ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ Week 2016 ：水素・燃料電池展、参加報告
未来技術フォーラム神戸 板山克広
2016 年 3 月 2 日から 3 日間にわたり東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄで開催された「ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ Week2016」
のなかで、第 12 回水素・燃料電池展で併催された専門技術ｾﾐﾅｰの一部を聴講した。最近、
燃料電池車(FCV)を中心として世界各国で取り組みが活発となっている“水素利用”である
が、その取り組みの原動力、そしてその方向性は国、地域により異なる。今回、その中で
も取り組みの進むﾄﾞｲﾂと日本の違いを知る講演を聴講したので、その概要を報告する。
１．

ﾄﾞｲﾂのｴﾈﾙｷﾞｰ転換政策“Energiewende“を支える Power-to-Gas

ﾄﾞｲﾂの新ｴﾈﾙｷﾞｰ関連での経験が豊富なｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会社 Ludwig-Bölkow-Systemtechnik 社の
Bünger 氏による表題の講演があった。同社によると欧、米、日では水素活用を重要視する
点では共通するものの、その方向性、動機は異なるという。米国、日本では水素をｴﾈﾙｷﾞｰ
源 と す る “Gas-to-Power“に 力 点 を 置 く の に 対 し て 、 欧 州 で は 電 力 を 水 素 に 変 換 す る
“Power-to-gas“を狙いとする。電気により製造された水素を燃料、電気あるいは原料として
最終的に利用されることに変わりはないが、前者では安価な水素源を求めることとなる。
水素利用の最大の理由は温暖化ｶﾞｽ(GHG)削減のための化石燃料代替であることに違いは
ない筈であるが、何故このような差が生まれるのか。欧州の温暖化ｶﾞｽ削減の動きを牽引す
るﾄﾞｲﾂの事情が紹介された。
１－１．ﾄﾞｲﾂの電力事情と電力貯蔵の必要性
ﾄﾞｲﾂは 2050 年目標として、GHG 排出量を 1990 年比 80~95%削減し、その為に電力供
給量の 80%を再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(RE：水力を含む)で賄うとする。ﾄﾞｲﾂでは風力、太陽光(PV)
発電、ﾊﾞｲｵﾏｽの導入が急速に進み 2013 年段階で電力供給量の比率が 25%まで来ているが、
中間目標値である 2020 年 35%の達成に向けて既に克服すべき課題に直面している。それは
RE 比率 11%の日本でさえ既に問題となりつつある“電力余剰”である。現在 85.3GW の
RE 発電能力で 136.1TWh の電力を生み出しているが、余剰電力(多くが低需要の夜間にも
動く風力によるもの)はその 1.6%に留まるものの、今後急速に増大し 2030 年以降には問題
が深刻化すると予想されている。一方で、2022 年には原発が全て停止するのに加えて、最
近報道されているように、RE 発電量ｼｪｱ急増により既存の火力発電所の採算性が悪化(予備
電源化)し、大手電力の火力からの撤退が相次ぐ。その結果として 2020 年代における電力
供給力不足が懸念されている。
そこで低電力需要期に発電される RE 電力を高需要期にｼﾌﾄする電力貯蔵が必須の対策と
なり、その手段として揚水発電、蓄電池、そして化学ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵の水電解水素などが考え
られる。ﾄﾞｲﾂでは地形条件から大規模な揚水発電は考えられず、残るは蓄電池あるいは水
素となるが、一般に数日を超える貯蔵には水素のほうが有利で、季節間の長期ｼﾌﾄも求めら
れるﾄﾞｲﾂでは、水素による電力ｼﾌﾄが有力候補だという。このような水素による電力供給の
平準化、つまりは RE のﾍﾞｰｽ電力化、それに蓄電池による秒~時間単位での RE 電力変動の
吸収を組み合わせることにより電力ｼｽﾃﾑの安定化を図る。これがﾄﾞｲﾂの電力ｼｽﾃﾑの将来ｲﾒｰ
ｼﾞとなっている。
１－２．電力を補完する水素
電源の RE 化で生じるもう一つの問題は電力輸送(送電)である。主力の風力発電は北部地
域に偏在し、その電力を大消費地の中南部地域に送る必要がある。また風力、PV は天候に
左右され同時点での発電量が地域間で大きく異なるため、地域間での需給ﾊﾞﾗﾝｽを送電網に
より調整する必要がある。このため“2020 年までの 2,900km の既存送電線の改造と
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2,800km の新設”による送電網の増強を 2008 年に決定したが、環境問題等によりｱｾｽﾒﾝﾄ
が進まず現状 300km の建設にとどまっている。そこで登場するのが電力に替わる水素によ
るｴﾈﾙｷﾞｰ輸送。高圧送電線と同じﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄで 10 倍のｴﾈﾙｷﾞｰをﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝで輸送できる。送電
の一部を電力から転換した水素で一部肩代わりすることによりｴﾈﾙｷﾞｰ輸送ｺｽﾄを大幅に低
減する、という発想である。更に輸送した水素を電力に戻さずに水素のまま利用すれば高
いｴﾈﾙｷﾞｰ効率も期待できる。その最も有力な担い手が燃料電池車(FCV)とみられている。
輸送機分野での GHG 削減(脱化石燃料化)は殆ど進んでおらず、2020 年目標▲10%(対
2005 年)に対して現時点では+1%と大きな足枷となっている。車のｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ化に向けて各
国が今のところ力を入れるのは電気自動車(EV)。EV のｴﾈﾙｷﾞｰ効率は送電ﾛｽ等を加えても
69%と非常に高い。これに対して FCV は水電解と燃料電池が介在するため 32%に留まる。
しかしながら大量の EV 導入を可能にするためには前述の送電ｲﾝﾌﾗの増強が必要であり、ｴ
ﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ全体のｺｽﾄで考えると FCV の方が経済的に有利と試算している。また FCV には
長距離走行、急速ﾁｬｰｼﾞ、快適性などの特徴もあり EV に対しても十分競争力があるとみて
いる。因みに水素からﾒﾀﾝやﾃﾞｨｰｾﾞﾙを合成しｶﾞｿﾘﾝ、天然ｶﾞｽに代替するもう一つの方式は、
ｴﾈﾙｷﾞｰ効率がそれぞれ 17%、14%と極めて低く競争力がないとのこと。
さらに不安定な RE 電力が発電量の 80%以上を占める 2050 年では、電力貯蔵を行うにし
ても電力供給安定化のためには余剰な発電容量の保持が必要で、それによる余剰電力量は
現状の電力総需要に相当する 500TWh と予想する。この膨大な余剰電力を EV、FCV、ﾒﾀﾝ
合成に活用することで、GHG 削減目標と輸送機分野での一次ｴﾈﾙｷﾞｰ使用料 40%削減をとも
に可能とするｼﾅﾘｵを描いている。このように余剰電力を水素により貯蔵し時間ｼﾌﾄする、あ
るいはそのままｴﾈﾙｷﾞｰ源として活用する Power-to-Gas こそが GHG80%削減を可能とする
道と考えている。
１－３．水素社会構築への道筋
このようにﾄﾞｲﾂにおいて将来のｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑのｷｰとなる水素であるが、その普及実現の道
筋は必ずしも見えていない。これはｴﾈﾙｷﾞｰ源として競合する天然ｶﾞｽ、石油に比べてかなり
ｺｽﾄが高く足元では経済的に成り立つｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを見いだせず普及に向けた突破口が開けな
いことによる。水素供給ｺｽﾄを見ると、製造ｺｽﾄが 90%程度を占め(残りは輸送、貯蔵、供給
ｲﾝﾌﾗのｺｽﾄ)、その 60%以上が水電解に必要な電気代となっている(一方、日本が追及する化
石燃料改質による水素は天然ｶﾞｽに競合しうるﾚﾍﾞﾙに近い)。本格的な水素時代の到来は、水
素供給価格が 8~9€/kg 位まで下がり FCV の内燃機関に対する競争力が確保される 2030 年
頃と予想している。勿論、余剰電力のｺｽﾄをどうみるか(極端な例では 0 円電力)、あるいは
化石燃料の価格高騰、炭素税等のﾍﾟﾅﾙﾃｨがどうなるかで状況は大きく変わることも予想さ
れる。
製造ｺｽﾄ低減の鍵となる“大量需要分野の開拓”の候補として期待されるのが化学工業で
ある。例えば石油精製においては、脱硫、ｸﾗｯｷﾝｸﾞなどのﾌﾟﾛｾｽｶﾞｽとして水素が利用される
が、ﾘﾌｫｰﾐﾝｸﾞ等のﾌﾟﾛｾｽ内で得られる水素だけでは足りず、天然ｶﾞｽ改質水素なども調達す
る。これに必要な量は石油精製だけでも電気量換算で 1.5~3.7GW に上り、その際のｶﾞｿﾘﾝ、
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ製造ｺｽﾄへの影響は無視できるﾚﾍﾞﾙという。化学工業が集積すると同時に RE 電力源
や水素大量貯蔵が可能な塩坑空洞跡などの条件が整う北・中部ﾄﾞｲﾂで複数の大型実証ﾌﾟﾛｼﾞ
ｪｸﾄによる実績作りを行っている。
中でもｴﾙﾍﾞ川流域をﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝで結ぶ Unterelbe 地区ﾌﾟﾛｼﾞ
ｪｸﾄでは、水素利用の中核と期待されるﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞで公共交通機関の FCV 化も積極的に進めて
いる。
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上記 2 分野とは異なり、天然ｶﾞｽ(都市ｶﾞｽ)使用分野での水素利用についてはかなり否定的
である。水電解水素は天然ｶﾞｽにｺｽﾄで絶対に勝てない、というのが共通認識となっており、
関連業界からの水素利用に対する支持は得られていない。とはいえ問題の公共性に鑑み、
都市ｶﾞｽ網への 2%程度の水素混入は多くの地域で許容されている。ｶﾞｽ網ｲﾝﾌﾗの活用は水素
社会構築に向けての重要な要素であり、このようなところから徐々に拡大していく道を探
っている。以上を纏めると、2030 年頃の FCV 本格普及を皮切りに、市場規模の拡大に伴
う水素供給ｺｽﾄの低減により、その対象市場を化学工業、最終的にはｶﾞｽ・電力分野に広げ
るｼﾅﾘｵが想定されている。
２．

日本の水素化社会に向けた民間企業の取り組み

日本においても“MIRAI”の発売を契機に一挙に“水素時代の到来”の機運が高まって
きた。勿論、その中心的話題は自動車各社からの FCV の上市とそれを支える水素供給ｲﾝﾌﾗ
網の構築であるが、FCV 以外にも水素時代に向けたﾁｬﾚﾝｼﾞを幾つもの企業が行っている。
今回は“発電事業への水素利用”と“水素ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ”を手掛ける 2 社からの取組紹介が
あった。
２－１．水素焚きｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝの開発：

三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ(MHPS) 谷村主幹技師

大型ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ(CCGT)での水素焚きを検討する MHPS より、その開発取り
組みの紹介があった。同社は 1970 年台から水素焚きｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝに取り組んできたが、それは
副生ｶﾞｽを 10~90%混入する小規模な自家発電・ｺｼﾞｪﾈ用であった。現在は火力発電事業の
GHG 削減と発電ｺｽﾄ低減に狙いを定めて、発電効率 60%(LHV)超えの大型 CCGT への適用
に挑戦している。更に本取組みの社会的位置づけとして、大規模水素需要の創出による水
素利用基盤拡大への貢献を挙げる(天然ｶﾞｽへの水素 20%混入により 500MWGT1 基で FCV
10 万台分以上の水素を消費)。また水素焚きｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝでは、FCV と異なり低品質だが安価
な副生・改質ｶﾞｽをそのまま使えることで、発電ｺｽﾄ低減並びに早期実用化が狙える。
20 年ほど前に取り組んだ経産省ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ“WE-NET”では、
“燃焼温度 1700℃、効率 66%
の純水素炊き CCGT”を目指したが、複雑なｸﾛｰｽﾞﾄﾞｻｲｸﾙを採用し、開発項目が多岐に亘り
ｺｽﾄ的に実用化には至らなかった。今回はその反省をもとに、改造範囲を燃焼器に限る最小
範囲に留めて、従来ﾀｰﾋﾞﾝの水素焚きへの転換への敷居を低くすることをｺﾝｾﾌﾟﾄとしている。
水素焚きにおけるﾘｽｸとしては、ﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ発生による NOx 生成、水素の高燃焼速度による
逆火、火炎位置が変化に伴い燃焼器内部に生じる圧力変動による燃焼振動、が挙げられる。
これらへの対応策として、大型機で主流の空気と燃料を混合して噴射する予混合方式(低
NOx 対策)と、中小型ﾀｰﾋﾞﾝでの実績が豊富な拡散方式(旋回流による火炎安定化効果)、それ
ぞれの長所を取り入れたｸﾗｽﾀｰﾊﾞｰﾅを複数備えたﾏﾙﾁｸﾗｽﾀ燃焼器の開発に取り組んでいる。
本開発においては、高温化、大型化へ向けた改良により如何に高効率化を達成できるか
がﾎﾟｲﾝﾄ。高温・高圧のもとにおける水素ﾃﾞｰﾀが不十分なこともあり、基礎試験と CFD 解
析を組み合わせて開発促進を図っているとのこと。実用化初期段階では水素調達が不安定
なことも想定して、水素添加量を調整できる柔軟性のあるﾌﾟﾗﾝﾄの設計を 2020 年までに完
了したいとしている。実証運転を 2025 年までに終え、水素ｲﾝﾌﾗの発達に合わせて既存ﾌﾟﾗﾝ
ﾄからのﾘﾌﾟﾚｰｽを展開する。
また水素ｲﾝﾌﾗの成熟が予想される 2030 年台の実用化を念頭に、
今年度から水素専焼ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝの基本設計に着手するとのこと。
２－２．水素用いた RE 安定化と貯蔵の適用例： 東芝 大田部長
水素を軸にしたｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの実用化時期は 2020 年台以降との認識が支配的な中にあって、
“現時点でも十分に成立する事業ﾓﾃﾞﾙを追及する”と意気込みを見せるのが東芝。同社は
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風力、PV 等の RE 電力を用いた水電解と純水素燃料電池(FC)を組み合わせた地産地消型の
ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ”H2One”を提案する。鉄道、ﾄﾗｯｸで輸送可能な 20 ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ 3 台に水電解(水素製
造 1m3/h)、FC(出力 3.5kW、発電 55%、温水 40%)、蓄電池(44kWh)、水素貯蔵ﾀﾝｸ(0.8MPa
×33m3、350kWh 電力)そしてｺﾝﾃﾅ上に PV(30kW)の各ﾕﾆｯﾄを搭載。このｼｽﾃﾑにより、非常
時には 300 人に 30kW の電力と 75L/h の温水を 7 日間供給することができるという。平時
は水電解と蓄電池により PV 電力の平準化と余剰電力貯蔵の機能を担う。2015 年 4 月に本
ｼｽﾃﾑの 1 号機が一時避難所に指定された川崎ﾏﾘｴﾝに設置され、6 年間の実証試験に入ってい
る。2016 年 4 月には横浜港流通ｾﾝﾀｰで、災害時 BCP 対策そして平時の電力ﾋﾟｰｸｶｯﾄとﾋﾟｰｸ
ｼﾌﾄ、を目的に運用が開始。さらには JR 東日本武蔵溝ノ口駅での採用も決まったとのこと。
このような H2One ｼｽﾃﾑの公共施設の BCP 以外の用途として期待するのがﾏﾝｼｮﾝへの展開。
共有設備への電力供給とともに災害時の防災自立、地域住民の防災拠点としての活用を狙
い、政策制度による支援(容積率特例等)への働きかけを行っているとのこと。これと並んで
自家発電を必要とする離島、ﾘｿﾞｰﾄ地への展開も図る。RE と水素によるｴﾈﾙｷﾞｰｼﾌﾄ、蓄電池
による電力供給制御を組み合わせ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙより安価に自前の安定な電力、熱を供給し、年
間通して需要の 100%をｶﾊﾞｰする。この最初の実用化例はﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽの「変なﾎﾃﾙ」。第 2 期棟
12 室に電力 54kW(貯蔵電力量 1.8MWh)、温水 24L/min を供給する。本ｼｽﾃﾑでは、電力貯
蔵に標準の 0.8MPa ﾀﾝｸの代わりに水素吸蔵合金を採用し貯蔵面積を 90%削減した。同貯蔵
方法は Li ｲｵﾝ電池対比で設置面積が 1/3、設置ｺｽﾄが 40%ということで、移動用車載ｼｽﾃﾑ用
にも採用している。更に本格的な水素時代を睨んだ大型ｼｽﾃﾑとして、京浜臨海部で「ﾊﾏｳｨﾝ
ｸﾞ (2MW 風力発電)」からの FC ﾌｫｰｸﾘﾌﾄへの水素供給(45MPa)、そして北海道釧路地区で
は小水力発電(220kW)からの公共施設酪農家への電気・熱供給、を環境省「水素ｻﾌﾟﾗｲ実証
事業」として進めている。単なる水素供給ｼｽﾃﾑとしては、本方式が改質水素に勝つ可能性
は低いが、水素ならではの“地産地消型ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ”の特徴を生かして、2020 年には
1000 億円ﾋﾞｼﾞﾈｽに育成できると東芝は言う。
一方、電力貯蔵方法として見た場合、最大の競合相手は蓄電池となる。同社の試算によ
ると、現状でも 20MW 容量で約 2 日分の蓄電量(900MWh)以上ならｺｽﾄで蓄電池単独ｼｽﾃﾑ
に勝つと言う。また前述のように電解水素の供給ｺｽﾄの大きな部分は電解ｺｽﾄであり、余剰/
未利用 RE 電力のｺｽﾄをどう評価するかで話は大きく変わる。そこで本格的な電力貯蔵用途
を睨んで、揚水発電代替として出力 4MWe、電力貯蔵量 32MWh(1 万世帯 8 時間相当)の大
容量電力貯蔵ｼｽﾃﾑ“H2Omega”を提案する。本ｼｽﾃﾑでは現在の高分子型に替わる固体酸化
物型電解、同型 FC の採用により充放電効率 80%が得られ、揚水並みの蓄電ｺｽﾄを狙えると
いう。
３．

所感

脱化石燃料と脱原子力を 2050 年にはあくまでも達成したいﾄﾞｲﾂと、2030 年以降のｴﾈﾙｷﾞ
ｰｼｽﾃﾑを描き切れていない日本。将来における水素の重要性においては両国に相違はなくと
も、目指すところ、役割は大きく異なるのかもしれない。また水素輸送・貯蔵のｲﾝﾌﾗをあ
る程度整えている欧州と、ﾄﾚｰﾗ、海上輸送に頼らざるを得ない日本では、同じ“水素社会”
といいながらそのｱﾌﾟﾛｰﾁは違ったものとなろう。しかしながらそれを支える技術において
は、国・地域の違いはない。産業の国際競争力という観点では海外の動向も十分注意して
おく必要がある。その意味で、将来及び海外市場も見据えて、現時点ではここで紹介した
東芝、MHPS のような多様な取り組みを幅広く行っていくことが重要であろう。
本格的な水素社会の到来は 2030 年以降、現時点ではこの認識は世界に共通したものとな
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っている。しかしながらその時期は各国の政策により大きく動くのも確か。産業界が嫌う
排出権取引の拡大、炭素税の導入などのﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ手法であるが、欧米での動きによっては
水素を巡る流れが一変する可能もある。欧米の動きに大きく遅れるようなことがあれば日
本の競争力に大きく影を落とすことになる。そろそろ原発論議にも決着をつけ、2030 年以
降の明確なｴﾈﾙｷﾞｰ計画を描く中で、強力な政策誘導を行っていくべき時期に差し掛かって
いると思う。東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸを好機として、国のﾋﾞｼﾞｮﾝと具体策としての政策ﾊﾟｯｹｰｼﾞが提出
されることを期待したい。
以上
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