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 水素・燃料電池への関心が高まるにつれて、水素・燃料電池に対する懐疑的な意見も国内外で散見されつつある。こうした懐
疑的な意見に対して、水素・燃料電池に競合し得る分野の有識者等も交えて検討を行い、改めて真摯に見解を提示すること
が必要ではないか。

新たな論点①： 水素・燃料電池の意義の再確認

水素・燃料電池に対する懐疑的な意見

意見者 水素・燃料電池に対する意見

ビジネス・ブレークスルー
代表取締役社長

大前研一氏
（プレジデント誌）

• そもそも水素＝クリーンエネルギーという考え方からして大きな勘違いである。 （中略）原発が止まって安価な夜

間電力が使えなくなったら、電気分解で作った水素などお呼びでない。火力で発電した電力の売値はキロワット
アワー、15～20円。 10円以下の電力で電気分解した水素でなければ、ガソリン車には対抗できないし、そもそも
CO2をガンガン排出する火力発電由来の水素では、全く環境に優 しくない。

• 水素を安定的に貯蔵し、運搬する技術というのは未だ未立証の世界だ。元来、水素には接触した金属を脆化さ
せるという非常に悩ましい問題がある。

ＶＷグループ日本法人社長

庄司茂氏
（Bloombergインタビュー記事）

• ＦＣＶは日本国内で順調に普及するかもしれないが、世界的にみるとそうはならない。（中略）日本企業が自国で
のみ普及する商品を製造し独自の進化を遂げる現象を「ガラパゴス症候群」と呼ぶが、ＦＣＶはその事例になる
かもしれない

フォーブス誌

• 水素ステーションの建設コストは1基あたり$500k～$1M程度掛かる。家庭用水素ステーションも検討されている
が、基礎研究段階である。エネルギー効率も悪く、水素製造時に30%程度、水素圧縮時に30%のロスがある。水
素ステーションの設置計画は、5分運転圏内に1基という原単位をベースに試算されているが、交通渋滞等を考
えると、更にもっと水素ステーションの密度を高める必要がある。

日本経済新聞
• ＦＣＶの環境性能に懐疑的な見方はある。水素の製造から走行までのＣＯ２排出量はハイブリッド車（ＨＶ）と大差

がないからだ （中略） ガソリン車（１４７グラム）やディーゼル車（１３２グラム）の約半分だが、ＨＶ（９５グラム）に
比べて２割弱しか減らない。水素を化石燃料の天然ガスから作るのが主因だ。

第12代アメリカ合衆国
エネルギー長官

スティーブン・チュー氏
（ダボス会議講演）

• 技術的にもコスト的にもＥＶが（ＣＯ２削減の）『解』になりつつあるときに、他の技術に向かって時間を浪費すべき
ではない。

テスラ CEO

イーロン・マスク氏
（北米国際自動車ショー講演）

• 燃料電池自動車（FCEV）は“極めて愚かな方法”でエネルギーを蓄えており、 高の燃料電池でも現在流通して
いるバッテリーにはかなわない。

• 水素は製造時に多くのエネルギーを消費するなど、水素はロケットにふさわしく車に向かない。

［出典］報道資料等より野村総合研究所作成 2



 水素に係る安全・安心を確保するために、FCCJ/Hysut等を通じた水素ステーションのトラブル情報の共有、安全・安心に関す
る情報のデータベース化を行っているところである。

 しかしながら、水素を使用することに対して不安感を持つ国民がいることは事実であり、特に水素が爆発することの懸念が挙
げられている。

 依然として水素ステーション整備の際に近隣住民への説明に困難が生じている事例等もあり、リスク管理を含めた水素に係る
安全・安心の確保に更に注力することが必要。

 また、水素ステーションにおける水素の品質管理等についても検討を行うことが必要ではないか。

新たな論点②： 水素に係る安全・安心の確保

水素に係る安全・安心確保の取組み 水素の安全性に関するアンケート結果

［出典］NEDO ［出典］埼玉県公開資料より野村総合研究所作成

Q   あなたは、水素とガソリンや都市

ガスのどちらがより危険だと思い
ますか？

Q  水素が危険だと思う理由はなんで
すか？

 埼玉県が平成26年9月25日から10月1日までに県政サポーター（3,367名）を
対象に実施した調査結果によると、約20%の回答者が水素をガソリンや都市

ガスよりも危険なエネルギー源であるとして回答し、その主な理由は爆発に対
する懸念であった。

水素ステーション

燃料電池 自動車の本格普及に向け

地域の方々に安心して受け入れられる必要

安全・安心な 水素ステーション

知見のデータベース化

新規事業者への
研修・教育等

安全・安心に資する技術開発

 商用水素ステーションの設置の一層の拡大に向け、社会受容性を高める観
点から、より一層の安全・安心を確保するための技術開発等に取り組む。
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 再生可能エネルギーの大量導入によって系統連系が顕在化しつつある。こうした中、系統システム全体での調整力不足や接
続ポイントにおける容量不足への対応策の一つとして水電解（Power to Gas）技術を応用した水素利用の可能性が活発に検
討されつつある。

 再生可能エネルギーを活用した水素製造については、現時点では経済性等の点で課題があるため、本格導入は2040年以降
としていたが、系統制約の顕在化を踏まえ、再生可能エネルギー由来水素の可能性を改めて検証することが必要ではないか。

新たな論点③： 系統制約問題を起点とした水電解（Power to Gas）技術の活用可能性

4［出典］資源エネルギー庁作成

 再生可能エネルギー由来水素の可能性を改めて検証する場合、ここに記載の系統制約の問題以外にも、CO2削減（地球温暖化）対策という視点
での検討も行っていく必要があるのではないか。

再⽣可能エネルギーの最⼤限有効利⽤のための⼿法例再⽣可能エネルギーの最⼤限有効利⽤のための⼿法例 ドイツにおける再⽣可能エネルギーの⽔素化に向けた実証研究ドイツにおける再⽣可能エネルギーの⽔素化に向けた実証研究

出典：ドイツ連邦交通デジタルインフラストラクチャー省
「Power‐to‐Gas (PtG) in transport Status quo and perspectives for 
development」

水素化プロジェクト
(Power‐to‐Hydorgen)

メタン化プロジェクト
(Power‐to Methane)

水素ステーション
(PtH2 Refueling Station)

• ドイツにおいては、再生
可能エネルギーの水素
化プロジェクトを実施。

• 水素とＣＯ２を反応させ
るメタン化プロジェクトも
行われている。

• 一方、①水素製造のコ
スト低減・システムの大
型化や、②水素利用の
拡大等が課題。

 北九州スマートコミュニティ実証
において、余剰電力を利用した
水電解により水素を製造・貯
蔵・利用する実証を実施。

水素貯蔵タンク 水電解装置

ＦＣＶ２Ｈ

水素による余剰電力吸収と活用

 ＣＥＭＳ（地域エネルギー管理シ
ステム）は、系統の状況や需要
の変動等に応じて、コミュニティ
単位で効率的なエネルギー需給
管理を行うもの。

 コミュニティ単位の需給計画策
定、ディマンドリスポンスの発動、
地域に存在する蓄電池の群制
御等の機能を開発。

出典：北九州実証（富士電機）

蓄電池をコアにしたＣＥＭＳ

再エネ導入拡大に伴い顕在化しつつある、①電力会社のエリア全体の調整力不
足や、②接続ポイント近辺の容量不足といった課題の解決策の一つとして、下記
のような取組に期待あり。



 純水素型燃料電池に関して、基礎研究とともに実証実験が取り組まれ始めている。
 山口県周南市の動物園や地方卸売市場、東京都芝公園の水素ステーション、山梨県甲府市での実証実験が行われ、コジェ

ネ運転の性能や塩害影響などに関する検証が実施されている。
 純水素型燃料電池の実用化に向けて、水素を用いたバックアップボイラー（水素バーナー等）や水素付臭剤等に関する開発・

実証を更に進めると共に、ロバスト性の高い触媒開発などの基礎研究と、更なる社会実証研究の実施が必要ではないか。

【参考】純水素型定置用燃料電池に関する技術開発・実証

山口県周南市における実証実験

[出展]東芝公開資料より野村総合研究所作成

イワタニ水素ステーション芝公園での実証実験

 岩谷産業株式会社の水素ステーション「イワタニ水素ステーション芝
公園」において、東芝社製造の純水素型燃料電池システムが実証運
転を開始。

 発電した電力は、水素ステーション内に供給され、お湯は水素ステー
ションに併設されたショールーム「TOYOTA MIRAI ショールーム」で使用

[出展]山梨県資料・周南市資料より野村総合研究所作成

 山口県周南市内の徳山動物園と周南市地方卸売市場に設置

 水素によって発電した電気を、施設の照明や空調などに利用し、発電
の際に作られた温水は、動物や野菜の洗浄用シャワーなどに利用さ
れる予定

場所 概要

徳山動物園

開始日 2015年3月21日

実証内容
ゾウ舎の電気やシャワーなどに利用し、コージェネ運
転の性能や効果の検証

周南市

地方卸売市場

開始日 2015年3月24日

実証内容
市場の建屋管理などに利用し、塩害影響の検証
※イワタニ水素ステーション山口周南(仮称)より水素
ガスを供給予定

山梨県甲府市における実証実験

 米倉山太陽光発電所PR施設（ゆめソーラー館やまなし）に設置

 水電解により得られた水素で純水素型燃料電池を稼働し、施設の電
力として利用

場所 概要

米倉山太陽光
発電所PR施設

開始日 2012年2月9日

実証内容
水電解装置により得られた水素を、純水素型燃料電
池の燃料として利用し、発電
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 水電解（Power to Gas）＋水素タンクの複合システムを蓄電池と比較すると、現時点ではエネルギー変換効率などは劣るもの
の、エネルギー密度が高いなどの特徴がある。また水素タンクの増設によりエネルギー備蓄量を拡張可能という点でも特徴
がある。

 競合する蓄電池技術との比較優位の観点では、現在、長周期かつ約1MW以下の定格出力の蓄エネ領域における適用可能
性が高いと見られている。

 今後我が国において再生可能エネルギーの導入が拡大していく中で、系統連系等の問題への対応策の有望なアイテムの一
つになりうると期待される。

【参考】 Power to Gas技術の特徴

蓄電池とPower to Gas技術の比較 水素・Power to Gasが適する蓄エネ領域

［出典］光島重徳・松津幸一著「水電解技術の現状と課題」（2011）などより
野村総合研究所作成

［出典］NEDO
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システム
エネルギー密度 エネルギー

変換効率重量密度 体積密度

水電解
＋水素ﾀﾝｸ

圧縮水素 32,900 Wh/kg
(理論値)

1,290 Wh/L
（70MPa, 理論値）

約50～80%
(理論値)

液体水素 32,900 Wh/kg
(理論値)

2,330 Wh/L
(理論値)

鉛蓄電池 10~50Wh/kg
(実測値)

40~100Wh/L
(実測値)

約75～85%
(実測値)

リチウムイオン電池 80~200Wh/kg
(実測値)

200~555Wh/L
(実測値)

約95%以上
(実測値)

NaS電池 110~130Wh/kg
(実測値)

140~160Wh/L
(実測値)

約90%
(実測値)

レドックスフロー電池 10~30Wh/kg
(実測値)

10Wh/L以下
(実測値)

約70%
(実測値)



 我が国において、再生可能エネルギーの系統連系問題の解決を目的とした水電解（Power to Gas）技術の応用は未だ研究開
発段階であり、過去の実証事例は無い。

 一部メーカを中心に、地域防災拠点/離島でのエネルギー備蓄/水素供給スタンドへの水電解（Power to Gas）技術の応用が
取り組まれており、系統連系問題解決へも応用可能な要素技術が開発されている。

 今後、水電解（Power to Gas）技術の効率性・コスト改善に向けた取組を進めるとともに、系統連系問題の解決を念頭におい
た実証が求められる。

【参考】 国内における水電解（Power to Gas）技術の活用取組

東芝の取組事例

 「H2One」は、太陽光発電設

備、蓄電池、水電気分解装置、
燃料電池等を組み合わせた
システムであり、水と太陽光
のみで稼働し自立して電気と
温水を供給できる他、トレー
ラーでシステムの輸送も可能。

［出典］東芝社公開資料より野村総合研究所作成

 自治体避難所等での防災用途や、事業所での水素供給、離島での蓄エネル
ギー等を目的とした「H2 One」と、日・週単位での長期電力貯蔵を目的とした
「H2 Omega」の2モデルの開発を進めている。

 「H2 Omega」は、日・週単位

での長期電力貯蔵を目的とし
た電力貯蔵システム。2020年
頃の実用化を目標としており、
揚水発電所の代替をターゲッ
ト用途としている。
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ＮＥＤＯにおける技術開発

 ＮＥＤＯが実施する「水素利用等先導研究開発事業（平成26年度～平成29年
度）」において、化石燃料等との競合できる価格実現へ向け、再生可能エネル
ギーからの高効率低コスト水素製造に係る各種研究開発が実施されている。

［出典］NEDO／旭化成

 上記のうち「低コスト水素製
造システムの研究開発」に
おいては、平成29年度末に

おける目標として、風力発
電等からのアルカリ水電解
による大量水素生産時の水
電解装置コストとして20万円
/Nm3/h、電力変換装置コス
トとして6万円/Nm3/hをそれ

ぞれ見通せる技術の確立
が目指されている。

125kW級アルカリ水電解ユニット 試験設備



 内閣官房「産業競争力会議ワーキンググループ（改革2020WG）」において、再生可能エネルギーの余剰電力を活用して製造
した水素を燃料電池バス等に供給するプロジェクトを提案中。

 これをもとに、東京都等の自治体とも連携しつつ、2020年という将来においても世界的に先進的な取組となるよう、かつ後世
にレガシーとして活用されるよう、東京オリンピック・パラリンピック競技大会プロジェクトの具体化が期待されている。

新たな論点④： 東京オリンピック・パラリンピック競技大会での水素活用

改革2020WGの再エネ水素チェーンの概念図

［出典］内閣官房改革2020ワーキンググループ資料より野村総合研究所作成

 自然変動電源である太陽光や風力等
の発電状況に応じ、安定的、効率的に、
かつ大規模に水素を製造することので
きる技術の開発・実証を行う。

 現在、高圧ガスの形態で輸送されること
が一般的な水素について、液化水素や
メチルシクロヘキサンなどのエネルギー
キャリアに変換して輸送する方式がより
高効率な輸送手法として期待される。

 いずれの方式も変換に必要なエネル
ギーの効率化が課題であり、実用化に
向けた開発・実証等を進めていく。

 既に市販が開始されている燃料電池自
動車に加えて燃料電池バス等の開発・
普及、燃料電池バスの台数・運行ルー
トを踏まえて、 適な場所に、 適な規
模で、再生可能エネルギー由来の水素
ステーションを含めた水素ステーション
の計画的な整備、セルフ充填・新型水
素タンク採用認可などの規制改革等の
制度整備等を進めていく。 8


