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技術動向レポート

欧州における Power to Gas のプロジェクト動向と
今後の展望
環境エネルギー第2部
コンサルタント

大山

祥平

国内外で、再生可能エネルギーを水素に変換して貯蔵する“Power to Gas”技術の実証が進
んでいる。本稿では、欧州における近年のプロジェクト動向を紹介するとともに、今後の展望を
述べる。
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CO2 排出量削減に寄与することが挙げられる 。

はじめに

また、水素は水の電気分解によって製造する

近年、日本および海外諸国では、水素エネル

ことができるため、電力の貯蔵手段としても近

ギーの活用に向けた取り組みが進んでいる。水

年注目を集めている。電力貯蔵技術には水素以

素の利点として、様々なエネルギー源から製造

外にも蓄電池やフライホイール

可能でエネルギー・セキュリティ（エネルギーの

のがあるが、目的とする貯蔵期間と貯蔵容量に

安定供給）の向上に繋がることや、燃料電池と

より、適した技術は異なってくる（図表1）。一

組み合わせて使用することで、省エネルギーや

般的には、数秒から1日程度のサイクルで充放

図表1

（1）

等様々なも

電力貯蔵技術の特性による住み分け
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（資料）IEA“Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells”
（注）PHS：Pumped Hydroelectricity Storage
（揚水発電）、CAES：Compressed Air Energy Storage
（圧縮空気エネルギー貯蔵）
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電を行う場合には蓄電池やフライホイール等が
優位であるのに対し、数週間から数ヶ月といっ
た長期間にわたり大量の電力を貯蔵する場合に
は、水素が優位になると考えられている。

中心に紹介する。

1. 既存プロジェクトの概略
欧州では、2000年代から PtG の実証プロジェ

現在、世界的に再生可能エネルギーの導入量

クトが開始されており、既に終了したものも含

が拡大しているが、太陽光発電や風力発電は気

めると、合計70件近いプロジェクトが実施さ

象条件に応じて発電量が変動するため、時に需

れている。国別ではドイツにおける実施件数が

要以上の電力（余剰電力）が発生する可能性が

最も多く、全体の約6割を占めている（図表3）。

ある。余剰電力を無駄なく有効活用する上で、

この背景として、ドイツでは Energiewende（エ

水素をはじめとする電力貯蔵技術の重要性は今

ネルギー大転換）という政策のもと、再生可能

後さらに高まると考えられる。

エネルギーの導入を強力に推進していることが

水の電気分解（水電解）により水素等のガス

挙げられる。Energiewende では、2050年まで

を製造する技術は、Power to Gas（PtG）と呼

に電力部門における再生可能エネルギー比率を

ばれている。PtG の基本的なフローを図表2に

80% に高めることを目標としており、このよ

示す。水電解により水素を製造した後、その

うな野心的な目標の達成のためには、不安定な

まま燃料電池自動車（FCV）や定置用燃料電池

再生可能エネルギー電源の出力変動を吸収する

等の燃料として利用するか、あるいは水素を

電力貯蔵技術が不可欠である。ドイツ以外では、

CO 2 と反応させることでメタン化（メタネー

風力発電の導入が進むデンマークやイギリス等

ション）し、合成天然ガスとして利用する方法

において PtG プロジェクトが比較的多く実施

がある。また、近年では水素やメタン以外にも

されている。

目的生産物の多様化に向けた取り組みが見られ
始めている。

PtG プロジェクトを目的生産物の種類別に分
類した結果を図表4に示す。水素のみを製造す

本稿では、PtG の実証プロジェクト動向につ

るケースが最も多く、全体の約6割を占めてい

いて、現在最も導入が進んでいる欧州の事例を

る。次に多いのはメタンのみを製造するケース

図表2

PtG のフロー

（資料）みずほ情報総研作成
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欧州における国別の PtG プロジェクト件数
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（資料）European Power to Gas Platform ホームページ に基づきみずほ情報総研作成

図表4

目的生産物別の PtG プロジェクト件数
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（資料）European Power to Gas Platform ホームページ に基づきみずほ情報総研作成

であり、水素とメタンの両方を製造するケース
が後に続く。また、少数ではあるが液体燃料や

最も顕著なトレンドの一つとして、PtGプラント

メタノール等を目的生産物とする事例も存在す

の大規模化が挙げられる。ここで、大規模化と

る。なお、水素のメタン化・メタノール化に必

は水電解装置の設備容量の増加、すなわち水素

要となる CO2 は、バイオガス精製や火力発電所

製造能力の拡大を指す。2011年以降、一箇所

の排ガスから調達することが想定されている。

あたりの設備容量が1MW を超えるプラントの

2. 近年のトレンド
1. で述べた欧州の PtG プロジェクトについ
て、近年の主なトレンドを以下に整理する。

3

（1）プラントの大規模化

数が増加しており、2011年と2013年には6MW
級 の プラントが 稼 働 を 開 始 し て い る。 な お、
1MW の水電解装置が年間に製造可能な水素の
量は、FCV 約900台が年間に消費する水素の量
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に相当する（プラントの稼働率50% の場合）。

のプロセスで利用するというコンセプトの実証
6

また、最近計画されているプラントの中に

が行われている 。また、Shell はドイツの製油

は、10MW を超える大規模なものも存在する。

所において、石油精製用水素の一部を PtG 由来

さらに、ノルウェーの水電解装置メーカーで

の水素で代替していくことを計画している 。

7

ある Nel は、フランスで2020年までに100MW

このような取り組みの背景としては、再生可

級の PtG プラントを建設する計画を発表して

能エネルギー由来の水素を利用することで、石

4

いる 。同じくイギリスの水電解装置メーカー

油産業や製鉄業からの CO 2 排出量を低減する

ITM Power も、100MW 級プラントのコンセプ

狙いがあると考えられる。また、産業部門には

5

トを2016年に発表している 。これらの動きは、

安定かつ大量の水素需要が存在するため、これ

PtG の商用段階で必要となる、より大規模なシ

らと PtG を組み合わせることで大規模実証を

ステムの成立性検証を目的としていると考えら

進めやすくする目的もあるとみられる。

れる。
（3）目的生産物の多様化
（2）産業用途への展開

PtG の目的生産物としては水素およびメタ

初期の PtG プロジェクトでは、水素を製造・

ンが主流であるが、近年ではディーゼル等の液

貯蔵した後、燃料電池により発電して電力とし

体燃料を製造する事例（Power to Liquids）や

て利用する事例や、水素を FCV 向け燃料や都

メタノール等の化学品を製造する事例（Power

市ガスの一部として利用する事例が多かった

to Chemical）も存在する。代表的な例として、

が、近年では製油所や製鉄所といった他産業

ドイツの Sunﬁre が取り組んでいるプロジェ

と PtG を組み合わせたプロジェクトが増加して

クトが挙げられる。同社では、水素と CO2 か

いる。例えば、オーストリアで実施されている

ら“blue crude”と呼ばれる合成原油を製造し、

H2FUTURE プロジェクトでは、再生可能エネ

これを精製することでディーゼル燃料を製造

ルギー由来の電力により水素を製造し、製鉄所

している（図表5）。このようにして製造された

図表5

Sunfire 社のプロセス概要
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（資料）Sunfire ホームページ に基づきみずほ情報総研作成
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燃料は既存の自動車にそのまま使用できるう

（4）電力需給調整サービスの提供

え、元々大気中に放出されていた CO2 を原料

PtG のもう一つの側面として、水電解により

として製造しているため、燃焼しても大気中

電力を消費するシステムであることを活かし

の CO2 濃度を増加させないと考えられるので、

た、電力需給調整サービス（アンシラリーサー

運輸部門の CO2 排出量削減に寄与することが

ビス）の提供が挙げられる。Audi がドイツ北部

期待される。

で運営する e-gas プラントでは、6MW の水電

ま た、 ア イ ス ラ ン ド の Carbon Recycling

解装置を利用して5分以内に電力需給調整を行

International（CRI）が 取 り 組 ん で い る プ ロ

うことが可能であり、電力需給調整市場（アン

ジェクトでは、水素と CO2 からメタノールを製

シラリーマーケット）への参加認定を受けてい

9
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造している 。メタノールは様々な化学品の原

る 。電力の供給過剰時に PtG プラントを稼働

料となるほか、メタノールを燃料とする自動車

させて調整力を提供することで、その対価を得

や船舶等も検討されており、幅広い需要がある。

ることが可能となっている。また、ドイツ南西

このような取り組みは Power to Gas をより

部の Mainz で実施されている実証プロジェク

拡張した概念として Power to X（PtX）と呼ば

トでは、同じく約6MW の水電解装置を用いた

れている。PtX では、PtG よりも複数の変換工

負荷追従性試験が行われており、再生可能エネ

程を経るためエネルギーロスが生じてしまうと

ルギーの負荷変動（Target）に対して PtG プラ

いう欠点はあるものの、水素やメタン以外の

ントの出力（Performance）が十分に追従可能

マーケットにも目的生産物を広げることができ

であることが示されている（図表6）。

るため、プロジェクトの経済性の確保や、より

このように、PtG プラントが電力需給調整

広範な部門における CO 2 排出量削減に寄与す

サービスを提供しつつ、同時に得られる水素等

る技術として注目されている。

の目的生産物を売却することで、システム全体
としての経済性の向上が期待される。

図表6

Energiepark Mainz における負荷追従性検証結果
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（資料）Energiepark Mainz 公表資料
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3. 今後の展望

確保も大きな課題となる。水電解装置をはじめ
とする PtG の構成機器は、今後の導入拡大に

PtG の実証プロジェクトは再生可能エネル

伴いコストダウンすることが期待されるが、そ

ギーの導入拡大や CO 2 排出量の削減を主なモ

れに加えてプラントの最適な運用方法の構築

チベーションとして実施されており、今後は商

や、PtG によって得られる CO 2 フリー水素や

用化に向けた取り組みが加速していくものと

カーボンニュートラルメタンが持つ環境価値へ

思われる。図表7は、イギリスのコンサルティ

のインセンティブ付与など、様々な側面を考慮

ング会社 E4tech が作成した PtG マーケットの

したビジネスモデルの確立が求められる。

展開イメージである。PtG に関連する様々な
ステークホルダーの意見を集約して時期別・

おわりに

マーケット別の展開イメージを整理したもの

本稿では、PtG の実証が進む欧州におけるプ

で、2020年頃までは水素ステーションやエネ

ロジェクトの動向および今後の展望について整

ルギー貯蔵、グリッドサービス、熱供給の分野

理を行った。本稿では詳細を割愛したが、日本

で PtG の導入が進むと予測している。2020年

においても PtG は再生可能エネルギーの導入

以降は、プラントの大規模化とともに累積導入

拡大に貢献する技術の一つとして位置づけられ

量も拡大し、さらに産業分野における PtG の

ており 、環境省や NEDO 等において PtG 関

活用が拡大する見通しとなっている。これはあ

連の技術開発・実証プロジェクトが実施されて

くまで一例であるが、今後 PtG の商用化にあ

いる。日本と欧州では再生可能エネルギーの導

たり大規模化・多用途化が進むという見通しは、

入状況や送電網・ガス供給網等のインフラの状

現在の実証プロジェクトの方向性とも一致して

況など、事業環境が異なる部分もあるものの、

いる。

日本における PtG の導入を進めていく上で、

現 在 の PtG プ ロ ジ ェ ク ト は、 基 本 的 に 何
らかの公的資金（欧州の研究開発予算である

13

欧州における取り組み状況を参考にすることは
有益と考えられる。

Horizon 2020等）を受けて実施されていると考
えられ、今後商用化を進めるためには経済性の
図表7

PtG マーケットの展開イメージ
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（資料）E4tech“Development of Water Electrolysis in the European Union” に基づきみずほ情報総研作成
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電力を一時的に回転運動エネルギーに変換して蓄
積する機構
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