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昨年後半から経済紙の一面を水素関連の記事が飾るというような場面が増えてきまし
た。さらに菅首相のカーボンニュートラル宣言が言明されるとさらに周辺記事が増えてい
る様に思います。カーボンニュートラル関連で大手の鉄鋼会社による水素製鉄実用化への
研究加速や電力会社の低炭素化における水素発電への言及等，数えればきりがありません。
これらは日欧の環境関連の話かと思えば，10月に日本で開催された水素閣僚会議に UAE
やオマーンの大臣が参加して水素の戦略について話をするというような動きも出てきてい
ます。
今なぜ世界で水素が注目浴びており，なぜ中東へもその動きが及んでいるかを説明する
と同時に日本と中東の新しい関係の可能性について述べさせて頂きます。
水素の役割
当初水素というと燃料電池車の燃料であり，地域環境問題の切り札として米国加州のス
モッグ問題や北京の都市汚染対策の ZEV（ゼロエミッション）車として注目を浴びてき
た。さらに地球温暖化対策が喫緊の問題として取り上げられるに従い，使用時に CO２を
排出しないエネルギーとして新たな役割を帯びることになった。従って，当初は石油代替
のクリーンエネルギーとして化石燃料由来でも良かった製造法も，地球温暖化を反映した
製造時に温暖化ガスを排出しない方法，すなわち再エネ由来や CCS による温暖化ガス封
じ込めとのつながりで論じられるようになった。
水素はあまり一般には認識されていないが，アンモニア製造や石油精製所での原料とし
て現在でも大量に製造，使用されている。またエネルギーとしても，過去には都市ガスの
大きな成分であった（60-70％水素，残りは一酸化炭素とメタン他）。現在，都市ガスの成
分はほぼ天然ガスである。製造も，過去には石炭から，現在は多くを天然ガスから製造さ
れ，使われている。
国連で IPCC の提唱による地球温暖化による被害を食い止めるには，温度上昇を1.5度
以内に抑え込もうとする必要があるとし，世界の多くの国が，今世紀半ばの早い時期に大
気への温暖化ガス排出量を大幅に減らす目標に合意した（Paris 協定）。この目標を達成す
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るには効率化によるエネルギー使用量削減と，温暖化ガスを出さないエネルギー運用に，
シフトすることが必要である。特に風力や太陽エネルギーのような再生可能エネルギー拡
大と，最小限の化石燃料の有効で CO２を排出しない使い方がカギとなる。再生可能エネ
ルギーは主に電力として製造されるが，エネルギーを時間的・地域的に幅広く安定的に供
給するためには，その貯蔵や輸送システムが必須である。しかしながら電力は，電子の流
れであり物質ではないためそれ自身，貯蔵は困難であり，揚水ダムのような機械エネルギー
に変えて貯蔵する方法か，電池や水素のような化学物質に変えて貯蔵する方法が必要であ
る。またエネルギーは，電力だけでは対応でき難い産業用途の高温や暖房等でも必要であ
る。暖房はヒートポンプで原理上は出来ることになるが，北国で朝一斉に暖房がスタート
する様な状況には，大規模なピークパワーに対応できるインフラへの大幅な変更が必要で，
簡単にグリッド（送電網）による対応はできない。水素はここで電気を物質に変換出来る
ので取引可能な，電気と同じように使用時に温暖化ガスを排出しない２次エネルギーとし
て大きな役割を果たすことになる。
図１に水素の７つの役割を示す。製造時には時間的に変動する再生可能エネルギーのバ
ックアップや平準化を行い大量の再エネの導入を可能（役割①）とする。さらに出来た水
素は大量に安定的に貯蔵でき（役割③），かつ地域的に離れた流通（役割②）も可能にす
る。使用サイドにおいては運輸部門のCO２フリーの燃料（役割④），高温等を必要とする
産業エネルギー（役割⑤），建物の暖房やエネルギー源（役割⑥），さらに化学産業の原料
（役割⑦）として機能する。
図１
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さらにこれらの機能がいつ頃実用化するという予想を図２に示す。
石油代替の運輸部門では燃料電池活用によりエネルギー効率が向上するため，早い時期
に競争力を持ち，導入される。熱源として使われる他の機能においては安い化石燃料の代
替は簡単には進まない。ただし，社会の温暖化ガス排出への監視が強化され，ペナルティ
が積まれるような状況では，この部分も加速される可能性がある。
2050年頃に水素がどのような役割をするかを示したのが図３で，横軸が導入割合，丸の
大きさはその絶対値を示している。発電等はエネルギー使用量が大きいので，水素の使用
図２

水素技術の導入ロードマップ

技術のロードマップ
Mass market
acceptability1

Start of
commercialization

1

4

In renewables-constrained countries
In other countries

Power
generation

Forklifts

Transportation

Medium and large cars
City buses
Vans
Coaches
Trucks

Trams and railways

Synfuel for freight
ships and airplanes

Small cars
Minibuses

5

6

7

Passenger ships
Medium-/low industry heat

Industrial
energy

High-grade industry heat
Blended hydrogen heating

Building heat
and power

Pure hydrogen heating
Production of methanol, olefins and BTX using H2 and
captured carbon2
Steel3

Refining

Industry
feedstock

Ammonia, methanol

Decarbonization of feedstock4
Today

2020

25

1 Mass market acceptability defined as sales >1% within segment in priority markets
carbon to replace feedstock
3 DRI with green H2, iron reduction in blast furnaces and other low-carbon steel making processes using H2
sources

30

35

40

2045

2 Market share refers to the amount of production that uses hydrogen and captured
4 Market share refers to the amount of feedstock that is produced from low-carbon
carbon
3

SOURCE: Hydrogen Council

図３

水素の各産業での役割と総必要量

水素は幅広い分野で重要な役割を果たす
Bubble size indicates hydrogen potential in 2050 in EJ (1 EJ)

1

4

Power
generation

Power generation

Passenger
ships

Trucks

Small cars
Trains &
tramways

Transportation

Buffer

Mid-sized/
large cars

Synfuel
5

6

7

Industrial
energy

Highgrade
industry
heat

Medium/low
industry
heat
Heating/co-generation

Building heat
in countries without
and power
gas networks
Industry
feedstock
10%

Forklifts

Coaches &
buses

Heating/co-generation
in countries with gas
networks
CCU for
methanol,
olefins,
BTX

Steel
(DRI)
0%

Vans & minibuses

20%

30%

1 Percent of total annual growth in hydrogen and variable renewable power demand 2 For aviation and freight ships
and captured carbon

40%

Ammonia,
methanol

Refining

60%

80%

100%

Relative importance by 2050
Market share potential in segment

3 Percent of total methanol, olefin, BTX production using olefins

2

SOURCE: Hydrogen Council

19

中東協力センターニュース

2021・1

割合は比較的小さい（５-10％）にもかかわらず大きな数値を示している。
それぞれのセクターにおける使用量を示したのが図４である。現在８エクサジュール
（１
エクサジュールは世界が約一日必要な値）の水素使用量（これですでに大きな数字ではあ
る）が2050年には約10倍に増加すると予想される。これは2050年には世界のエネルギー
使用量の18％が水素関連エネルギーにより動くというものである。
この際，その効果（CO２削減量）と経済効果（ビジネスサイズと雇用）を示したもの
が図５である。毎年６Gt の GHG ガス削減効果と280兆円規模のビジネス及び3,000万人
図４

水素の各産業での使用量
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図５

水素の社会での役割

水素はエネルギー・環境・経済活動に貢献する
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規模の雇用をもたらすという試算である。これらの試算結果は最初に筆者が創立に参画し
た Hydrogen Council がマッキンゼーと共同で作ったレポート [1] からの紹介であるが，
その後ブルームバーグや他の機関からも近い試算が出た。これにより温暖化対策は単なる
環境対策への支出（費用）ではなく，経済的な価値を生み出す将来への投資になりうると
いう認識が少しずつ広がってきた。
2019年６月，日本の軽井沢で開催された G20における“持続的な成長のためのエネル
ギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合では，初めて水素が議題になり，環境対応が支
出（費用）でなくビジネスを生み出す新たな経済活動に繋がるという認識が共有されるこ
とになった。これが2020年11月のサウジアラビアが議長国を務める G20での水素エネル
ギー活用の議論に繋がった。
今なぜ水素か（欧州での水素の再認識と技術覇権戦略並びに中国の水素戦略）
2020年初頭に Hydrogen Council は新たなレポート，コストスタデイ [１] を発行した。
このレポートでは水素が製造と使用の拡大によって大幅なコストダウンが可能であり，再
生可能エネルギー由来のグリーン水素であっても，近い将来化石燃料由来の燃料に対して
競合力が生まれ，代替が可能であるというものであった。またその製造・使用拡大のため
の投資費用は10兆円程度必要との試算を含んでいた（図６）。従来グリーン水素はコスト
的に化石燃料由来の燃料に競争力を持つことは難しいとみられていたが適度な投資を行え
ばこれが突破できることを示した。
欧州では再エネの使用拡大は進めてきたものの，再エネの更なる導入が難しくなってい
図６

水素の低コスト化に必要な投資額
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た地域もあった。例えばドイツでは再エネ使用量は増加するものの，車の走行距離増加と
石炭発電の比重高止まりで総 GHG ガス排出量削減量はやや足踏みとなっていた。一方で
暖房や産業の主エネルギーである天然ガスについては大きな課題に直面していた。天然ガ
スの使用増加は止まらず，気候変動対応としての GHG ガス削減と地政学的なリスクであ
るロシア依存を減らすということを困難にしていた。一方で EU 内の主要な天然ガス供給
国であるオランダでは，地域的な問題（オランダの主要なガス田であるフロニンゲン市近
郊でのガス採掘が地震を誘発）により，天然ガスの採掘の中止を決めていた。グリーン政
策が地域をまとめるという政策的な圧力もありエネルギー転換を図る必要があった。
COVID-19後の雇用拡大や新たな技術覇権が得られる政策への期待が大きくなりつつあ
った。COVID-19対策で単なる経済支援を超える要素を探していたEUにとってこの状況
は大変魅力的に映った。
欧州のリカバリー政策としての水素の発表はこのような経緯の中で大きく拡大してい
た。最初にドイツが２月に発表寸前になっていた水素の戦略を急遽大幅に書き換えて６月
に発表した。
EU も７月８日に欧州委員会「気候中立のための水素戦略」（A hydrogen strategy for
a climate-neutral Europe）では，水素をリカバリー戦略の中心として約50兆円規模の投
資を行うというものであった。中身は再エネの拡充と再エネ電力による電気分解を中心と
するグリーン水素の推進と，その周辺国ウクライナやアフリカとの国際連携を通じて温暖
化対策を通じて欧州が技術的にリーダーシップを発揮するというものである。その後フラ
ンスや UK も同様な国家戦略を発表している（図７）。これらは共通として以下の３点の
図７

欧州の水素戦略

独（’ᵐᵎ ᵔ月ᵇ ᵣᵳ（’ᵐᵎᴾᵕ月）の水素戦略
• 「独国家水素戦略」（ᵐᵎᵐᵎ年ᵔ月）
• ドイツが水素でリーダーシップを発揮するための戦略
• アクションプランᵑᵖと国際水素市場を作る国際パートナシップ
• グリーン水素（再エネ水素）を強く志向したうえで
•
•

水素需要の拡大を図る ᵐᵎᵑᵎ年までに約ᵗᵎ〜ᵏᵏᵎᴾᵲᵵᶆ（ᵐᵑᵎ～ᵐᵖᵎ万トン）の水素が必要
ᵐᵎᵑᵎ年までにᵓᵥᵵの水電解が必要（可能であれば、ᵐᵎᵑᵓ年ーᵐᵎᵒᵎ年まで）にᵓᵥᵵを追加）

•

国内製造だけでは不足→水素輸入が必要、液水や有機ハイドライドも重要

• ᵣᵳ 欧州委員会「気候中立のための水素戦略」
（ᵟᴾᶆᶗᶂᶐᶍᶅᶃᶌᴾᶑᶒᶐᵿᶒᶃᶅᶗᴾᶄᶍᶐᴾᵿᴾᶁᶊᶇᶋᵿᶒᶃᵋᶌᶃᶓᶒᶐᵿᶊᴾᵣᶓᶐᶍᶎᶃ）（ᵐᵎᵐᵎ年ᵕ月ᵖ日）

• メッセージ
•
•
•

ᵐᵎᵓᵎ年の炭素中立には再エネ水素が必須
クリーン水素は、ᵐᵎᵓᵎ年のエネルギー需要のᵐᵒ％（ᵔᵑᵎᵎ億ユーロ）になる可能性あり
水電解設置目標ᵐ×ᵒᵎᴾᵥᵵ ᵐᵎᵐᵒ年までに計ᵔᴾᵥᵵ ᵐᵎᵑᵎ年までに計ᵒᵎᵥᵵ

• ᵐᵎᵑᵎ年までに以下を投資
•
•
•

水電解にᵐᵒᵎ～ᵒᵐᵎ億ユーロ
水素製造用再エネにᵐᵐᵎᵎ～ᵑᵒᵎᵎ億ユーロ
水素輸送にᵔᵓᵎ億ユーロ
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項目がある。１．電気分解装置の大型化，商
業化によりコストダウンを図り欧州内企業の
世界的な競争力を向上。２．既存インフラの
活用，天然ガスパイプラインの水素化により
北部のエネルギーを大量に南部の消費地への
輸送。３．近郊地域への再エネ水素関連技術
の輸出と北部アフリカの活用。
一方で中国も野心的な水素戦略を発表して
いる。BEVによる世界でのリーダーシップに
加えて FC バスやトラックによる運輸部門の

筆者紹介
1955年愛知県生まれ，名古屋大学理学部物理学科
卒，同工学部応用物理学専攻修了，九州大学工学博士
トヨタ自動車技術者としてハイブリッド車や燃料
電池の開発にかかわり，一方でそれらの技術を社会に
拡げるために日欧米での技術渉外・広報に関わってき
た。2017年に発足した Hydrogen Council の創立に
関わり，主要なレポートの作成の共同議長として参画
した。2019年より独立して水素や先進モビリティの
コンサルタントとして働いている。中東にはトヨタの
コンサルタントとして湾岸地域の水素プロジェクト
等の参画に協力している。
IPCC「GHGガイドライン改定」では水素のLead
Author を務めた。
株式会社 HyWealth 代表兼 Chief Consultant
九州大学 I2CNER WPI 招聘教授

ZEV化を促進する内容である。国の関与によ
るバッテリー製造での国際的リーダーシップ構築に成功した例を再び水素燃料電池で企て
るように見える。
中東への影響と中東での水素
2020年はコロナで終始したかのように見えるが，エネルギー関連では大きな変化が起き
た。一つは BP や Exxon のような石油や天然ガスの大きな資産を持つ会社の株価が大幅に
下がった，化石燃料は座礁資産化しつつあるというものである。その一方でパンデミック
によるグリーンニューデール政策が再エネを中心とする新しいエネルギー転換を促進し始
めたというものである。
この影響は中東の雄であり，かつ世界最大の化石燃料資産を持つサウジARAMCO社の
動きも変えようとしている。化石燃料資産をうまく活用していくサーキュラーエコノミー
や CCS/CCUS と組み合わせた水素，さらには砂漠地帯の有利な再エネ資源である太陽光
を使ったプロジェクト（NEOM）への関与等
である。20年２月には初めてCCS/CCUSと
水素の会議がサウジで主催され，その後もサ
ウジが主催国であった G20においても引き
続きサーキュラーエコノミーと水素へのコミ
ットメントを表明した。このサウジの動きの
影響は19年末にクウェートでクウェート石
油主催による水素会議の開催，また2020年
10月水素閣僚会議に於ける UAE やオマーン
リヤドで開かれた CCUS& 水素会議
筆者と Mirai

のエネルギー大臣による水素戦略の言明，と
いうような湾岸諸国の水素のへの動きに繋が
23

中東協力センターニュース

2021・1

っていると思われる。
一方で図８に示すとおりエネルギー産出国の競争も加速している，オーストラリアはい
ち早く水素の主要輸出国として名乗りを上げ，水素戦略を策定して多額の予算を投入する
ことを宣言した。ニュージーランドやチリも豊富な風力等の再エネを活用した安価な水素
の供給国として名乗りを上げた。産エネ国は今や風力やソーラーなど幅広くなりつつあり，
中東の産油国として特異な地位は変化しつつあると言える。
図８

グリーン水素のコストと輸送コスト

地域における水素製造コストと輸送コスト
Cost of shipping liquid hydrogen across regions, 2030 (USD/kg)
Saudi Arabia
to Japan

Saudi Arabia
to Germany

Source and expected cost level of low-carbon
hydrogen in different regions
Distribution

3.4

Cost at
harbor

Production

2.0
Clean
production

0.9
Liquefaction
and
export

0.6
Shipping

3.7

0.2
Import
terminal

Cost at
harbor

Australia to Japan

3.3
Chile to US

2.7
Cost at
harbor

Cost at harbor

1. Includes liquefaction, terminals, and shipping
SOURCE: McKinsey Energy Insights

Cost of shipping1 LNG: ~USD 12/MWh
LH2: ~USD 60/MWh

8

日本の政策と戦略
日本にとってエネルギー政策はいかに安定的に中東の石油を確保していくかにかかって
いた。中国に抜かれたとはいえ世界第三位の巨大な GDP とそれを支えている製造業にと
って，エネルギーとは安定的で比較的安価な化石燃料以外に選択肢はないように思えた。
このため日本と中東や他のエネルギー産出国との関係は，いかに確実に入手できる関係を
築くかにかかってきた。しかしながらここにきて世界の潮流として製品とオペレーション
へのカーボンニュートラル化が投資先としての判断要件，あるいは将来輸入要件になる可
能性も高くなってきた。日本も国内で使うエネルギーシステムの早期のカーボンニュート
ラル化がせまられているのである。この際，海外から引き続き低炭素エネルギーを輸入し
て使うか，国内の再エネを拡充して使うかは一択ではない。将来に向けた戦略としていわ
ゆるポートフォリオが必要となってきている。残念ながら過去の化石燃料には日本国内産
という選択肢を入れるポートフォリオは無く，産業連関まで考えれば原子力はそれに近か
ったが，現在の国民が将来の選択肢としてそれを選択する可能性は低くなっていると思わ
れる。
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幸い，水素は，長年官民で協力して技術の研究開発を進めてきたので，国内企業がまだ
鍵となる技術を持っている。たとえ水素が輸入のエネルギーであっても国内産業や雇用へ
の貢献比率は従来の化石燃料よりも大きい。
（水素の場合，LNGの約３倍と言われている。
）
国内産再エネも北海道北部の条件は欧州と風況等も同等であり，うまく活用できれば内製
エネルギーとしての活用も可能である。一方で，国内外での大規模利用が進まないと，欧
州又は中国に技術のリーダーシップを持っていかれる可能性も大きい。カーボンニュート
ラルを進めるにあたって日本の戦略的思考と思い切った投資が必要と思われる。
日本と中東の新しい関係
かつて日本は中東からの石油や天然ガスを手に入れるために大変な努力をしてきた，中
東にとって日本は大口の大切な顧客という関係であった。大口の顧客という力関係は中国
や韓国のエネルギー消費の増加で少々弱くなってきていたところでもあるが，今後も日本
にとって中東は引き続き安価で安定的な低炭素エネルギーを輸入する先であることには変
わりはない。ただし水素に関してはこの輸入先が中東である必要性は，安価で安定的であ
る以上には無くなっていく，オーストラリアや他の国からも，あるいは日本国内でも，あ
る程度のエネルギー確保が出来るからである。
再エネは資源価値への支払いがほとんど無く，コストは CAPEX 分と運用，輸送分であ
ることより幅広い産業へ経済価値が分配される。これは利用側も同じである。日本にとっ
ては，より日本への経済価値が得られる国との協力が選択できる。さらに従来難しかった
国内産エネルギーの拡充も可能である。一方で中東産の安価な水素は近郊の発展途上国に
とって経済発展の大きな力になると思われる。中東はアフリカやインド，南アジア地区へ
のエネルギー供給国として引き続き貢献できる。一方で欧州勢からは化石燃料は悪者扱い
であるが，温暖化対策の要は大気に放出しない道筋が重要であり，カーボンサーキュラー
エコノミーのような活用の仕方を，一緒に開発することも重要と思われる。この辺りは未
だ幅広い可能性があるように思われる。
まとめ
◦

水素の活用は，幅広く世界のエネルギーの流れに大きな変化をもたらす。課題であ
った水素のコストは COVID-19後のグリーンニューデールを通じて加速度的に低
減される可能性が出てきた。

◦

多くの国で自前の再エネ由来の水素が拡大する（日本も拡充すべき）。

◦

今まで圧倒的な強さを誇った中東の化石燃料の競争力は低炭素エネルギー化して各
地の競合エネルギーと競争することになる。

◦

日本はこの地域と組んで，日本への安価な水素の供給と，電解装置や液体水素船の
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ような水素エネルギー技術拡大を通じて，世界へのシステム供給の道を探ることが
出来る。
◦

圧倒的に安価な化石燃料と再エネ電気を得ることが出来る中東地域は，引き続き世
界のエネルギー供給国（地域）として重要であり，日本はパートナーとして WinWin を探るべきと思われる。
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