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水素は次世代のエネルギーたりうるのか？
―水素社会の実現可能性（後編）―
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Point
❶  水素社会の実現には、製造、輸送、利用シーンに至る広範な技術開発や実用化を進める必要がある。
❷  FCV（燃料電池自動車）に注目が集まりがちだが、製造時の二酸化炭素の排出がないカーボンフリー
水素、水素の海上輸送、水素火力発電など、取り組み分野はさまざまで、欧米・中韓においても取
り組まれている。

❸  FCVが「ガラパゴス化している」との指摘は誤解であり、各国で次世代車の一つとして開発が進
んでいる。

❹  街ぐるみで水素社会を実現する「水素タウン」の取り組みも進む。
❺  社会で広く水素社会の取り組みを進めるには、人の意識向上というソフト面の取り組みも欠かせな
い。

　本誌5月号掲載の前編では、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について取り上げた。後編
の本編では、「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」について
論じたい。

1．水素社会の実現に欠かせない取り組みとは？
　水素社会を実現するには、製造から利用に至る
一連のサプライチェーンを整備し、多くの人が何
らかの形で水素を利用できるようにすることが欠
かせない（図表1参照）。また、水素タウンの整備
や啓発活動など、利用環境の整備も重要である。

図表 1　水素社会の実現に向けた取り組み
大項目 中項目 具体例

水素タウン
水素産業の集積 産学官連携のプラットホーム整備、研究開発拠点の誘致

啓発活動 情報発信の強化、広報拠点の設置

製造、貯蔵、輸送

カーボンフリーな水素 再生可能エネルギーで発電した電力で製造、CCSと併用して化石燃料から製造

貯蔵、輸送 貯蔵効率の向上（水素化合物の活用、貯蔵圧力の引き上げ）、低コストな輸送手段

供給 水素ステーションの整備・運営コスト低減

燃料電池

定置型 エネファーム、産業用燃料電池

自動車 乗用車、バス、トラック

その他輸送機器 フォークリフト、ドローン、鉄道

熱源
火力発電 水素火力発電

その他 バーナー用の代替燃料

出所：各種資料を基に筆者作成
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　以降では、こうした取り組みの動向と課題を見
ていきたい。なお、本稿で取り上げる取り組みは
ごく一部であり、後掲の参考文献に多数紹介され
ているので、参考にされたい。
　また、本稿で燃料電池を使用する機器について
は、必要に応じて「FC」と略すものとする（例：
燃料電池バス→FCバス）。そして、数値目標やベ
ンチマークの数値については、基本的に経済産業
省「水素戦略」「水素・燃料電池戦略ロードマップ」
が策定された時点のものであるが、一部業界団体
などが集計した最新年・年度のものも含まれる。

2．水素の製造
戦略目標とベンチマーク
～製造量の引き上げと製造コストの引き下げ
　水素製造の戦略目標とベンチマークは図表2の
とおりである。
　現状では、水素の製造量や製造コストは、公的
なベンチマークとなっている天然ガスの輸入量・
価格には遠く及ばず、LPガスの供給量・輸入価格
にも届かない「プレミアム」な状況であり、環境
価値を勘案してもエネルギー源として手軽に使え
る状況とはいえない。

温暖化効果ガスを出さない「カーボンフリー水素」
が求められる
　水素社会は、二酸化炭素など温室効果ガスの排
出量を抜本的に削減できるものとして実現が期待
されている。しかし、水素の主流な製造方法は、
化石燃料を原料としていたり、多量の電力消費が
伴う水分解が用いられていたりして、水素の利用
促進が温室効果ガスの削減に結び付けにくいのが
現状である。こうした現状を踏まえて、水素社会
の実現は温室効果ガスの削減策として不適切とす
る見方すらある。
　こうした問題や指摘を踏まえ、温室効果ガスの
削減と水素社会の実現を両立させるものとして注
目されているのが、「カーボンフリー水素」である。
これは、製造の過程においてカーボン（二酸化炭素）
が排出されない水素のことである。

再生可能エネルギーを活用した水素製造
　再生可能エネルギー発電が抱える課題として、
人為的に発電量をコントロールするのが難しいこ
とが挙げられる。特に広く普及している太陽光発
電や風力発電は天候で発電量が変動し、送電網へ
の負担が大きい。一方、カーボンフリー水素への
需要も高まっている。

図表 2　水素製造の戦略目標とベンチマーク

取り組み分野 現状
年代ごとの数値目標

将来目指
すべき姿

ベンチマーク
2020 年

2020 年代
前半

2030 年

水素製造量 0.02 万トン 0.4 万トン 30万トン 1,000 万トン超
天然ガス年間輸入量：8,500 万トン
LPガス年間供給量：1,462 万トン

製造コスト 数百円 /Nm3 30 円 /Nm3 20 円 /Nm3

天然ガス輸入価格：16円 /Nm3

LP ガス輸入価格：30円 /Nm3
褐炭ガス化の
製造コスト

12円 /Nm3

水電解システム
コスト

20万円 /kw 5 万円 /kw

出所：経済産業省「水素基本戦略（概要）」「水素・燃料電池戦略ロードマップ」、日本 LPガス協会ウェブサイト資料を基に作成
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　こうした点を踏まえ、再生可能エネルギーによっ
て水素を製造し、送電網への電力供給も安定化さ
せる「P2G（Power to Gas）」の取り組みが欧州な
どで進められている。
　例えば、欧州では再生可能エネルギー由来の余
剰電力を活用し、カーボンフリー化を図っている。
欧州において水素社会のプロジェクトを推進する
FCH JUのP2G実証事業では、ベルギー、デンマー
ク、ドイツ、オーストリアの4カ国で、太陽光発
電や風力発電などで発電され、余剰となった電力
を利用して水素を製造する取り組みを進めている。
　日本においても、太陽光発電や風力発電などで
発電された電力を使い、水素を製造する実証実験
が各地で行われている。例えば福島県浪江町にお
いて「福島水素エネルギー研究フィールド」の建
設が進められており、2020年度には太陽光発電を
主なエネルギー源とする水素製造プラントの稼働
や実証実験が開始される予定である。
　さらに、中東では太陽光・太陽熱発電の稼働率
が高く、建設費も含めた発電コストが極めて割安
なことから、安価なカーボンフリー水素の製造に
取り組んでいる。こうした国々では脱化石燃料の
動きに備える必要があるため、原油や天然ガスに
代わる新たな資源として、水素に注目しているよ
うだ。
　そのほか、下水汚泥や家畜の排せつ物などから
生成されたバイオガスを改質した水素製造や、光
合成や光触媒を利用した水素製造といった、多種

多様な方法による再生可能エネルギー由来のカー
ボンフリー水素製造に向けた研究開発、実証実験、
実用化の取り組みが進められている。

CCS技術の活用
　化石燃料を原料として水素を製造する方法は一
般的なものであり、比較的安価に製造できるもの
の、二酸化炭素の排出が伴うという問題がある。
そこで研究開発が進められているのが、工場など
から排出された二酸化炭素を回収し、地中などに
貯留する技術「CCS（二酸化炭素の回収・貯留）」
である。
　例えば技術研究組合CO2フリー水素サプライ
チェーン推進機構（以下「HySTRA」）では、オー
ストラリアにおいて、石炭の一種である褐炭をガ
ス化し、水素を製造する技術開発や実証化に取り
組んでいる。褐炭は埋蔵量が多く安価であるもの
の、発火しやすいなど輸送に適していないことか
ら、炭鉱近辺以外での利用が進んでいなかった。
しかし、CCSと併用することで二酸化炭素の実質
的な排出を大きく削減でき、カーボンフリー水素
を安価に製造することができるようになる。

3．水素の運搬、供給
戦略目標とベンチマーク
～大量かつ効率的な貯蔵・輸送
　水素の運搬、供給の戦略目標は図表3のとおり
である。

図表 3　水素の運搬、供給の戦略目標

取り組み分野 現状
年代ごとの目標

2020 年代
前半

2025 年 2030 年

貯蔵・輸送

液化水素タンクの規模：
数千m3

水素液化効率：13.6kWh/
kg

液化水素タンクの規模：
5万m3

水素液化効率：6kWh/kg

有機ハイドライドサプラ
イチェーン、カーボンフ
リーアンモニアの商用化・
利用開始

液化水素サプライ
チェーンの商用化

出所：経済産業省「水素基本戦略（概要）」「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を基に作成
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　水素社会の実現に当たっては、貯蔵設備の整備
に加え、効率的な輸送方法の確立が欠かせない。
また、図表3にはないが、海外からの本格的な水
素輸入を進めるには、水素運搬船の安全要件など
国際的な水素の海上輸送に関するルールの策定も
欠かせない。

水素輸送の問題点
　水素はエネルギーの密度が低いため、天然ガス
など他のエネルギー源に比べて輸送効率が低くな
りがちで、輸送コストにも影響する。また、鋼な
どの金属は水素で腐食する性質を持っているもの
が多いため、LPガスボンベなど広く一般に流通し
ている機材を利用して保存するのは難しい。
　すでに水素専用のボンベやローリーが実用化さ
れるなど、水素輸送の環境は整っているものの、
依然として輸送効率は高いとはいえず、特に大容
量を大陸間など長距離で輸送するのには適してい
るとはいえない。そのため、いかにして効率的か
つ安価に多くの水素を運べるようにするか、研究
開発や実証化が進められている。

効率的な輸送方法
　水素の効率的な輸送方法は、主として「どの形
態で輸送するか」「どの手段で輸送するか」の2つ
から分類できる。
　まず、どの形態で輸送するかであるが、「水素の
まま輸送するのか」「水素を含有する化合物に変換
した上で輸送するのか」の2つがある。また、水
素のまま輸送する場合、圧縮するのか、液化する
のか、そのまま輸送するのかに分かれる。
　水素のまま輸送する場合、受け取り側で加工す
る必要がないため、利便性が高い。一方で、圧縮
や液化する手間やコストがかかる上、エネルギー
密度の低さという根本的な問題には対処できな
い。また、水素専用の輸送機器も必要となり、赤
道を越えるようなケースであれば高熱への対処な
ど今までの水素輸送にない技術やノウハウも必要
となる。さらに、圧縮する場合、保管容器の強度

が圧縮比率に影響してくるため、新たな材料の開
発も欠かせない。
　有機ハイドライドやアンモニアなど、水素を含
有する化合物に変換した上で輸送する場合、水素
に比べて液化しやすいことから多くの水素（が含
まれる化合物）を運ぶことができ、かつケミカル
タンカーなど一般的に使われている化学薬品の輸
送手段で運ぶことも可能となる。一方、受け取り
側で水素を取り出す加工が必要となるが、アンモ
ニアのように水素を分離することなく燃料として
使う動きもある。

効率的な輸送や貯蔵に向けた研究開発・実用化
動向
　HySTRAのオーストラリアにおける事業（前出）
に参加している川崎重工業、岩谷産業、シェルジャ
パンは、共同で液化水素の長距離・大量輸送の実
証化を進めている。これは、LNG運搬船の建造技
術、さらに陸上における液化水素の輸送・運搬技
術を基に、液化水素専用の運搬船を開発し、オー
ストラリアのヘイスティング港から神戸市の受け
入れ施設まで液化水素のまま運ぶというものであ
る。
　また、内閣府の戦略的イノベーション創造プロ
グラム（SIP）の第 1期（2014～ 2018年度）に
採択された課題「エネルギーキャリア」では、カー
ボンフリーのアンモニア製造・貯蔵・輸送、アン
モニア燃料電池、アンモニアの燃焼、有機ハイド
ライドを用いた水素供給などが産学官連携で研究
開発や実証実験が進められた。
　欧州では以前より工業用途の水素パイプライン
が張り巡らされており、水素ステーションや燃料
電池列車への燃料補給インフラとしても活用する
動きがある。そして、天然ガスのパイプラインに
も一定割合の水素を混入させ「環境負荷が低い天
然ガス」として販売しているケースもある。

水素は次世代のエネルギーたりうるのか？
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4．燃料電池（総論、据え置き型）
戦略目標とベンチマーク
～価格の引き下げと性能の向上
　燃料電池（据え置き型）の戦略目標とベンチマー
クは図表4のとおりである。
　新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下
「NEDO」）が 2017年 12月に公表した「NEDO燃
料電池・水素技術開発ロードマップ（燃料電池分
野）」では、燃料電池が抱えている課題としてコス
トを低減しつつ性能や耐久性を引き上げること、
さらには小型化により設置しやすくすることが挙
げられている。
　また、FCVやエネファームで用いられている
PEFC（固体高分子形燃料電池）の場合、触媒に
用いられている白金（プラチナ）が高価で、コス
トを押し上げる要因となっている。

コストの低減や性能の向上に向けた研究開発・
実用化動向
　燃料電池の中でも、経済的な自立がほぼ達成さ
れ、一層の普及に向けてコスト低減や性能向上、
さらには施工の容易化などを目指しているのがエ
ネファームである。戸建て住宅や集合住宅に設置
し、給湯と発電を行う装置で、一般向けの燃料電
池を使用する機器として2009年にいち早く商品

化されており、2018年には累積普及台数が25万
台を突破するに至った。エネファームは、都市ガ
スなどを改質して水素を取り出し、燃料電池のエ
ネルギー源として使用しているため、他の燃料電
池を使用する機器に比べて制約が小さく、さらに
価格低減も進んだことが普及の要因とされている。
　また、産業向け定置型燃料電池も、熱を多く使
う施設でのコージェネレーション機器や、災害時
のバックアップ電源・熱源としての設置が進んで
いる。
　そして、PEFCのコストを下げるべく、白金の
使用量を減らしたり、他の物質に置き換えたりす
る研究開発も進められている。例えば、東北大学
材料科学高等研究所藪研究室では、青色顔料とカー
ボン材料を原料とする、安価で白金触媒を置き換
え可能な新たな触媒の開発に成功し、実用化に向
けた取り組みが進められている。
　海外に目を向けると、P2Gと併用した燃料電池
システムもみられる。これは、電力の需要がなく、
売電価格が低いときはカーボンフリー水素を製造
するとともに、電力の需要が増加したときはカー
ボンフリー水素を活用して燃料電池で発電して高
値で売電するものである。欧州では電力自由化が
進み、市場取引も盛んに行われているため、こう
した仕組みが有効に活用できているようである。

図表 4　燃料電池（据え置き型）の戦略目標とベンチマーク

取り組み分野 現状
年代ごとの数値目標

将来目指すべき姿 ベンチマーク
2020 年 2025 年 2030 年

エネファーム 普及台数：25万台
自立化（シス
テム価格 80 ～
100 万円）

普及台数：530
万台、投資回
収年数：5年

家庭などにおける
従来エネルギーシ
ステムを代替

世帯数：
5,300 万世帯

業務・産業用
燃料電池

稼働時間：9万時間
廃熱利用も含めたグリッ
ドパリティ（注）の実現、
稼働時間：13万時間

発電効率を 65％
超に

（注）装置の減価償却費や稼働コストが、既存の電力・ガスを購入した場合のコスト以下になっている状態のこと。
出所：経済産業省「水素基本戦略（概要）」「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を基に作成
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5．燃料電池自動車・運搬機器
戦略目標とベンチマーク
～導入台数の増加に向けた価格・コストの低減
　燃料電池自動車・運搬機器の戦略目標とベンチ
マークは図表5のとおりである。
　各目標をみると、特にFCVについては野心的
といってもよい目標が立てられている。LPガス
や天然ガスを燃料とする自動車の多くは、走行距
離が長く、かつ長時間の稼働が求められるトラッ
ク、バス、タクシーで占められているものとみら
れるが、これらの「ガス類を燃料とする自動車」
約23万台をすべてFCVなどに置き換えても、目
標には届かないため、一般に使用される乗用車を
いかにFCVに置き換えできるかが課題であろう。

　2020年代後半には、FCV、水素ステーションと
も経済自立化を目指しており、抜本的なコスト低
減が欠かせない状況である。逆に言えば、経済自
立化ができるレベルまで価格やコストが引き下げ
られることで、普及も弾みがつくと考えてよい。
　なお、ステーションあたりの台数は約900台と、
ガソリンスタンドの1スタンド当たり約2,000台
に比べれば少ないものの、エネルギー補充の方向
性が近いLPガスや天然ガスに比べればおおよそ
1ケタ違う。収益性の問題もあるため、FCVの増
加ペースに比べて抑え気味な数値としているのだ
ろうが、普及を考える上でステーションのカバー
範囲が妥当か検証する余地もあるだろう。

図表 5　燃料電池自動車・運搬機器の戦略目標とベンチマーク

取り組み分野 現状
年代ごとの数値目標

将来目指
すべき姿

ベンチマーク
2020 年

2020 年代
前半

2025 年 2030 年

FCV（乗用車）

台数 2,000 台 4万台 20万台 80万台

ガソリン車
を代替

乗用車台数：6,200 万台（う
ち、EV：10万台、LPガス車：
17 万台、天然ガス車：1.2
万台）

価格
EVとの価格差
を 70万以内に

EVとの価格差：300万円

主要システ
ムのコスト

燃料電池：約 2
万円 /kW
水素貯蔵：約
70万円

燃料電池：0.5
万円 /kW
水素貯蔵：約
30万円

FCバス
2台、車両価格：
1億 500 万円

100台
車 両 価 格：
5,250 万円

1,200 台
大型車両の
FC化

電気商用車・バスなど：
1,500 台、LP ガス商用車・
バスなど：2万台、天然ガス
商用車・バスなど：3.2 万台

FCフォークリフト 40台 500 台 1万台
天然ガスフォークリフト：
2,500 台

水素ステー
ション

軒数 100カ所 160カ所 320 カ所 900 カ所

ガソリンスタンド：3.1 万カ
所、充電スポット：2.2 万カ
所、LP ガ ス ス タ ン ド：
1,600 カ所、天然ガススタ
ンド：660カ所

整備・運営
費

整備費：3.5 億
円
運営費：3,400
万円 ステーション

コスト半減

整備費：2億円
運営費：1,500
万円

構成機器の
コスト

圧縮機：0.9 億
円
蓄圧気：0.5 億
円

圧縮機：0.5 億
円
蓄圧気：0.1 億
円

出所：  経済産業省「水素基本戦略（概要）」「水素・燃料電池戦略ロードマップ」、次世代自動車振興センター、
東京都 LPガススタンド協会、日本ガス協会の各ウェブサイトを基に作成
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依然として次世代車の一つである
　次世代のモビリティを担う手段としてFCV を
評価する際、EVが対抗軸として取り上げられるこ
とが多い。そのうえで、「FCVはガラパゴス化し
ている、EVに力を入れるべきだ」という見方をと
る人も多い。
　確かに、FCVの代表格とみなされるトヨタ自動
車「MIRAI（ミライ）」や本田技研工業「クラリティ
FUEL CELL」は、モデルチェンジや後継車の開
発は進んでいるとはいえず、販売（リース）台数
も伸び悩んでいるため、この部分だけ切り取って
みれば「停滞している技術に固執し、ガラパゴス
化を招いている」とみてしまうだろう。
　しかし、ここ最近になって欧米や中国など自動
車メーカーがFCVを実用化して市場投入するよ
うになっており、「ガラパゴス化」という指摘は当
たらないようになっている。
　また、自動車に関する規制や政策の動向を見る
と、EV、FCV、PHV、HVは「電動車」としてひと
くくりに扱われることが多くなっている。EVは
蓄電池（バッテリー）に蓄えられたバッテリーで
駆動するので「BEV」と表記され、そのほかの車
種についても「V」の前に電動車を意味する「E」
がつけられるようになっている。つまり、EVや
FCVは車種が違うのではなく、「モーターで動く
自動車であることに変わりはなく、差異はエネル
ギー源にある」と考えることができる。

FCVは EVの死角を突けるか
　EVは、利便性の高さから次世代車で有力視さ
れてきた。しかし、死角がないとはいえないため、
FCVの重要性は依然として高い。EV一辺倒に見
える中国も、以下に挙げるようなEVの死角を踏
まえ、FCVの研究開発や普及を進めているといわ
れている。
　EVの課題としてよく挙げられるのが、エネル
ギーの充填（充電）に時間がかかることである。
サイズが小さい乗用車では、充電にそれほど時間
がかからない、家庭用電源でも使わないときに充

電できる、使用距離もそれほど長くないといった
ことから、不利は顕在化しない。
　しかし、トラックやバスといった商用車の場合、
必要となるエネルギー量が多く、フル充電するに
は数時間単位でかかるとされている。稼働率を高
く維持することが収益性に直結するため、稼働で
きない時間が長時間になる場合は死活問題になり
かねない。予備の蓄電池と入れ替える方法もある
が、手間がかかる、保管場所が必要といった問題
があるため、万能策とはいえない。
　FCVであれば、車両が大きい場合でもエネル
ギーの充填は数分程度で済むとされており、稼働
時間を長く取ることができる。
　また、EVの普及が進むにつれ、蓄電池に必要な
資源を確保できるのかという問題もある。特に、
リチウムイオン電池に欠かせないコバルトについ
ては、主要生産地であるコンゴ民主共和国では、
紛争鉱物に該当するケースや児童労働による採掘
がされているなど、持続性の点で問題視されてい
る。

水素の供給体制はどうするか
　水素の供給体制整備とFCVの普及は、どちら
が先かという「鶏か卵か」という問題に直面して
いる。というのは、FCVを安心して使うには供給
施設を多く設ける必要があるが、供給施設の経営
安定化にはFCVの普及による利用母数の増加が
欠かせないためである。
　こうした問題に対し、海外においては「FCVや
FCフォークリフトのメーカーが自ら水素の供給
網の整備に乗り出す」という動きもある。例えば、
米国のFCトラックベンチャーであるニコラモー
ターカンパニーでは、2028年までに全米で700カ
所もの水素スタンドを整備するとしている。
　一方、日本においては、2018年 2月に自動車メー
カーやエネルギー産業などによって「日本水素ス
テーションネットワーク（以下「JHyM」（ジェイ
ハイム））」が設立された。JHyMでは、燃料供給
業者単体では事業リスクが高い水素ステーション
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の整備を資金面で支えるとともに、運営について
も支援を行うことで、経済的に自立したステーショ
ンの運営ができるように取り組んでいる。

各国で開発が進む FCV、FCバス・トラック
　乗用車では、トヨタ自動車や本田技研工業の取
り組みが先行してきた。トヨタ自動車では、先行
者の強みを生かしつつ、FCVへの参入者も増やす
べく、特許の公開、基幹ユニットとなる燃料電池
スタック（FCスタック）と燃料の水素を貯蔵す
る高圧水素タンクの生産設備の整備などを進めて
いる。また、トヨタ自動車では、MIRAIの技術や
コンポーネントを応用して開発したFCバス
「SORA」を 2018年に発売した。同社では2020
年までに 100台の普及を見込んでいる。
　2018年 11月になり、ドイツのメルセデスベン
ツ が「GLC F-CELL」 を 投 入 し た。GLC 
F-CELLは、同社の主力SUVであるGLCをベー
スに開発されたもので、世界初となる「プラグイ
ンFCV」である。燃料電池に加えて外部から充電
できる補助的な蓄電池を搭載することで、「近距離
は蓄電池に蓄えられた電力、中長距離は燃料電池
で発電した電力を使い分ける」ということを実現
している。
　また、トヨタ自動車に加え、韓国の現代自動車、
米国のニコラモーターカンパニーが力を入れてい
るのが、FCトラックやFCトレーラーである。前
述のとおり、FCVはエネルギー補充に必要な時間
が短い上、トラックやトレーラーであれば移動ルー
トが一定であることから、必要最低限のスタンド
をルート上（例：倉庫、港湾）に設置すればよい
ため、乗用車に比べて燃料電池化するメリットが
大きい。現代自動車は、2019年 4月 15日にスイ
スの水素メーカーであるH2 Energy と合弁契約を
締結し、2020年までに 1,600 台のFCトラックを
納入すると発表している。ニコラモーターも、
2018年 5月に大手ビールメーカーのアンハイ
ザー・ブッシュからFCトラック 800台の受注に
成功している。

FC化の波はフォークリフト、鉄道、ドローンな
どにも広がる
　エネルギー充填速度が充電池に比べて早く、予
備の電池など不稼働資産を持たなくて済むことは、
燃料電池の大きなアドバンテージである。また、
冷凍倉庫など気温が低い場所での稼働にも強いと
されている。その点に注目し、フォークリフトや
鉄道など、長時間で時には過酷な環境での稼働が
求められる機器の燃料電池化が進んでいる。例え
ば、米ネット通販大手のアマゾンや大手流通業の
ウォルマートなどでは、電動フォークリフトの鉛
蓄電池をサイズなどに互換性を持たせた燃料電池
に置き換えている。日本においても、豊田自動織
機が2016年よりFCフォークリフトを市場に投
入するなどしている。
　また、燃料電池は蓄電池に比べて重量当たりの
貯蔵エネルギーが多いため、ドローンのエネルギー
源として活用する取り組みも進められている。例
えば英国でFCドローンの開発を進めている
Project Rachel では、2019年 1月に燃料電池を搭
載したドローンの飛行実験を行い、5kgの荷物を
搭載した状態で70分の飛行に成功した。実験に
参加した企業の一つであるBATCAMが業務で用
いているリチウムイオン電池式のドローンでは12
分程度しか飛行できないため、大きく飛行時間が
延びたことになり、ドローンビジネスを大きく変
えるものと期待されている。
　日本においても、経済産業省近畿経済産業局が
中心となって、水素を燃料とする水素ロータリー
エンジンを搭載した1人乗りのドローン「HyDrone
（仮称）」の開発が進められており、2025年の大阪・
関西万博でのデモフライトを目指している。

6．熱源としての水素
天然ガスや石炭の代替として期待される
　P2Gを語るとき、「わざわざ余剰電力で水素を
製造するのではなく、蓄電池に貯めておけばいい
のでは？」という疑問を持たれることがある。
　しかし、電力より水素で賄ったほうが効率的な
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ものが「熱源としての使用」である。電炉、エア
コン、IH調理器など、電力を熱に変換して使う方
法はあるものの、使う局面が限られており、他の
熱源を代替しきれるものではない。一方、水素で
あれば、化石燃料の代わりに燃やして熱源とする
ことは比較的容易である。また、燃料電池であれば、
エネファームのような熱電併給も可能となる。そ
して、現在水素を製造工程で使用している産業に
おいても、カーボンフリー水素に置き換えること
ができる。
　さらに、再エネ由来の水素であれば、大気中か
ら回収した二酸化炭素と化合させてメタンを製造
し、天然ガスの代わりとして都市ガスとして使用
することで、実質的に二酸化炭素の排出をなくす
ことも可能である。
　
水素火力発電の実現に向けた取り組み動向
　川崎重工業では、神戸市にプラントを設置し、
天然ガスと水素の混焼や水素専焼によるガスター
ビン発電機や、水素のみを燃料とする熱電併給の
実証実験を進めている。また、中部電力では、
NEDOと共同で水素火力発電の実用化に向けた研
究を行っている。
　海外に目を向けると、オランダにおいて天然ガ
ス発電所を水素火力発電に転換するプロジェクト
が進められており、日本からも三菱日立パワーシ
ステムズがプロジェクトに参加している。

7．水素社会を町ぐるみで実現する水素タウン
　これまで個別の水素社会の実現に向けた研究開
発や実証化・商品化の取り組みを紹介してきたが、
こうした取り組みを町ぐるみで行うのが水素タウ
ンである。
　水素タウンは、主として2つの方向性から行わ
れる。一つは鉄鋼業や化学産業など、水素を製造・
利用する地場産業との連携強化である。もう一つ
は、新規産業として水素産業を振興し、町おこし
につなげようというものである。
　例えば、神奈川県川崎市では、水素を製造・利

用する地場産業が盛んであり、港湾設備やパイプ
ラインも整備されているなど、輸送環境も整って
いる。こうした点を活用し、さらに再生可能エネ
ルギーを使って水素を製造することで、川崎市で
は水素を大量生産して利用する「川崎水素ネット
ワーク」のプロジェクトを、地場産業などと連携
して推進している。同プロジェクトでは、副生水素、
下水汚泥、廃プラスチック、再生可能エネルギー
由来の電力で製造された水素、さらには海外から
輸入されたカーボンフリー水素などを、鉄道施設
での燃料電池、水素混焼発電、FCV（乗用車、トラッ
ク、バス）やFCフォークリフトなどで使うもの
である。
　また、福岡県では、水素を製造・利用する地場
産業が盛んであることを生かし、さらに産業の集
積を進めるべく、産学官の連携を図っている。具
体的には、研究開発拠点の整備、人材育成、実証
実験の実施、情報発信の強化などである。また、
用地確保や資金面の支援といった水素ステーショ
ンの整備を進めるなど、多種多様な水素社会の実
現に向けた取り組みを進めている。
　海外に目を転じてみると、中国では河北省張家
口市、広東省仏山市、江蘇省如皋市などにおいて、
国家的に水素タウンの実現に取り組んでいる。こ
れらの水素タウンはそれぞれ背景が異なってい
る。例えば、張家口市は北京市に比較的近く、豊
かな再生可能エネルギーを生かしたカーボンフ
リー水素供給の拠点として位置づけられるととも
に、水素利用機器の製造拠点も設けられている。
仏山市は、もともと自動車産業の集積が進んでお
り、こうした点を生かしたバスやトラックといっ
たFC商用車の製造、さらにはFCバスの導入促
進、スタンドの設置、廃棄物由来の電力やメタン
ガスを活用したカーボンフリー水素の製造などが
取り組まれている。如皋市は、製造業が盛んで副
生水素が多く製造されており、国内外から水素に
関わる産業を誘致するなどして、水素タウンの構
築を進めている。
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8．市民の意識改革も重要に
　多くの人にとって、水素はなじみがあるエネル
ギーとは言えず、爆発時の被害をイメージして危
険なものととらえられがちである。実際、こうし
たイメージから水素ステーションの設置の反対運
動が起き、取り組みが難航するケースもある。
　一方、技術開発が進んだことで、漏洩を早期に
検知したり、そもそも漏洩などの事故が起こりに
くいよう、供給や貯蔵をする機器の耐久性向上が
図られたりしており、イメージほど危険ではなく
なっていると言われている。
　水素社会の実現にあたっては、コストの低減や
使い勝手の向上といったハード面での取り組みだ
けでなく、水素への興味・関心を高め、理解を深
めてもらうというソフト面の取り組みも欠かせな
い。水素社会の実現に取り組む自治体では、市民
向けの説明会・学習会や、水素社会に関する展示
施設を設けるなどして、啓発活動に努めているケー
スもある。
　水素社会の実現にはさまざまな人や団体の関与
が欠かせない。技術開発だけでなく、こうした啓
発活動などによって水素への理解が深まり、「便
利・環境にやさしいから使いたい」という人を増
やせるかが、水素社会の実現のカギを握ることに
なるだろう。

9．  水素社会はこれから実現に
～終わりに代えて

　本誌5月号掲載の前編でもふれたが、燃料電池
をはじめとする水素利用の取り組みは100年単位
で行われており、「依然として実用化しない」とい
う点が「水素を利用する技術はガラパゴス化して
おり、とらわれるのは愚策」などととらえられて
きた。
　しかし、水素を取り巻く環境は、日本に加え、
欧米や中韓などでもP2Gの実用化や産学官連携が
本格化したことなどから、数年前とは大きく変わっ
ている。今でこそ次世代車として注目を集める
EVも、20世紀初頭にいったん社会の主流から外

れたものが今日になって復権している。それと同
様に、水素を利用する技術もまた社会情勢の変化
や技術の発展によって復権しつつあり、水素社会
の実現に向けた取り組みは重要性が増している。
今後の動向には注意を払うべきだろう。
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どのようにすごいのか？」（同庁ウェブサイト

「スペシャルコンテンツ」2018 年 1 月 23 日掲

載）

6）  日経エレクトロニクス「眠れる燃料電池が覚醒」

（2019 年 3 月号、日経 BP）

7）  NEDO「NEDO 燃料電池・水素技術開発ロード

マップ」（2018 年）

8）  環境省低炭素水素サプライチェーン・プラット

フォームウェブサイト「低炭素水素サプライ

チェーンに係る国内外の動向」

9）  技術研究組合 CO2 フリー水素サプライチェーン

推進機構「HySTRA（Vol.2）」（2019 年 2 月）

10）  資源エネルギー庁「福島生まれの水素をオリ

ンピックで活用！浪江町の『再エネ由来水素

プロジェクト』」（同庁ウェブサイト 2018 年 8

水素は次世代のエネルギーたりうるのか？
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月 16 日掲載）

11）  日経 xTECH「ドバイの『ギガソーラー』、

2020 年の万博で燃料電池車に水素を供給」

（2018 年 2 月 15 日掲載、日経 BP）

12）  エネファームパートナーズ「家庭用燃料電池『エ

ネファーム』累積 25 万台突破について」（2018

年 7 月 2 日プレスリリース）

13）  ニコラモーターズウェブサイト（2018 年 5 月

13 日閲覧）

14）  レスポンス「世界初のプラグイン燃料電池車、

メルセデスベンツが欧州で発売…GLC ベー

ス」（2018 年 11 月 14 日掲載、イード）

15）  日経 xTech「現代自動車、スイスの合弁会社

に燃料電池トラック 1,600 台を納入」（2019

年 4 月 18 日掲載）

16）  レスポンス「テスラのライバル、ニコラの燃

料電池電動トラック…1 企業から 800 台を受

注」（2018 年 5 月 7 日掲載、イード）

17）  松本綾子「中国における水素燃料電池車の発

展可能性」（2019 年 3 月、三井物産戦略研究所）

18）  フィナンシャルタイムズ「C h i n a  b e t s  o n  

hydrogen power」（2019 年 1 月 3 日付）

19）  朝日新聞「中国 FCV、地方先行　環境問題考え、

バス・貨物運航」（2018 年 4 月 26 日付朝刊）

20）  E!KANSAI「万博 × 水素で目指す世界」（2018

年度 12・1 月号、経済産業省近畿掲載産業局）

21）  中日新聞「中電が水素発電実用化へ　NEDO

と共同研究、脱化石燃料探る」（2019 年 5 月 5

日付朝刊）

22）  三菱日立パワーシステムズ「オランダで天然

ガス焚き GTCC 発電所の水素焚き転換プロ

ジェクトに参画」（2018 年 3 月 8 日プレスリ

リース）

23）  川崎市「水素社会の実現に向けた川崎水素戦略」

24）  福岡水素エネルギー戦略会議「福岡水素エネ

ルギー戦略会議の取り組み」

産業経済


