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水素は次世代のエネルギーたりうるのか？
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Point
❶  水素は究極のエネルギーとも目されながら、使い勝手の悪さからエネルギー源としての利用は進ん
でいなかった。しかし、ここ最近は水素をエネルギー源として利用する取り組みが盛んになって
いる。

❷  技術開発が進む一方で地球温暖化対策が模索されるようになり、水素をフルに活用する「水素社会」
の実現に注目が集まっている。

❸  日本だけでなく、国際的な枠組みや、欧米、中韓などの各国・地域においても水素社会の実現に向
けた取り組みが加速している。

はじめに
　水素社会が実現した際、製造から利用に至る巨
大な市場が創出されるものと見込まれている。本
レポートでは、今日に至る現状を整理するととも
に、水素社会の実現に向けた国内外の政策動向、
水素の製造方法や燃料電池車（FCV）をはじめと
する技術開発や実用化の動向、さらには今後の課
題を論じる。なお、前編の本稿では下記の3点に
ついて取り上げる。
　• 水素と水素社会の概要
　• 水素の利用を取り巻いていた課題
　• 国内外における取り組み動向

　また、次号掲載の後編では、下記の2点につい
て取り上げる。
　• 水素社会を支える主要な技術や用途の動向
　• 今後の展望と解決すべき課題

1　  次世代のエネルギーをフル活用する「水素
社会」とは

水素は究極のエネルギー！？
　水素は、その特性から究極のエネルギーといわ
れている。まず、存在量は宇宙全体で一番多いと
いわれており、地球上においても水（H2O）など
の形で広く分布している。また、使用時に二酸化
炭素を排出しない、質量当たりのエネルギーが極
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めて大きいなど、環境負荷が低く、効率が高い次
世代のエネルギーとして注目を集めている。

水素社会はどのようなものか？
　現代社会は、エネルギーの多くを石油や天然ガ
スなど化石燃料に頼っている。例えば、英国のエ
ネルギー大手BP社が 2018年 6月に公表した
「BP Statistical Review of World Energy 2018」に
よると、2017年に全世界で消費された一次エネル
ギーの85.2%が化石燃料由来とのことである。
　化石燃料は、使用時に二酸化炭素といった温室
効果ガスを排出するなど、環境への負荷が大きい。
そのため、地球温暖化が深刻化する今日、再生可
能エネルギーの活用拡大など、抜本的な対策が急
務となっている。また、日本の場合、原油や天然
ガスなど化石燃料の多くを特定の国からの輸入に
頼っているため、国内ないし不特定多数の国で得
られるエネルギー源の確保は、安全保障を考える
上で重要である。
　こうした化石燃料を取り巻く課題を解決する施
策の一つとして、水素をエネルギー源として積極
的に使う「水素社会の実現」に注目が集まっている。

なぜ水素社会の実現性に注目が集まっているのか
　日本においては、二度のオイルショックなどに
よってエネルギーの安全保障を確保する重要性が
認識されたことに加え、地球温暖化への対策も求
められるようになった。これにより、化石燃料の
代替を可能とする水素社会の構築に向けた取り組
みは年々進められてきた。とはいえ、コストの高
さや安全性の確保など解決すべき課題が多いこと
から、ある意味夢物語と扱われることもあった。
　しかし、ここ数年で改めて注目され、実現する
可能性も高まってきた。その背景として、水素利
用に関連する技術が実験段階から実用段階に入り、
世界的な規格・規制のすり合わせや開発・普及の
促進に向けた取り組みが加速化していることが挙
げられる。
　また、水素協議会（詳細は後述）がまとめた

「Hydrogen, Scailing Up」によれば、2050年まで
に全世界の水素に関わる市場規模は2.5 兆ドルに
なると見込まれているなど、巨大市場の誕生も期
待されている。
　こうした点を踏まえ、日本、欧州、中国、韓国
などでは、水素社会の実現に向けたロードマップ
の策定や、技術開発の支援などが進められている。
また、燃料電池メーカーや自動車メーカー、エネ
ルギー会社などが、水素社会の実現に向けた技術
開発や実証実験、さらには実用化を進めている。

2　これまでの水素利用と抱える課題
工業プロセスの部材として利用が先行した水素
　水素は、石油製造時の脱硫や石油製品の製造な
ど、工業分野を中心に工業プロセスの部材などと
して利用されてきた。
　一方、エネルギー分野の利用は、ロケットの液
体燃料など限定的であった。これは、水素には「製
造方法」「使い勝手」「水素を利用する機器のコスト」
といった点で問題があり、水素以外に代替できな
い場合を除けば利用されてこなかった。その結果、
水素社会の実現性にも疑問符がつけられてきた。

どのようにして水素を確保して利用するか、
という問題
　製造上の問題としては、「方法によっては二酸化
炭素が排出されるため、温暖化対策として問題が
ある」「多大なエネルギーが必要」といったことが
挙げられる。まず、一般的な製造プロセスである
化石燃料からの製造は、水素と炭素を分離する過
程で二酸化炭素が生じる。
　また、水を電気分解する場合は多大なエネルギー
が必要となり、そのエネルギー源が火力発電で賄
われた場合は、二酸化炭素の排出量削減に寄与し
ない。
　そして、工業プロセスの副生物として水素を製
造する場合、当該工業プロセスの稼働率に製造量
が左右されるため、安定供給がしにくい。
　一方、使い勝手の問題としては、軽い・着火し
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やすいという特性から保管に注意を要する、炎の
色が見えない、金属を劣化させる力が強い、といっ
た取り扱いの難しさなどがある。こうした問題は、
貯留設備などの安全対策コストを引き上げる要因
となり、普及の妨げになる。
　さらに、水素を利用する機器の製造・ランニン
グコストは、安全基準が厳しいことや、水素用の
インフラを別途立ち上げる必要があることから、
高くつきやすく、設置も進まなかった。水素に対
する理解が進まず、「水素が危険なものなので設置
するのは避けてほしい」という見方があったこと
も、こうした機器の設置やインフラの整備が進ま
なかった要因として挙げられる。
　例えば、水素社会の要

かなめ

を担う燃料電池は、原理
そのものは19世紀に発見・確立していたものの、
ほかのエネルギー源に比べて使い勝手が悪く、長
らく顧みられなかった。20世紀中頃から米国の宇
宙開発が進むにつれ、「発電と水の生成が同時にで
きる」という点が制約の多い宇宙船での利用に適
していると考えられたことから、燃料電池の開発
や導入が進んだ。とはいえ、水素供給インフラの
整備や設備の生産に多額の費用を要するため、地
球温暖化対策の有効策として注目されるまでは、
民生用として広く利用されるには至らなかった。

3　  水素社会の実現に向けて加速する国内外の
動き

水素社会を目指す動きはガラパゴス化していない
　「水素社会」は、日本においては数年前より燃料
電池自動車（以下「FCV」）の商用化とともに、
次世代エネルギーの活用策として大きな話題とな
り、官民で実現に向けて取り組まれてきた。しかし、
「電気自動車の開発や普及が進む一方で、FCVは
それほど普及が進んでいない。いつまで日本は“ガ
ラパゴス化” した技術に固執するのか」と、水素
社会を否定的に語る見方も少なくない。
　実際の動向を見ると、近年は日本だけでなく、
欧州や中韓などにおいても、地球温暖化対策や次
世代の産業育成策として、熱源や燃料電池のエネ

ルギー源として水素を使うべく、水素社会を支え
る技術開発や、社会実装に向けた導入の支援を進
めている。「日本が固執する、ガラパゴス化した技
術を使う社会」として水素社会を見てしまうと、
判断を誤りかねない。
　以降では、水素社会の実現に向けた国際的な枠
組み、各国政府、自治体、エネルギー企業、メーカー
など、多種多様な主体の取り組みを見ていきたい。
なお、前編の本稿では大局的な動きに注目して、
技術開発の動向や政策的な取り組みを紹介する。
詳細な動向や取り組みについては、次号の後編で
紹介する。

ここ数年で大きく進んだ水素利用の研究・開発
　地球温暖化が進行する中、二酸化炭素など温室
効果ガスの排出量削減が急務となってきた。長ら
く進んでいなかった水素の利用も、技術革新によっ
てコスト削減や安全性の確保が一般の利用に耐え
うるレベルまで進んできたこともあり、ここ数年
で大きく前進した。これにより、技術開発が促進
され、燃料電池など水素を使う機器は、特定の機
関などが一定条件の下で使う「実験段階」から、
費用は別としても一般消費者など誰でも使える「実
用段階」に位置付けが変わりつつある。
　水素社会の実現が視野に入ってきたことにより、
国際的な枠組みも立ち上がり、政策協調や規格の
すり合わせといった取り組みが進められている。
また、欧州・中韓諸国では、日本と同様にロード
マップの策定や技術開発の促進など、水素社会の
実現に向けた取り組みが加速している。

世界中で進む水素社会の構築
　1997年に締結された京都議定書の約束期間が
2012年に終了し、2013年以降の地球温暖化防止
の取り組みにおいて、さらなる二酸化炭素など温
室効果ガスの排出量削減が模索されるようになっ
た。一方で、2009年に一般家屋に設置して発電や
給湯に使用できる燃料電池コージェネレーション
システム「エネファーム」、2014年にトヨタ自動
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図表 1　水素社会を支えるプレーヤー
プレーヤー 概要 例

エネルギー消費国
主としてエネルギー源を輸入に頼っていたり、使用量や二酸化炭素など
温室効果ガスの削減を迫られていたりする国々

日本、EU（ドイツ、フランスなど）、
中国など

化石燃料産出国 原油や石炭を産出しており、脱化石燃料への対処が急務となっている国々
オーストラリア、ブルネイ、アラ
ブ首長国連邦（UAE）など

燃料供給業者 化石燃料の採掘や販売に関わる企業
JXTGグループ、シェルグループ、
岩谷産業など

水素利用機器メーカー
燃料電池、FCV、水素火力発電プラントなど、水素を利用して稼働する
機器を製造する企業。自動車メーカー、重電メーカー、燃料電池専業メー
カーなどがある

トヨタ自動車、川崎重工業、バラー
ド・パワー・システムズなど

地方公共団体
地元産業が水素とかかわりがある、再生可能エネルギーで町おこしをし
たいなど、水素社会の実現を通じて産業振興を図りたい自治体

福岡県、北九州市、福島県浪江町
など

出所：筆者作成

車の燃料電池乗用車「MIRAI」がそれぞれ市場に
投入されるなど、技術開発や社会実装が進んだ。
　こうした技術開発の進捗と社会的な要請の両面
から水素社会の実現が現実化したことを受け、
2017年 1月にトヨタ自動車など水素利用に関わる
グローバル企業13社によって「水素協議会」が
設立された。2018年 9月時点では、日中韓欧米な
どの諸国から、エネルギー、化学、自動車・輸送
機器、重工業、商社といった産業の51社が参加
している。同協議会では、利用拡大に向けた施策
の提言や実行計画の策定、参加企業の水素・燃料
電池の開発・商業化への投資をさらに加速するべ
く、共同で取り組みを進めている。
　また、2017年 12月には東京において水素閣僚
会議が開催された。本閣僚会議は、水素社会の実
現に取り組む20の国と地域から担当閣僚が出席
し、共同で取り組む政策が「東京宣言」として策
定された。

水素社会の主要プレーヤー
　企業規模が大きいこともあり、水素社会のプレー
ヤーとしてまず自動車メーカーが意識されること
が多く、結果としてFCVに注目が集まりがちで
ある。しかし、実際には水素社会の実現にあたって、
製造から消費に至る多様なプレーヤーの参加が欠

かせない（図表1参照）。
　日本のようなエネルギー消費国の場合、脱化石
燃料を進めるべく、水素の利用拡大に向けた技術
開発や諸制度の整備などを進めている。一方、化
石燃料産出国においても、化石燃料に対する逆風
に対処すべく、エネルギー消費国とも協力しなが
ら、「二酸化炭素の排出を抑えた化石燃料由来の水
素製造」「再生可能エネルギーを活用して製造した
水素を輸出し、資源輸出国の地位を保つ」などの
施策を講じている。
　民間に目を向けると、燃料供給業者は、化石燃
料に対する逆風への対応、ガス供給に関するノウ
ハウを生かした多角化を図るために、水素製造の
研究開発や、水素ステーションの設置などを進め
ている。また、水素利用機器メーカーにおいても、
脱化石燃料の動きを見据え、燃料電池を動力源と
する機器の開発や生産を進めている。
　そして、水素社会の構築を公的な面から実際に
担うことになる地方公共団体においても、水素に
関わる開発や水素製造の拠点を誘致・開設するな
どして、水素産業の集積を進めて経済発展につな
げようとしている。地域に水素の製造量・使用量
が多い産業が立地している場合は、地産地消モデ
ルの構築を図っている。

水素は次世代のエネルギーたりうるのか？



経営センサー　2019.5
88

日本における水素利用は実装段階へ
　元来、石油や鉄鋼など製造業において、工業プ
ロセスの触媒などとして水素が利用されてきた。
また、エネルギー源としての研究も、学識経験者
らによって水素活用の推進を目的に「水素エネル
ギー協会」が1973年に設立されるなど、以前か
ら取り組まれてきた。
　そして、地球温暖化対策の重要性が増す中、
2014年には「第 4次エネルギー基本計画」で水素
社会の実現に取り組むことが明記されるとともに、
同年に「水素・燃料電池戦略ロードマップ（以下「戦
略ロードマップ」）」も策定され、具体的な取り組
み目標が設定された。
　2017年には「水素基本戦略」が策定され、水素
社会の社会実装に向けた中長期的な取り組みの方
向性を打ち出した。さらに、2018年に策定された
「第5次エネルギー基本計画」においても、重要な
エネルギーとして位置付けられた。こうした動き
を受け、コストを低減して普及を拡大するために、
2019年 3月に戦略ロードマップが改定され、水素
社会を実現するための産官学のアクションプラン
が策定された。これにより、今後水素利用の研究・
開発、さらには社会実装に向けた取り組みが加速
するものと見られる。

水素社会の構築を目指す指針「水素基本戦略」
とは
　日本は、水素利用に関する技術力や経験の蓄積
は他国に先んじているといわれている。こうした
強みを生かしつつ過去の政策を踏まえ、水素社会
の実現に向けて達成すべきことをまとめたものが
水素基本戦略である。ここで掲げられた主な戦略
として図表2のようなものがある。
　水素基本戦略は、世界で初めて水素に特化した、
府省庁横断型の国家戦略といわれている。本戦略
により、水素社会の実現に向け、府省庁を横断し
た取り組みが進められるものと期待されている。

2019年 3月の水素・燃料電池戦略ロードマッ
プの改定で加速する水素の利用
　水素基本戦略は、既存の戦略ロードマップや技
術開発の進捗状況を踏まえて策定されたとはいえ、
大枠の方向性を定めたものに過ぎなかった。また、
戦略ロードマップも、2016年に一度改定された後
に水素基本戦略や第5次エネルギー基本計画で改
めて示された方向性や、過去の取り組みの進捗度
合いを反映させる必要があった。
　そのため、2019年 3月に戦略ロードマップを改
定し、より具体的な目標や行うべき施策を明確に

図表 2　水素基本戦略の概要
戦略分野 取り組み目標

低コストな水素利用の実現
水素の調達・供給コストの低減、複数の手法から水素を大量調達するア
プローチ、30円 /Nm3 程度（将来的には 20円 /Nm3 程度）までコスト
を低減

国際的な水素サプライチェーン
の開発

効率的な水素の輸送・貯蔵を可能とする技術の開発、商用化、普及促進

国内再生可能エネルギーの導入
拡大と地方創生

再生可能エネルギー由来水素の利用拡大、地域視点の活用とそれによる
地方創生

電力分野での利用 水素火力発電の商用化、コスト低減

モビリティでの利用
規制緩和、技術開発、利用環境の整備などによる、燃料電池車（乗用車、
商用車など）の利用拡大

産業プロセス・熱利用での水素
活用の可能性

電化が困難な分野における燃料としての活用、化石燃料由来の水素を再
生可能エネルギー由来の水素に置き換え

燃料電池技術活用 補助金に頼らない自立的普及の促進

革新的技術活用
2050 年を見据えた水素精製、運搬、燃料電池などの高性能化（効率や信
頼性の向上、コスト低減）

国際展開（標準化等） 国際標準化の取り組みを日本が主導

国民の理解促進、地域連携 地方自治体や事業者とも連携し、適切に情報発信

出所：経済産業省「水素基本戦略（概要）」をもとに作成
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して、水素基本戦略や第5次エネルギー基本計画
で示された目標の実現を促進することになった。
　改定された戦略ロードマップでは、各種戦略・
計画に基づき、5～ 10年後の技術開発や社会実装
を見据えた具体的な見通しや開発すべき技術など
を盛り込んだ、水素社会を実現するためのアクショ
ンプランが策定された。また、定期的なフォロー
アップもロードマップに含ませることで、題目と
してではなく、確実な政策の実施や検証も行える
ようにしている（図表3参照）。

海外でも着々と進む水素社会の構築
　世界的に水素社会の実現に動く中、欧米、中国、
韓国、資源産出国などでは、燃料電池の利用拡大、
水素製造の高度化などさまざまな取り組みを進め
ている。
　欧州では、次世代の技術として燃料電池の開発
など水素の利用を長らく進めてきた。近年になり、
再生可能エネルギーによる発電が普及する中、送

電網で吸収しきれない余剰電力の取り扱いが問題
となってきた。日本でも、九州などにおいて同様
の問題が生じているが、欧州の場合は送電網が広
大で国を超えて影響するため、発電国においての
コントロールが求められるようになった。その対
策として、再生可能エネルギーを利用して水素を
製造する「Power to Gas」の取り組みが進んだ。
そして、再生可能エネルギーから製造されたクリー
ンな水素を活用する水素社会の構築にも取り組ん
でいる。
　実際に欧州全体で社会実装を手掛けるのは、
「FCH JU」（欧州水素・燃料電池官民パートナー
シップ）で、官民が連携して燃料電池の開発や各
種機器への実装、クリーンな水素の製造方法の確
立および実証といったプロジェクトを推進してい
る。ドイツやフランス、英国といった欧州各国でも、
FCH JUなどと連携しながら、水素社会の実現に
向けた取り組みを進めている。
　米国では、連邦政府での取り組みに加え、カリ

図表 3　2019 年に改定された水素・燃料電池戦略ロードマップの全体像

出所：経済産業省「水素・燃料電池戦略ロードマップ（概要）」

水素は次世代のエネルギーたりうるのか？
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フォルニア州が新車販売台数のうち一定比率を
FCVや電気自動車（EV）とするよう義務付けたり、
水素ステーションを整備したりして、水素社会の
推進に取り組んでいる。また、ベンチャー企業が
燃料電池フォークリフトなど水素を利用する機器
を開発し、公的機関だけでなく、アマゾンドット
コムなど大手民間企業も積極的に採用している。
　中国では、環境汚染が深刻化しており、二酸化
炭素をはじめとする有害物質の排出量削減が急務
となっている。こうした環境汚染は、石炭への依
存度が高いことが要因の一つとして挙げられてお
り、脱化石燃料、特に石炭に代わるエネルギー源
の確保が重要となっている。EV普及促進はその
一つであり、注目が集まりがちであるが、水素社
会の実現もまた中国の脱化石燃料策として推進さ
れている。これは、自国で採掘できる石炭からも
水素の製造が可能 1であることに加え、燃料電池
の開発を進め、自動車などさまざまな用途先を開
拓することで、他国との技術競争でも優位に立て
るためである。
　こうした点に注目し、中国政府は2016年に「エ
ネルギー技術革命イノベーション行動計画」を策
定し、ロードマップも提示するなどして、中国で
は官民が協力して水素社会の実現に向けた取り組
みを進めている。
　オーストラリアやブルネイといった資源産出国
では、日本のなどのエネルギー消費国とも連携し、
自国で採掘できる化石燃料から水素を製造するた
めの取り組みを進めている。また、アラブ首長国
連邦では、格安な再生可能エネルギー由来の電力
を使い、水から水素を安価に製造し、利用する取
り組みを進めている。
　
　以上、本稿では水素社会を取り巻く環境と、国
内外における大局的な動きについて概観してき
た。次号掲載の後編では、水素の製造・運搬手法、
FCVをはじめとする燃料電池、エネルギー源（熱

源）としての利用、といった技術開発・実装の動向、
さらには今後の展望と解決すべき課題について取
り上げたい。
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