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水素エネルギーの利用拡大を目指して

～Hydrogen　Hype（一時の盛り上がり）に終わらせないために～
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THINK ACT
水素を一時の盛り上がりに終わらせないために

水素活用の社会的意義1

THE BIG  3

エネルギーセキュリティ、低炭素社会の実現、エネルギー分散自立型社会の観点

から、水素の利用は有意義である

関係者全員の経済合理性が成り立つモデルの
構築

Hydrogen Hype（一時の盛り上がり）にしては
いけない
2000年代にアメリカで起きた Hypeに見るように、補助金に支えられた無理のある

盛り上がりは、後世に遺恨を残す

利用者、事業者、国・自治体など、関係者全てにとって経済性が成り立つモデル

を工夫して構築することで、持続的な水素の利用のあり方を作り上げたい
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水素エネルギー導入拡大に向けた動き

水素エネルギー導入に向けた動きが活発化している。 従来

からの石油精製や石油化学事業等幅広に用いられている産

業用途に加えて、モビリティとしての燃料電池自動車、電気や

熱というエネルギー供給に用いる燃料電池、更には水素ター

ビン等での活用の検討が進められている。

背景には、再生可能エネルギー導入促進、及び分散自立

型エネルギー社会構築の狙いがある。 輸入化石燃料に依存

している日本がエネルギーセキュリティを考えた場合の国内エ

ネルギー資源という位置づけ、及び CO2削減に向けた CO2
フリーエネルギーとしての位置づけ、この両面から再生可能エ

ネルギーの導入が期待される。 そこで、再生可能エネルギー

の揺らぎを平準化する役割として貯蔵が必要となる中、大規

模・長期の貯蔵方法として優位性を持つ水素が有効と考えら

れる。 また、震災時、大規模集中型のエネルギー供給の脆弱

性を目の当たりにして、家庭用燃料電池の普及が急拡大し補

助金切れになったことは、分散自立型への期待を示すものとい

える。

特に昨今、「究極のエコカー」 として燃料電池車への期待が

高まっている。 自動車主要メーカーは 2015年から 2017年に

かけて、量産型の燃料電池車を発売の予定である。 トヨタは

2014年度内に 700万円程度での国内販売開始を発表した。

燃料電池車への水素供給を行う水素ステーションについて

は、2015年に 100箇所の設置が予定されている。岩谷産業は、

2015年度までに、東京・大阪 ・名古屋・福岡の四大都市圏

を中心に 20箇所の水素ステーション設置を発表しており、先

日、尼崎に国内初の商用水素ステーションを完成させた。

政策的支援の検討も進められている。 燃料電池車の購入に

際して 200 から 300万円程度の補助金支給の方針を固めたと

いう。 また、昨年夏の規制改革会議での閣議決定を踏まえて、

保安規制に関する規制緩和等の検討が進められている状況

である。

燃料電池に関しても、2015年以降の補助金撤廃を目前にし

て、コスト低減への取組みに余念がない。 更に、東芝燃料電

池システムが岩谷産業等とともに、山口県で純水素型燃料電

池コジェネレーションシステムによるエネルギー供給の実証実

験をスタートさせる。 家庭向けの出力 0.7kWの燃料電池と出

力数 kWの業務用燃料電池を、山口県周南市を中心に商用

水素ステーションに順次設置。 長歩工産のボイラー型蓄湯ユ

ニットと組み合わせる。 2017年度まで 4年間の実証で得られる

成果を活用して、純水素型燃料電池システムの普及を目指す。

課題はコスト・経済性

水素エネルギーに関する課題は、一言で言うと、経済合理

性である。 技術的な観点から実用化の目途は立っているが、

ビジネス全体の経済合理性の見通しが不透明である。

燃料電池車の事業モデルには、大きくは燃料電池車と水素

供給インフラの要素がある。 燃料電池車については、FCスタッ

クの耐久性や低温始動性といった技術面の課題が克服されて

きており、コスト面についても、2015年には 1,000万円を切る

水準に達する見通しである。 技術 ・ コストの両面で課題は解

消されつつあるようだ。

水素供給インフラは、水素製造、貯蔵・輸送、及び供給、の

3 つのステップからなる。 水素製造オプションの中、副生水素、

ガス改質、電気分解は、供給安定や CO2面での課題はあるも

のの、技術的には実用化レベル。 再生可能エネルギーを用い

A
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出所：各種新聞記事、各種レポートローランド・ベルガー

A 日本のエネルギーを取り巻く課題

エネルギー安全保障体制
の強化・確立

 > 日本のエネルギー自給率

は先進国で最低水準であ

り、安全保障体制が脆弱

 > 有力な打ち手であった原子

力は、震災以後、少なくとも

当面、推進が困難に

エネルギー国家安全保障
の確立

日本の課題

水素への期待

 > 国内の再生エネルギーによ

り水素を製造することで、エ

ネルギーの自給率を高める

水素は多様なエネルギー源から
製造することができる二次エネル
ギーであるため、エネルギーの供
給源を分散

大幅な CO2削減に向けた
打ち手

 > 日本政府は、2020年迄に

25%、2050年迄に 80%の

CO2 を削減する方針

 > 既に世界トップレベルの

低炭素社会を実現してお

り、新たな打ち手が必要

低炭素社会の実現

災害リスクの軽減と地産地消
型社会の構築

 > 震災を受け、集中型の発

電・電力供給システムの

脆弱性が浮き彫りに

 > 地域社会でのエネルギー

自給体制構築のニーズ高

まり

分散型社会への移行

水素への期待

 > 再生エネルギーでの水素製造

及び CCSの導入により、CO2
フリーでのエネルギー供給が

可能に

水素は燃やしても CO2 を排出し
ないクリーンなエネルギーであり、
CO2排出の大幅削減に貢献

水素への期待

 > 再生可能エネルギーにより、

消費地近隣で水素製造

消費地近隣で水素を製造するこ
とにより、地域分散・循環型のエ
ネルギー社会を構築
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た電気分解には安定性・量産化面での課題がある状況。 従っ

て、CO2等を気にしなければ、実用化は可能である。 輸送 ・

貯蔵については、高圧水素、液体水素は現時点でも既に実用

化されており、大量 ・長期の貯蔵を可能とする有機ハイドライ

ドも実用化レベルに近い状況まできている模様だ。 供給につ

いても技術面では問題ない。 すなわちインフラ側も技術は実

用化段階にある。

しかし、コスト面の課題が大きい。 現状では、水素ステーショ

ン 1箇所 5 ～ 6億円必要とされる。 ドイツでの、1.5 ～ 2億円

程度と比べ大きな差がある。 固定費負担が大きいこの状況で

あれば、規制緩和や技術開発によりコスト低減を目指すことは

当然必要である一方で、水素ステーションの稼働率を高めて

いくことが不可欠となる。 「ニワトリとタマゴ」 ではあるが、燃料

電池車の販売台数が読めない中で、水素ステーションの設置・

展開を期待されているインフラ系事業者が逡巡しているのもこ

のポイントによる。 トヨタが移動式水素ステーションを展開する

との報道も事実とすればこの点に起因すると考えられ、動いて

取りに行くことで需要量を確保し、稼動率を高める狙いであろう。

2015年以降の水素社会の展開に向けて

これまでは、燃料電池や燃料電池車という商品別に、また、

2015年までに燃料電池向け補助金をなくし、水素供給インフ

ラを整備して車両を発売する、といった比較的短期的な目標に

向けて動きが進められてきた感がある。 しかし、本質的には、

燃料電池車、燃料電池、といった特定の商材や用途に限った

ものではなく、社会全体の中での位置付けを長期的な視点で

描くことが必要だろう。 そして、その中でいかに水素の用途を

開拓して需要量を高め、コスト負担を薄くしていくか、ということ

がポイントである。

水素の用途という面では、従来の産業用途、モビリティであ

る燃料電池車、エネルギーとしての燃料電池が中心的に検討

されている。 しかし、健康への影響をアピールした水素水が実

際に販売され、大量 ・長期保存が可能な点に目をつけて非常

時用電源としての活用も期待される。 音が静かであることから、

燃料電池の新たな用途先もあるかもしれない。 水素の特性に

着目して用途の幅と量を拡大していくことを検討しなければな

らない。

経済合理性が成り立つモデルが、もう一つの重要な視点で

ある。 そして、補助金に依存し続けることなく、関係各者にとっ

て経済合理性が成り立つモデルをいかに構築するかが重要で

ある。

現状では、初期投資についての一定の補助金が予定されて

いるが、未来永劫に補助金が必要となるようでは、事業として

の自立は期待できず、補助金が外れた瞬間に成り立たないも

のとなる。 500万円以上するであろう燃料電池車を購入する消

費者層は多くはない。 需要が小さな地方において、燃料電池

車だけを狙って高価な水素ステーションを設置しても、稼働率

が高まらず経済性が成り立たないだろう。 消費者は環境意識

だけで価格が高く水素ステーションがまばらで不安になる燃料

電池車を買わないし、企業も CSRのために社用車等を燃料電

池車にするのも限度があろう。 インフラ各社が水素ステーショ

ンの設置拡大に慎重なのは、初期コストが膨大な上燃料電池

車の普及拡大の見通しが不透明でオペレーションにおける収

益性が不透明なためである。 政府としても地方活性化や雇用

確保、エネルギーセキュリティ面での意義を持たせられるが、そ

うは言ってもいつまでも補助金頼みを続けることはできない。

従って、全体としての経済合理性が必須である。 その中で、

最終顧客にとっての経済性が成立するために、技術選択・組

み合わせとターゲットとする顧客の括りを最適化する、そして補

助金も適宜活用しつつ事業者の観点からみた経済性も成立さ

せる、という工夫が必要となる。

需要密度を高め、供給とのバランスをとる

基本的な考え方としては、コストと需要のバランスを取るという

ことである。 水素の製造・貯蔵・輸送・供給のバリューチェー

ンにおける高コストが課題であるため、技術革新や製造量の拡

大により単位コストを下げる努力は当然行う。 他方で、需要を

しっかり固めていくことで、設備の稼動を高く保ち固定費負担

を出来るだけ下げる必要がある。

これにはいくつかの方向性がある。 一つは、高コストに見合

う大量の需要を作ること。 例えば、東京や横浜は、日本で最大

の需要が集中しており、密度が高い。 ここで、モビリティ、エネ

ルギー双方の需要に水素を充当していく。 確実な需要を作る

ことが出来るタクシー ・バス等の公共交通、物流業者のトラック

等フリートユーザーを取り込む。 オフィスビル ・商業施設等の

大規模なエネルギーニーズも燃料電池で賄う。

横浜には、JX、日産、大規模水素輸送・貯蔵技術の有機ハ

イドライドを持つ千代田化工という水素関連事業者が揃ってい

るため、水素社会の導入拡大の起点にすることもできるだろう。

そして、2020年東京オリンピックをショーケースとして、日本の

水素技術と経済性が成り立つ事業モデルを世界に発信する。

ポイントは、オリンピック以後も使えるインフラとして設計すること

であろう。

他方、地方での可能性も探りたい。 需要密度の低い地域で

も一定の需要を確保できるよう、移動型の水素ステーションで

カバーエリアを拡大し、より多くの燃料電池車の需要を取りに行

くことも有効だろう。 また、地方の小規模な町でも、地域の新た

な水素需要を開拓することで需要を高める。 燃料電池車や家

庭用の電力と熱需要をカバーするための燃料電池向け需要は

勿論のこと、ボイラーの燃料、漁業用の船舶の燃料として用い

る。 長期大量貯蔵に優位性がある水素であれば、非常時の用

途にも有効であろうし、また例えば、遠隔地の通信基地局での

需要等を賄うことも可能かもしれない。 水素エネルギーの特徴

を踏まえた用途を新たに開拓していくことで、地方で、水素ス

テーションを核とした水素の活用の可能性が広がってくるので

はないだろうか。
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水素を利活用する社会実現の成立要件B

商品提供者（自動車メーカー等）の合理性

政府・補助金支給者の合理性

インフラ事業者の合理性

消費者にとっての合理性

 > 使用シーン、投入コストを加味し、的確な技術の
組み合わせを選択、採用することで、商品の採
算確保

 > 政府・公的機関・企業からの補助金を最初の
一転がりに利用

 > ビジネスモデル ・技術進化で依存から脱却する
ことで、補助金支給の意義が生じる

 > 償却コスト、運営コストを最小化することでインフラ
サービスプロバイダーなど事業収益性を確保

 > 競合技術と比較した優位性やインフラの状況を
鑑みて、最もメリットが享受できる顧客を選定

経

済

合

理

性

の

成

立

経済合理性を成立させる事例

水素エネルギーが持続的な社会インフラとしてあり続けるた

めには、関係するステークホルダー全員にとって経済合理性

が成立することが不可欠なのは前述のとおりである。

燃料電池車や燃料電池を利用しモビリティやエネルギーを

活用する企業や消費者等の利用者、燃料電池車を提供する

自動車メーカーや水素ステーション等のインフラを提供するイ

ンフラ事業者等の事業者、そして水素インフラの普及に社会的

意義を見出す（そのために補助金等のサポートを行う）地方 ・

中央政府、これら全ての関係者にとって、合理性が成り立たな

ければならない。

関係者にとって、それぞれの合理性を担保しながら、事業全

体のモデルを成立させようとしている取組みとして、フランスポ

ストの事例がある。 フランスポストは、2014年から燃料電池レン

ジエクステンダーを追加した電気自動車を、地域限定で郵便

配達サービスに採用している。 もともとは電気自動車を使用し

ていたが、航続距離を 100km程度に限定し、500万円程度と

比較的廉価の車両コストで調達できる燃料電池レンジエクステ

ンダーを採用した。 冬は燃料電池の熱を暖房として使用でき

電気自動車での効率低下の課題を避けられるというメリットもあ

る。 利用者であるフランスポストにとっては上記の EVの技術課

題を克服しつつレンジエクステンダーとして水素を活用するこ

とで廉価な車両を活用して合理性を担保。 インフラ側につい

ては、太陽光発電を活用した小型の水素製造装置・ 水素ス

テーションでコストを抑えつつ、必ず自社の車両が 1日 1回の

水素充填利用することで稼動を確保する。 フランス政府は自

国水素産業の育成、地方は知名度向上の目的を持って合理

的な範囲での支援を行っている。

国内でも興味深い取組みがある。 北海道の苫前町における

グリーン水素プロジェクトである。 既設風力発電機を活用した

事業モデルを構築し、風力発電によるグリーン水素事業全般

をインキュベートしようとする取組みである。 ここでは、既設の

風力発電機で発電した電力で電気分解により水素を製造。 そ

の水素を、ボイラーの燃料、漁船の燃料として活用し地域への

B

C

フランスポストの取り組みC

-

出所：米国エネルギー庁資料、各種新便記事、ローランド ・ベルガー

 > 採用する車両は、フランス企業 Symbio Fcell
社製で、価格が 500万円

 > 元々 EVを使用していたが、配達に必要な距
離をカバーし、航続距離は 2倍の 100KM以
上に向上

 > さらに、冬では燃料電池の熱を運転室暖房と
して使用でき、EVでの効率低下を避けられる

フランスポストは 2014年 1月から、燃料電池をレンジエクス

テンダーとして追加した電気自動車による郵便配達サービス

を Fanche-Comete地域に試験展開

燃料電池電気自動車

レンジエクステンダー

小型水素タンク

H

 > 低価格の車両（500万円程度）を使
用し、コストを抑える

 > 小規模な水素ステーションでコストを
抑える

水素充填・
充電に戻る

フランスポストのビジネスモデル

-

Franche-Comté

水を電解し、
水素を製造

太陽発電

郵便物
配達



4

THINK ACT
水素を一時の盛り上がりに終わらせないために

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS

た電気分解には安定性・量産化面での課題がある状況。 従っ

て、CO2等を気にしなければ、実用化は可能である。 輸送 ・

貯蔵については、高圧水素、液体水素は現時点でも既に実用

化されており、大量 ・長期の貯蔵を可能とする有機ハイドライ

ドも実用化レベルに近い状況まできている模様だ。 供給につ

いても技術面では問題ない。 すなわちインフラ側も技術は実

用化段階にある。

しかし、コスト面の課題が大きい。 現状では、水素ステーショ

ン 1箇所 5 ～ 6億円必要とされる。 ドイツでの、1.5 ～ 2億円

程度と比べ大きな差がある。 固定費負担が大きいこの状況で

あれば、規制緩和や技術開発によりコスト低減を目指すことは

当然必要である一方で、水素ステーションの稼働率を高めて

いくことが不可欠となる。 「ニワトリとタマゴ」 ではあるが、燃料

電池車の販売台数が読めない中で、水素ステーションの設置・

展開を期待されているインフラ系事業者が逡巡しているのもこ

のポイントによる。 トヨタが移動式水素ステーションを展開する

との報道も事実とすればこの点に起因すると考えられ、動いて

取りに行くことで需要量を確保し、稼動率を高める狙いであろう。

2015年以降の水素社会の展開に向けて

これまでは、燃料電池や燃料電池車という商品別に、また、

2015年までに燃料電池向け補助金をなくし、水素供給インフ

ラを整備して車両を発売する、といった比較的短期的な目標に

向けて動きが進められてきた感がある。 しかし、本質的には、

燃料電池車、燃料電池、といった特定の商材や用途に限った

ものではなく、社会全体の中での位置付けを長期的な視点で

描くことが必要だろう。 そして、その中でいかに水素の用途を

開拓して需要量を高め、コスト負担を薄くしていくか、ということ

がポイントである。

水素の用途という面では、従来の産業用途、モビリティであ

る燃料電池車、エネルギーとしての燃料電池が中心的に検討

されている。 しかし、健康への影響をアピールした水素水が実

際に販売され、大量 ・長期保存が可能な点に目をつけて非常

時用電源としての活用も期待される。 音が静かであることから、

燃料電池の新たな用途先もあるかもしれない。 水素の特性に

着目して用途の幅と量を拡大していくことを検討しなければな

らない。

経済合理性が成り立つモデルが、もう一つの重要な視点で

ある。 そして、補助金に依存し続けることなく、関係各者にとっ

て経済合理性が成り立つモデルをいかに構築するかが重要で

ある。

現状では、初期投資についての一定の補助金が予定されて

いるが、未来永劫に補助金が必要となるようでは、事業として

の自立は期待できず、補助金が外れた瞬間に成り立たないも

のとなる。 500万円以上するであろう燃料電池車を購入する消

費者層は多くはない。 需要が小さな地方において、燃料電池

車だけを狙って高価な水素ステーションを設置しても、稼働率

が高まらず経済性が成り立たないだろう。 消費者は環境意識

だけで価格が高く水素ステーションがまばらで不安になる燃料

電池車を買わないし、企業も CSRのために社用車等を燃料電

池車にするのも限度があろう。 インフラ各社が水素ステーショ

ンの設置拡大に慎重なのは、初期コストが膨大な上燃料電池

車の普及拡大の見通しが不透明でオペレーションにおける収

益性が不透明なためである。 政府としても地方活性化や雇用

確保、エネルギーセキュリティ面での意義を持たせられるが、そ

うは言ってもいつまでも補助金頼みを続けることはできない。

従って、全体としての経済合理性が必須である。 その中で、

最終顧客にとっての経済性が成立するために、技術選択・組

み合わせとターゲットとする顧客の括りを最適化する、そして補

助金も適宜活用しつつ事業者の観点からみた経済性も成立さ

せる、という工夫が必要となる。

需要密度を高め、供給とのバランスをとる

基本的な考え方としては、コストと需要のバランスを取るという

ことである。 水素の製造・貯蔵・輸送・供給のバリューチェー

ンにおける高コストが課題であるため、技術革新や製造量の拡

大により単位コストを下げる努力は当然行う。 他方で、需要を

しっかり固めていくことで、設備の稼動を高く保ち固定費負担

を出来るだけ下げる必要がある。

これにはいくつかの方向性がある。 一つは、高コストに見合

う大量の需要を作ること。 例えば、東京や横浜は、日本で最大

の需要が集中しており、密度が高い。 ここで、モビリティ、エネ

ルギー双方の需要に水素を充当していく。 確実な需要を作る

ことが出来るタクシー ・バス等の公共交通、物流業者のトラック

等フリートユーザーを取り込む。 オフィスビル ・商業施設等の

大規模なエネルギーニーズも燃料電池で賄う。

横浜には、JX、日産、大規模水素輸送・貯蔵技術の有機ハ

イドライドを持つ千代田化工という水素関連事業者が揃ってい

るため、水素社会の導入拡大の起点にすることもできるだろう。

そして、2020年東京オリンピックをショーケースとして、日本の

水素技術と経済性が成り立つ事業モデルを世界に発信する。

ポイントは、オリンピック以後も使えるインフラとして設計すること

であろう。

他方、地方での可能性も探りたい。 需要密度の低い地域で

も一定の需要を確保できるよう、移動型の水素ステーションで

カバーエリアを拡大し、より多くの燃料電池車の需要を取りに行

くことも有効だろう。 また、地方の小規模な町でも、地域の新た

な水素需要を開拓することで需要を高める。 燃料電池車や家

庭用の電力と熱需要をカバーするための燃料電池向け需要は

勿論のこと、ボイラーの燃料、漁業用の船舶の燃料として用い

る。 長期大量貯蔵に優位性がある水素であれば、非常時の用

途にも有効であろうし、また例えば、遠隔地の通信基地局での

需要等を賄うことも可能かもしれない。 水素エネルギーの特徴

を踏まえた用途を新たに開拓していくことで、地方で、水素ス

テーションを核とした水素の活用の可能性が広がってくるので

はないだろうか。
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水素を利活用する社会実現の成立要件B

商品提供者（自動車メーカー等）の合理性

政府・補助金支給者の合理性

インフラ事業者の合理性

消費者にとっての合理性

 > 使用シーン、投入コストを加味し、的確な技術の
組み合わせを選択、採用することで、商品の採
算確保

 > 政府・公的機関・企業からの補助金を最初の
一転がりに利用

 > ビジネスモデル ・技術進化で依存から脱却する
ことで、補助金支給の意義が生じる

 > 償却コスト、運営コストを最小化することでインフラ
サービスプロバイダーなど事業収益性を確保

 > 競合技術と比較した優位性やインフラの状況を
鑑みて、最もメリットが享受できる顧客を選定

経

済

合

理

性

の

成

立

経済合理性を成立させる事例

水素エネルギーが持続的な社会インフラとしてあり続けるた

めには、関係するステークホルダー全員にとって経済合理性

が成立することが不可欠なのは前述のとおりである。

燃料電池車や燃料電池を利用しモビリティやエネルギーを

活用する企業や消費者等の利用者、燃料電池車を提供する

自動車メーカーや水素ステーション等のインフラを提供するイ

ンフラ事業者等の事業者、そして水素インフラの普及に社会的

意義を見出す（そのために補助金等のサポートを行う）地方 ・

中央政府、これら全ての関係者にとって、合理性が成り立たな

ければならない。

関係者にとって、それぞれの合理性を担保しながら、事業全

体のモデルを成立させようとしている取組みとして、フランスポ

ストの事例がある。 フランスポストは、2014年から燃料電池レン

ジエクステンダーを追加した電気自動車を、地域限定で郵便

配達サービスに採用している。 もともとは電気自動車を使用し

ていたが、航続距離を 100km程度に限定し、500万円程度と

比較的廉価の車両コストで調達できる燃料電池レンジエクステ

ンダーを採用した。 冬は燃料電池の熱を暖房として使用でき

電気自動車での効率低下の課題を避けられるというメリットもあ

る。 利用者であるフランスポストにとっては上記の EVの技術課

題を克服しつつレンジエクステンダーとして水素を活用するこ

とで廉価な車両を活用して合理性を担保。 インフラ側につい

ては、太陽光発電を活用した小型の水素製造装置・ 水素ス

テーションでコストを抑えつつ、必ず自社の車両が 1日 1回の

水素充填利用することで稼動を確保する。 フランス政府は自

国水素産業の育成、地方は知名度向上の目的を持って合理

的な範囲での支援を行っている。

国内でも興味深い取組みがある。 北海道の苫前町における

グリーン水素プロジェクトである。 既設風力発電機を活用した

事業モデルを構築し、風力発電によるグリーン水素事業全般

をインキュベートしようとする取組みである。 ここでは、既設の

風力発電機で発電した電力で電気分解により水素を製造。 そ

の水素を、ボイラーの燃料、漁船の燃料として活用し地域への

B

C

フランスポストの取り組みC

-

出所：米国エネルギー庁資料、各種新便記事、ローランド ・ベルガー

 > 採用する車両は、フランス企業 Symbio Fcell
社製で、価格が 500万円

 > 元々 EVを使用していたが、配達に必要な距
離をカバーし、航続距離は 2倍の 100KM以
上に向上

 > さらに、冬では燃料電池の熱を運転室暖房と
して使用でき、EVでの効率低下を避けられる

フランスポストは 2014年 1月から、燃料電池をレンジエクス

テンダーとして追加した電気自動車による郵便配達サービス

を Fanche-Comete地域に試験展開

燃料電池電気自動車

レンジエクステンダー

小型水素タンク

H

 > 低価格の車両（500万円程度）を使
用し、コストを抑える

 > 小規模な水素ステーションでコストを
抑える

水素充填・
充電に戻る

フランスポストのビジネスモデル

-

Franche-Comté

水を電解し、
水素を製造

太陽発電

郵便物
配達
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エネルギーに還元し、燃料電池車への水素供給も視野に入れ

ている。 純国産エネルギーの地産地消モデルとして、既存風

力発電機を用いることで初期投資の削減しつつ、再生可能エ

ネルギー資源を地域内で活用することで資金の地域外流出を

防ぐとともに地域の雇用創出、活性化というベネフィットを狙う。

一時の盛り上がりに終わらせないために

水素の活用は、1990年代の WE－ NETから様々な検討が

進められ、2000年代初頭には数年内に実用化とまで言われた

が、実際は現時点でも経済性の課題が残っている。 そのため、

現在、初期投資のみならず運営費用に対しても補助が検討さ

れている状況にあるようだ。 しかし、いつまでも補助金頼みで

は企業や投資家の興味を惹きつけることは出来ず、補助金が

止まった瞬間に取組みが頓挫する。

実際、2000年代初頭のアメリカでも「Hydrogen Hype」が起こっ

ていた。 FreedomCAR & Hydrogen Fuel Partnership。 2002 年

に米国エネルギー省長官と自動車 OEMビッグ 3 （GM、Ford、
Chrysler）による官民一体の研究開発パートナーシップである。

当時のブッシュ大統領がこのパートナーシップに対して 5年間

で 17億ドルの研究資金を投じると発表、国として燃料電池車

の研究と水素インフラの研究を並行して推進することを表明し

た。 カリフォルニアでも 1999年、米欧日の自動車メーカー、石

油会社、燃料電池メーカー、カリフォルニア州を中心とした行

政組織が参画した、California Fuel Cell Partnershipが発足。 共

同で燃料電池車の実用化に向けた走行試験や普及活動を実

施した。具体的には、燃料電池車の車両走行実験、水素ステー

ションの導入促進、水素ステーション ・車両間プロトコル設定、

燃料電池車認知獲得に向けて共同で資料出版等を行った。

拙速に実用化を進めることを疑問視する声も存在はした。 将

来的な水素の潜在的優位性として、クリーンであること、豊富な

元素であること、広範囲の資源から製造可能であることなどを

評価。 その一方で、製造 ・ 貯蔵に大量のエネルギーが必要

で経済性が低い、エネルギー密度が低く入手の効率が低い、

安全対策が不十分、との課題が指摘されていた。 実用化を進

めようとすると、コストの観点を重視して天然ガスから製造するこ

とになり、製造過程で CO2 を排出するため、CO2削減の方向

性に逆行する。

この警鐘にも関わらず燃料電池車実用化を推進した一方

で、電池技術の進展により EVが次世代技術の主役に踊りだ

す。加えて、法規制の変化によりZEV法でのEVの評価が高まっ

たことで完成車メーカー（OEM）各社の注力領域がEVにシフト。

燃料電池車の開発は下火になった。

結果として、無駄な政府支援、OEMの莫大な開発投資、燃

料電池車へのネガティブな認識が残り、その後の燃料電池車

開発・普及の足枷になっている。 米国エネルギー省は 2003
年から 2010年で累計約 1,800億円の支援を行った。 GMは

燃料電池車に累計 1,500億円の開発費を投下。 この開発費

の配賦を車体価格の 1割程度に納めるには数十万台規模の

販売が必要といわれる。 OEMごとに燃料電池車に対する注力

度合いは異なってはいたが、一度頓挫してしまったことで、燃

料電池車に対する懐疑的な見方が強くなってしまった。

この例からも、拙速に実用化を推進して失敗した場合、負の

遺産が大きく残ってしまうことが懸念される。

国のエネルギーセキュリティ等の観点から重要なこの取組み

を一時の盛り上がりに終わらせないためには、経済合理性が

成り立つ成功を積み重ねていくことが求められる。 そのための

知恵と工夫の結集が必要なのではないだろうか。
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無駄な政府援助金

 > DOEの支援額 2003年から 2010年で
累計約 1,800億円

 > 多額の投資にも関わらず、普及に至っ
ていないことは、その後の政府支援に
とって足枷

莫大な OEMの開発費

 > 例えば GMは、燃料電池車に累計
1,500億円の開発費を投資

 > この基礎・選考開発費の配賦を車体
価格の 1割程度に納めるには数十万
台規模の販売台数が必要

燃料電池車へのネガティブな業界認識

 > 従来より、燃料電池車への注力有無は
OEM毎の戦略によって違い

 > しかし、一度燃料電池車が頓挫するこ
とで、「燃料電池車懐疑派」の意見が
より強く

 – "燃料電池車のためのインフラが見
えないし、水素が妥当なコストで大
規模に製造できる方法が見えない "
　　　　　　　　　　　　　　（VW CEO）
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ご承知のとおり、内燃機関の有力な代替

燃料車としては、既に市販されている EV （電
気自動車）がある。

本調査は、ドイツの FKA1 との共同調査で、
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電気自動車を生産する主要 7 カ国 （ドイツ、フランス、イタリア、
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2) EV, PHEVを対象とする
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