジェ

クトは 30 箇所程度が計画されており、そのうち 20 箇所以上は既に稼動している 86。ドイツに

おける PtG 関連の研究・実証プロジェクトは再エネ水電解の水素製造、運輸、産業部門等にお

ける水素利用、天然ガス導管への水素注入、水素メタネーション、水素・または合成燃料によ

るエネルギー貯蔵等PtGに関わる様々な関連技術の開発・実証が行われている。前述のとおり、

これまでの成果を踏まえ、近年、民間のガス・電力会社は大規模な PtG プロジェクトを相次い

で発表している 87。 

ドイツでは政府主導で計画・実施された PtG 実証プロジェクトが相次いで運転開始し、PtG

に関する様々な技術が検証されつつ、PtG プロジェクトの規模も段々大型化になっている中、

Strategic Platform Power-to-Gas の取り纏め機関である dena は 2017 年～2050 年までの PtG のロ

ードマップを作成し、時間軸を踏まえて、政府、インフラ建設、民間会社など、PtG に関連す

る各分野が取り組むべき課題を整理し長期的な方向性を示している（表 3-7）88。最近、民間電

力会社・ガス会社が中心に更に大規模（100MW 級）な PtG 事業が行われる段階に至っており、

                                                        
86 Strategic platform Power-to-Gas のもとで行われたプロジェクト 
87 大手送電会社 Tennet 社とガスパイプランのオペレーター会社である Gasunie Deutschland 社と Thyssengas 社
は 2018 年に 100MW の PtG プラントをドイツ北部で導入すると発表した。このプロジェクトは同一北部にお

ける大量な風力発電を活用し、2022 年から順次稼動する予定である。また、2019 年に同様な電力会社とガス

会社の組み合わせで、Amprion という送電会社とガスガスパイプラインオペレーターである Open Grid Europe
社も共同で 100MW の PtG プラントを導入すると発表した。同プロジェクトは天然ガス導管に水素の注入で

水素を輸送すると計画している。 
88 http://www.powertogas.info/fileadmin/content/Downloads_PtG_neu/Roadmap_PtG/171127_dena_Roadmap_PtG.pdf 
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PtG の社会実装に一歩近づいている。我が国では、2015 年から PtG の実証が開始しているが、

実証プロジェクトの成果を今後の PtG の事業化・普及に繋げるためにドイツのように、PtG 関

係する各ステークホルダーの役割を整理し長期的な方向性を示す必要がある。 

 

表 3-7 ドイツの dena の PtG ロードマップ 

 2017~2020 2020~2030 2030~2050 

政府 CO2 排出削減のインセンティブと産業、運輸、熱供給にお

ける化石燃料の代替促進 
国際 CO2排出権取引市場 

参入障壁と技術差別化の排除  
セクター間の公平な競争環

境の形成 
技術開放（規制緩和）の促進 
Sector couplingに関する法的

なフレームワークの整備 

 

再エネ余剰電力の活用  
研究開発に対する支援と実証プロジェクトの促進 水素関連インフラ整備に関

すフレームワークの形成 
インフラ整備・関連団体 既存インフラに水素の混合 送電綱とガス導管綱の総合

計画 
各セクターを整合したイン

フラ計画 
企業 ～2020 年代半ば 

PtG 技術の最適選択/汎用性技術の促進 
2020 年代半ば～ 
PtG 技術輸出の促進 

（出所）dena, 
 http://www.powertogas.info/fileadmin/content/Downloads_PtG_neu/Roadmap_PtG/171127_dena_Roadmap_PtG.pdf 

 

ドイツで行われている PtG プロジェクトでは、水電解装置への供給電力が系統電力＋グリー

ン証書の「見なし再エネ電力」を活用するケースが多数存在している。系統電力の利用によっ

て、電力の安定的供給により、水電解の設備利用率が高められ、水素製造コストの低減に繋が

る。また、生産された水素は、水素ステーション、工場、天然ガスインフラへの供給、メタネ

ーションでメタンを生成、エネルギー貯蔵としてグリッド調整力提供等、様々な利用方式を検

討し、PtG プラントの経済性を向上するために収入源の多様化対策を講じている。再エネ電力

の導入拡大度合いは PtG に大きな影響を与えるため、国内で安価な水素製造に利用可能な再エ

ネ電源（例：再エネ余剰電力）が調達可能となるまで、ドイツのように、系統電力と低炭素電

力証書（例：グリーン電力証書）のみなし再エネ電力が活用可能となるような制度設計が必要

である。また、調整力の提供など PtG の様々な価値の提供から報酬を得られるような制度の構

築が望まれる。 

ドイツでは既存インフラの最大限活用の観点から、天然ガス導管への水素または合成燃料

（メタンガス）の注入が検討されている。メタンを天然ガス導管へ注入することに特に問題な

いが、水素は体積や熱量が天然ガスと大きく異なり、大量注入が困難である。天然ガス導管へ

の水素注入は、国によって許容範囲が異なる。ドイツでは、天然ガスの供給源はより多様であ

り、天然ガスの熱量規格の範囲が日本の都市ガスより広く、水素の注入にもある程度耐えられ

る。そのほか、ドイツでは天然ガス導管の整備がより発達し（図 3-6）、天然ガスパイプライン

綱と送電綱が連携しやすい状況となっており、天然ガス導管によって一定量の水素を輸送する

インフラ整備が整えられている。ドイツ側のシナリオでは、大きな技術革新がない場合、既存

の天然ガス導管は 5vol%~10vol%の水素注入が許容されると示している（表 3-2 と表 3-3 にお
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ける Hecking et al (2018)と Ausfelder et al (2017)）。また、実施中の PtG 実証プロジェクトでは、

天然ガス導管への水素注入も検証されている。他方、我が国では、天然ガスの供給源は輸入 LNG

で熱量がより均一であり、天然ガス導管の密度も比較的低いため、天然ガス導管を利用する水

素の輸送（ガス導管に水素を注入）はインフラの面で制限が多いため、全国に普及するのは困

難である。しかし、水素普及利用の黎明期には、新たなインフラ整備の投資を回避するために、

条件が整えられている地域（例えば大都市）では、天然ガス導管へ一定量の水素の注入も考え

られる。 

 

 
図 3-6 主要国における天然ガス導管密度（m/km2） 

（出所）柴田善朗（2015），「我が国における Power to Gas の可能性」，日本エネルギー経済研究所 HP  

 

ドイツ側調査主体による分析（3.1.2）では、2050 年に 80%~90%の CO2 排出削減目標を実現

するために、産業部門における CO2フリー水素・合成燃料の利用が必要と見込まれている。ま

た、欧州で実施されている排出取引制度（EU-ETS）では、石油精製、鉄鋼、セメントなどエネ

ルギー多消費産業も規制対象に含まれているため、産業部門の低炭素化にむけて様々な取組み

を検討しなければならない。ドイツ側のシナリオ研究では、産業部門が運輸部門に次いで、2

番目の水素・合成燃料の需要先と見られている。シナリオで検討した産業部門は、石油精製・

石油化学産業以外でも、アンモニア生産、鉄鋼、セメントなども含まれている。他方、日本の

シナリオ分析では、産業部門における水素利用のシナリオ検討は製油所の HPU 代替にとどま

っている。CO2フリー水素・カーボンニュートラルの合成燃料は、限られている産業部門の低

炭素化措置の一つである。現在日本における水素需要の大半は産業部門にある。その水素は化

石燃料由来である（CCS なし）。現在使われている化石燃料由来の水素を CO2 フリー水素で代

替されると、産業部門の低炭素化に貢献するのみならず、CO2フリー水素の市場拡大にも繋が

る。なお、CO2フリー水素の供給コストは現在使われている化石燃料由来水素より高価である

ため、政策的な規制・補助が必要である。今後は、2050 年の温暖化対策目標達成に向けて、産

業部門での水素・合成燃料利用の貢献度を定量的に評価することが望まれる。 
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4. 日独評議会における議論 
 

4.1. 評議会で報告内容の概要 
 2019 年 3 月 6 日～7 日にかけて、日独エネルギー変革協議会がベルリンにて開催された。水

素に関する議論は、3 月 7 日の午前に行われた。以下に報告（プレゼン）概要を示す。 

 

日時：2019 年 3 月 7 日 9：00～10：45 

場所：ベルリン日独センター、ベルリン、ドイツ 

 

○日本エネルギー経済研究所からのプレゼン 

・ 水素導入は、日本においては、エネルギーシステムの低炭素化、エネルギーセキュリティ

ーの改善、関連産業の振興がドライバーとなっている。ドイツにおいては、これらに加え、

再エネの系統統合がポイントになっている。 

・ 日本では、水素関連のロードマップや戦略が策定されているが、ドイツではまだ策定され

ていない。 

・ PtG に関してはドイツでの検討が進んでいる。日本では、合成メタンの製造ポテンシャル

が大きいという既往研究もある。 

・ 日本では燃料電池自動車や定置用燃料電池の普及拡大が進むが、ドイツでは遅れている。 

・ 水素導入シナリオのメタ分析では、水素導入は 2030 年頃から開始し 2050 年に向けて拡大

していく。 

・ 主要な水素需要部門に関しては、日本では発電部門であるが、ドイツでは運輸部門や産業

部門である。 

・ 日本では輸入水素に比重を置いているが、ドイツでは国内生産が主である。また、日本で

は化石燃料＋CCS を水素の主要な供給源としているが、ドイツでは国内再エネ水素が主で

ある。 

・ ドイツでは、水素のみならず合成燃料の重要性も強調されている。 

 

○adelphi からのプレゼン 

・ 再エネをどの部門（電力、水素、合成燃料）に使うかがポイントである。 

・ 水素の LCCO2について：EU の Joint Research Center で分析が行われている。分散的な生産

か集中的な生産かによって水素製造における CO2排出量は異なる。 

・ 水素か合成燃料か：日本では水素が主眼であるが、ドイツでは両者の両立である。 

・ 水素源：水素の輸入はオプションではあるものの、ドイツでは自国での生産が重要とされ

ている。 

 

○Geert TJARKS 氏（NOW）からのプレゼン 
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・ NOW は政府と産業とのインターフェイスとしての役割を持つ。 

・ ドイツでは運輸部門での CO2 削減はあまり進んでいない。 

・ 再エネ導入拡大によって電源の低炭素化は進むが、電源の低炭素だけではエネルギー全体

の低炭素化は進まない。電気だけではカバーできない部門がある。 

・ 再エネは、電気、水素、合成燃料の順番で利用されるであろう。 

・ 水電気分解がキーテクノロジーである。 

・ 電気だけでなく、すべての部門の低炭素化を視野に入れなければならない。 

・ ドイツでは CCS は注目されていない。 

・ 再エネ導入が拡大しているが電力系統の整備が追いついていないという背景があり、その

点で水素の役割は大きい。 

・ NOW としては蓄電池も燃料電池も両方が重要、という見解。 

・ 船舶や飛行機では合成燃料が必要になる。 

・ 燃料電池電車は、地方で鉄道の電化されていないところ（高架がないところ）で有効であ

る。 

・ 水素には、電力系統やエネルギーシステムにおける flexibility を増大させるメリットがある

が、ドイツでは水素を利活用した Flexibility を受け入れる政策がまだ整備されていないこ

とが課題である。 

・ 水素利活用に向けて、関連設備のコスト削減や長寿命化が大事である。また、政策、グリ

ーン水素市場の創出、ビジネスモデルの確立が必要である。 

・ 個々の技術ではなく、個別技術を統合した統合的なビジネスモデルが必要。大規模・スケ

ール化が大事。 

・ 国際レベルでは Mission innovation IC#8、ドイツ国内では、H2 Valley や Reallabore HYLAND 

projects という取組みを行っている。 

 

4.2. 主な議論 
以下に、上記の報告に対する主な議論を示す。 

 

○水素総論 

＜日本側＞ 

・ グリーン成長のためには未利用資源の活用が必要。しかしながら日本国内では、水素源は

限定的である。したがって、日本では、水素を輸入したほうが比較優位性からも大事。輸

入の場合でも、付加価値の観点から、国内へ還流する部分もある。また、鉄鋼部門でも水

素還元製鉄を目指している。水素を生産することで、エネルギーの供給曲線を下にシフト

できる可能性がある。水素利活用の拡大によって、化石燃料が価格弾力的になるというメ

リットもある。 
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＜ドイツ側＞ 

・ EU の長期低炭素化戦略においては、電解が脆弱なグリッドと結びつくとどのような課題

があるのか、既存インフラの転換にどの程度コストがかかるのか、水素のカーボンニュー

トラル性をどう評価するかが議論されている。水素の利活用拡大には、グローバルな取引

やガバナンスが重要。いくつかの国でアライアンスを作って試してみてはどうか。 

・ 水素の付加価値創出チェーンをきちんと検討することが大事。水素導入による経済への貢

献も考えないといけない。 

・ 欧州内で再エネだけで大規模な水素を製造できるわけではない。したがって、輸入も視野

に入れた国際的な協力が必要。どこから輸入するのが国益にかなうかが大事。 

・ トラック等への FC 搭載も大事。混合燃料（CO2フリーの水素をブレンド）も大事。 

・ 水素には長期的な観点が必要。80％削減目標などがドライブになる。日独の違いは、再エ

ネのポテンシャルにある。ドイツには日本のような水素のロードマップが必要。 

 

○合成燃料 

＜日本側＞ 

・ メタネーションや Power to Liquide を論じるとき、CO2をどこから持ってくるかが課題とな

る。Direct Air Capture が実現できれば、本当の意味での人口光合成になる。気候問題への切

り札にもある可能性がある。また、水素の製造には、高温熱分解技術も忘れてはいけない。

たとえば高温ガス炉である。変換効率は 60％程度であり、再エネの発電・電解よりも効率

がいい。 

 

＜ドイツ側＞ 

・ DAC のコスはトまだ不透明である。 

・ 化学産業での水素の利用量は大きい。化学産業での知見も重要。航空燃料などでは、Power 

to Liquide の可能性もある。欧州では航空燃料の低炭素化に向けて、低炭素燃料の混合に関

して quota 制にしようという動きがある。ルフトハンザも検討を開始している。3％をブレ

ンドすると、航空運賃が 2％高くなるとの試算もあるが、多くの企業が実施すると、安くな

る。ブラジルでも Power to Liquide やっている。 

 

○“green hydrogen か blue hydrogen か”・CCS に対する考え 

＜日本側＞ 

・ なぜ、ドイツは再エネ水素にこだわるのか。Green hydrogen も blue hydrogen もどちらでも

よくて、どちらが早く安くなるかがポイントである。 

・ ドイツは CCS に対しては否定的なのか？IEA でも気候変動対策には CCS が不可欠として

いる。  
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＜ドイツ側＞ 

・ ドイツが再エネ水素にこだわるのには政治的な背景がある。Blue hydrogen には CCS が必

要になるが、CCS に対する受容性はドイツにはない。風力、太陽光の拡大を考えた場合、

green hydrogen を考えるのは当然である。化石燃料から離れていくというのが政治の動きで

ある。Green hydrogen までの間には多様なオプションがあるが、究極は green hydrogen を目

指さなければならない。 

・ 以前、CCS がカーボンニュートラルであることの条件がドイツで議論された。CO2 の漏洩

をどうするか、地震や土壌の化学的変化に関する条件などが検討された。検討された条件

に基づくと、世界的に CCS が可能なところはない。 

・ CCS には持続可能性に問題があるのは確か。他の技術で代替できないところのみで CCS を

使うべき。また、green でない水素は消費者には受け入れられない。 

・ なぜグリーン水素か、という質問に対しては、長期的に将来性があるのはグリーン水素の

みである。気候変動への対応を本気で行うためには、ネットで CO2 をマイナスにしないと

いけない。ドイツでは、バイオ燃料が LCCO2の観点から需要家に受け入れられなかったが、

同様に水素はグリーンであるべきである。合成燃料に関しても LCCO2 の議論が大事である。 

・ green な水素だけが green として受け入れられるとなると、今後 10～20 年でこれを担保す

るには政策的にどうすればいいのか、という課題はある。 
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5. 政策提言 
 

日本とドイツにおける既存の水素シナリオのメタ分析では、2050 年に 8 割以上の CO2 排出

削減目標を実現するために、クリーンな水素・合成燃料の利用が必要であることが示されてい

る。また、両国にとって、エネルギーセキュリティー（化石燃料輸入削減、エネルギー輸入先

の多様化）、新産業の育成においても水素の役割が期待されている。このような背景で、社会経

済、ならびにエネルギーシステム全体の変革・低炭素化を俯瞰しながら、水素促進政策を策定

することが望まれる。そのため、経済性、環境性、技術適性などを踏まえつつ、水素技術と他

の低炭素技術との競合性・棲み分けに関して、さらなる分析が必要と考えられる。特に、工業

用原料や産業部門の高温熱利用における化石燃料の代替や、トラック等の大型自動車、鉄道、

船舶、飛行機等電化が困難である運輸手段などは水素による低炭素化が有効と考えられる。 

 

（1）水素源 

CO2フリー水素の供給源としては、ドイツでは国内再エネ水素や合成燃料が検討されている。

他方、日本は、輸入水素（化石燃料+CCS 水素、再エネ水素）と国内の再エネ水素の両方を検

討している。当面、化石燃料+CCS 水素の製造コストは国内再エネ水素より安価であり、経済

的合理性があると見られる。しかしながら、化石燃料＋CCS 水素の製造プラントは大規模であ

り、水素普及利用の黎明期では、大量に製造された水素のオフテーカーの確保が課題である。

現状では、再エネ水素の製造コストが化石燃料+CCS より高額であるものの、コスト削減・導

入拡大に向けて、ドイツなど欧米の主要国政府・企業が取り込みを強化し始めている。我が国

も、国内の CO2フリー水素市場規模の本格的な拡大と国際水素サプライチェーンの商業化が実

現する前に、国内の再エネ水素の製造コストの削減と利用拡大にさらに注力することが望まれ

る。 

国内再エネ水素の製造コストを低減するためには、高効率・低コストの水電解装置の研究開

発のほか、託送料金の減免（再エネ電力供給コストの低減）や、「系統電力＋グリーン電力証書」

という見なし再エネ電力の活用、水電解装置と低コストの蓄電システムとの組み合わせの最適

設計、など様々な対策も考えられる。また、輸入水素は燃料としての価値しかないが、国内再

エネ水素は、エネルギー輸入依存度の低減、エネルギー貯蔵としての系統安定化や再エネ発電

の出力平準化などの価値も持っている。短期的には、PtG の系統統合に対するサービス提供価

値を市場化させる制度設計が望まれる。一方、長期的には PtG が自立するためには、大規模な

再エネ電力の安価な調達が不可欠であり、国内再エネコストの大幅な削減が求められる。 

 

（2）水素の認証制度 

水素利活用促進のためには、水素の環境価値の顕在化が求められるが、そのためには、CO2

フリー水素の定義を明確にする必要がある。欧州では、CertifHy プロジェクト（EU レベル）

や、TÜV SÜD CMS 70 Standard（ドイツ）などグリーン水素・低炭素水素の定義を作成すると
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ともに、認証スキーム構築にも取り組んでいる。現在のところ、欧州では、CO2 フリー水素の

定義についてまだ定まっておらず、日本が促進している化石燃料+CCS 由来水素がどのように

認められるか、注視される。また、再エネ水素でも、既に電力供給に使われている再エネ電力

を排除するのか、余剰電力のみを対象とするのか、新規導入の再エネのみを対象とするのかの

議論も起きている。日本では、自治体レベルで低炭素水素認証制度が開始されているものの、

国レベルではまだ具体的な動きは始まっていない。今後 CO2 フリー水素の定義・認証スキーム

の構築を検討する際に、先行している欧州の動向を参考しつつ、CO2 フリー水素の環境価値の

顕在化と利用拡大と経済合理性のバランスに配慮した標準作成が求められる。また、現在検討

されているグリーン水素・低炭素水素の標準化は、水素製造のみに着目していることから、今

後は、水素輸送・貯蔵を含めたサプライチェーン全体での CO2 排出量評価も必要となる。 

 

（3）合成燃料 

ドイツでは、インフラの新規投資を回避するために、再エネ水素から製造する合成燃料（メ

タンやメタノール等）の利用も低炭素化の一つの選択肢に位置づけられている。CO2 排出削減

目標を達成するためのシナリオにおいても合成燃料活用の重要性が提案されている。また、合

成燃料の国外製造・ドイツへの輸入というオプションも検討されている。 

日本では、「水素基本戦略」において「CO2フリー水素を用いたメタネーションの検討」が言

及されている。また、2019 年 2 月には経済産業省が「カーボンリサイクル室」を設立し CO2 の

有効活用関連技術のイノベーションが促進されることから、低炭素化に向けてメタネーション

等の合成燃料の可能性を詳細に検討することも重要と考えられる。 

 

（4）国際的な協力関係 

ドイツとは異なり、日本では、海外からの CO2フリー水素の調達を重要なオプションとして

いる。このオプションの実現のためには、安価で安定的な大規模輸入が条件となることから、

サプライチェーン構築に向けた輸出国との協議や連携が引き続き求められる。 

また、大規模輸入を実現させるためには、水素需要の創出も必須であり、ドイツと継続的に、

水素市場創出・拡大に向けた政策や支援制度などを共有していくことが大事である。さらには、

世界全体での水素需要の創出・サプライチェーン構築・市場整備への展開に向けても、ドイツ

を含めたパートナー国との連携や協議が重要になるであろう。 
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頁 図表番号
14 表 1-6
16 表 1-7
16 図 1-6
17 図 1-7
24 表 1-11
25 表 1-12
25 図 1-11

27 表 1-13

36 表 2-2

37 図 2-1

54 図 3-2

57 図 3-3

57 図 3-4

57 図 3-5

随伴ガス+CCS水素の生産ポテンシャルの上位15カ
国

安価な再エネ水素生産ポテンシャルの上位25カ国

二次利用未承諾リスト

平成３０年度新エネルギー等の導入促
進のための基礎調査

日独における水素導入シナリオに関す
る調査

一般財団法人日本エネルギー経済研究
所

褐炭+CCS水素の生産ポテンシャルの上位17カ国

タイトル

集合住宅市場におけるエネファーム普及台数

水素ガスタービン用燃焼器（三菱パワー日立シス
テムズ）

2050年の産業部門における燃料消費量と業種別の
最大水素導入量
Strategic Platform Power-to-Gasのもとで実施
されているプロジェクト（2015年時点）

エネファーム商品
家庭用燃料電池の達成性能レベル
エネファームのコスト構造

FCVの達成性能レベル
FCV・FCバスに係る補助制度
水素ステーションのコスト

業種別2050年最大水素導入量
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