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１．温室効果ガス排出削減１）

気候変動に関する国際連合枠組条約（United Nations Framework 
Convention on Climate Change： UNFCCC）

地球温暖化対策についての国際的枠組み。1992年制定。

京都議定書（1997年制定）
国際航空については、ICAOにおいて排出の抑制又は削減を追求
する。

Global Aspirational Goal（2010年のICAO総会）
①2050年まで燃料効率を毎年2％ずつ改善，
②2020年以降，国際航空からの温室効果ガスの排出を増加させ

ない（CNG2020：Carbon Neutral Growth 2020）



国際航空からの二酸化炭素排出量予測と排出削減目標のイメージ１）



Basket of Measures１）

この目的を達成するための手段としては，
①新技術の導入

燃費性能改善技術
翼端形状の見直し、複合材の活用、他

②運航方式の改善
性能準拠型航法、継続的な降下／上昇



Basket of Measures１）

③代替燃料の活用
バイオマス、油脂等から製造された燃料

（カーボン・ニュートラル）

④経済的手法
排出権取引の仕組みを活用して，他分野
で行った対策による削減量を排出権とし
て市場で購入し，国際航空分野での排出
の相殺に充当



ICAO2009３）

CNG2020に加えて、2050年に2005年比で50％減という航空部門か
らの排出絶対量の削減目標の実現可能性をさらに検討していくように
との提言が出された。

GMBM（Global Market-Based Measure)
2013年のICAO総会で、 CNG2020を2020年から実施すること
を決定。このためにGMBMスキームにかかわる勧告案を策
定し、2016年ICAO総会で決定する。

環境アドバイザリー・グループ(Environmental Advisory Group；EAG)
の設置
2014年3月に日本を含む17か国からなるEAGを設置し、GMBMの具
体的設計に関する議論を開始。



CORCIA
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation)

2016年ICAO総会での合意
決議案について全会一致で採択。2016年10月12日現在、
GMBMに自発的参加を表明している締結国は66か国であり、
国際航空のRTK86.5％がGMBMで カバーされる見込み。



各フェーズの期間と対象国の関係１）



各フェーズにおけるオフセット義務量の計算法１）

成⾧係数；基準年からの排出量の伸び率



2019年12月に欧
州委員会（EC)
はすべての分野
及びEUメンバー
に2050年までに
カーボンニュー
トラルのGreen
Dealを目標とし
た３）。

ATAG; Air Transportation Action Group



２．水素航空機の検討3)

2020年5月に“Hydrogen-powered aviation –A fact-based 
study of hydrogen technology, economics, and climate impact 
by 2050”という96ページにわたる文書が発行された。
この文書は、Clean Sky 2 JU and Fuel Cells for Hydrogen 2 JU

(Joint Undertakings）のためにMckinsey & Companyが研究成
果として作成したものである。
以下の24の企業あるいは組織が情報を提供し、研究に貢献し

た；



２４の貢献者3）



2.1 背景
2.1.1 脱炭素化への挑戦
航空の気象へのインパクトは増加している。
航空は年に900MtonのCO2排出。産業成⾧率3～4％/年、効率

上昇2％/年を仮定すると、2050年には2倍の排出量となる。
ATAG（Air Transport Action Group）は2050年までに2005年

の50％のCO2排出減少を約束。EUはGreen Dealとともにカー
ボンニュートラルを目標（2019年12月）。
CO2以外にも航空はNOX、すす、水蒸気による気候変動をもた

らしている。
本報告書では、航空による気候変動に対するH2振替の可能性

について言及している。



ATAG（Air Transport Action Group10）



2.１.2 短中距離の飛行がCO2排出の2/3 3）

短距離（165人乗り以
下）及び中距離（250人
乗り以下）の飛行が、現
在のケロシン消費の2/3
を占めている。



航続距離で行くと、7,000㎞以上のフライトが20%以上の排出
であるが、フライトの5％以下にしかならない。逆に3,000㎞以
下は50％以上のCO2排出であり、90％のフライトである。
この結果、脱炭素化は2,000～3,000㎞以下を飛行する短距離機

に焦点を当てるべき。中距離機も同様。



2.1.3 気象変動の要因

気象変動の原因はCO2のみではない。
燃焼エンジンは、飛行中ケロシン1㎏に対して3.15㎏のCO2を

排出する。これは上層大気圏に50～100年滞留する。
航空機はさらにNOX、水蒸気、すすを高空に排出する。
NOXは数週間しか大気中に滞留しないが、オゾンを増加し、

CO2と同程度有害。
水蒸気は温室効果の6割を占め、気候変動の直接要因となる。
水蒸気排出によって飛行雲や巻雲が形成。飛行雲はCO2インパ

クトと同等である可能性。



不確かではあるが、CO2以外の排出は温暖化の重要な要素。ケ
ロシン機ではトータル効果はCO2単独の2～4倍。
航空は全地球規模の3～7％CO2相当であり、2～4Gton のCO2

相当排出。
脱炭素化には、航空は新しい燃料と推進技術が必要。
水素推進は脱炭素化でキーロールを果たす可能性。



2.1.4 水素推進は脱炭素化のキー3）



水素推進は気候変動減少に対して、合成燃料の2～3倍の効果。
燃料電池は気候変動70～90％減少。
水素燃焼は50～70％減少。
合成燃料は30～60％減少。
CO2排出は、

水素燃焼は0、合成/バイオ燃料はケロシンと同等。
CO2以外の排出は、

合成燃料は変化なし。
水素燃焼はlean mixture技術の使用で50～80％減少。
燃料電池は0．



水素推進と合成燃料の気候変動へのインパクトの比較3）



2.1.5 水素航空の歴史
1970年代に水素推進の可能性が調査

された。
2000年代初めごろエアバスは

Cryoplane（極低温航空機）の研究。
1988年に部分的に水素推進のツポレ

フT-155初飛行6）。
最近の10年間には、水素航空機の初

期プロトタイプが開発されている。研
究用モータグライダーHY47）（燃料電
池、ドイツ、2006年初飛行）、
ZeroAvia8）（燃料電池、イギリス、
2020年初飛行）。



2.2 機体設計；水素推進の妥当性とコスト
2.2.1 技術的妥当性

エネルギー密度、燃料取扱いとタービンが最重要。
水素

密度；0.08988×10-3 g/cm3（0℃、101.325 kPa）
融点；14.01 K、-259.14℃
沸点；20.28 K、-252.87℃

液体水素
密度；0.0708 g/cm3（20 K)



2.2.2 水素航空機の重要部品

水素タンク
水素は加圧ガスまたは液体で保存可能。
短距離飛行には加圧ガスが適しているかもしれないが、
ここでは液体水素（LH2)に焦点を当てる。半分の体積で
非常に軽量になる。
ケロシンと比べてLH2タンクは4倍の大きさ。
低温に保つため、球形または円筒形。
胴体に収納するためには胴体拡張要。空虚重量増。



液体水素燃料システム
20K（-253℃）への極低温冷却要。
パイプ、バルブ、圧縮機がその温度に対応要。
漏出と材料の劣化を避ける。

燃料電池（燃料電池機の場合）
最適の燃料電池は低温のPEM（Proton-Exchange
Membrane)燃料電池。

水素直接燃焼タービン（水素燃焼の場合）
水素による極低温冷却は効率の向上になる。



2.2.3 重要技術開発
LH2タンク質量の50％減少

GI（Gravimetric Index)＝ LH2燃料質量
LH2タンク総質量（燃料満タン）

コミューター機；最新のコンセプトでGI=20%。
短距離機；35％達成要。
⾧距離機；38％達成要。
この改善が運航コスト改善になる。

安全かつ信頼性のある燃料供給と部品。
LH2推進システムの⾧寿命にわたる安全運用の開発

燃料電池は現状の2～3倍のシステムパワー密度要。1.5～2
kW/kg。



2.2.4 水素航空機の経済性

航空機のコストはTCO（Total Cost of Ownership、保有総コス
ト）を考慮すべき。
ケロシン機と比べて水素航空機は、燃料、関連インフラ、機体、

運用で異なるコストを有する。
2035年において短距離機では、2035年技術のケロシン機と比

べて25％のコスト増加。高いエネルギーコスト（TCO、9％）、
高いCAPEX（Capital Expenditures、機体コスト、7％）、メン
テナンスコスト（6％）、他（3％）。



水素短距離機とケロシン/合成燃料機のコスト比較3）



エネルギーコスト；燃料代と必要エネルギー
水素航空機は重く、容積大であり、推進エネルギー大。
水素製造はケロシンよりコスト大。ただし急激に減ると予想さ
れるが。
合成燃料機は高エネルギーコストにより、水素航空機よりTCO
増加が大きい。
2050年にはLH2コストはケロシン並みが予想。液化水素需要
が大きいために製造コストが改善される。
合成燃料コストも下がるが、LH2よりは高い。



機体CAPEXとメンテナンスコスト
水素航空機のCAPEXは高いと予想。LH2タンクのコスト、燃料供
給の複雑さ、推進コスト、機体サイズで増加。
メンテナンスコストは機体サイズ大、LH2タンクで増加。将
来的には推進システム分は減少するかもしれない。

飛行サイクルを含む他のコスト
給油時間が⾧くなる ターンアラウンドタイムが⾧くなり、
フライト時間は5～10％減少 機体CAPEXと人件費が増加。
空港及び航空管制費用はMTOWに依存。水素航空機はMTOW大

費用は少し増加。
ただし環境対策により、費用なしの可能性もある。



2.2.5 就航；商用化の準備

新水素航空機の市場投入時期を早めることが重要。
15～20年周期で新しい機体が導入。
短距離機は2030～2035年ごろがその時期。
2050年以前に導入するためには、この時が主なチャンス。

水素航空機では要素技術がTRL6（地上でのシステムとしての
技術成立性の確認）に到達することが大至急必要。
その後、全機能搭載の試作機製造。
同時にすべてのコンポーネントと機体が型式証明取得。



先進航空機
全くの革新航空機よりは効率が劣るが、短期的には先進航空機は
現実的な低カーボンのものとなる。

革新航空機
新しい空力デザインやLH2貯蔵方式を取り入れ、ブレンデッドウ
イング形状もあり得る。
小型機のコンセプトとしては、分散推進がある。それに応じた主
翼設計による高効率の主翼空力。
⾧胴の中/⾧距離機は後胴ファン推進。境界層制御による推進
効率向上。
すべてを革新的にすると商用化に時間がかかる。



2.2.6 水素機の市場導入
コミュータ（19人乗り、航続距離500㎞）

・気候変動インパクト80～90％小で10％の必要エネルギー減少
燃料電池でモータがファンを駆動。
飛行高度は30,000ft以下で、飛行雲の発生は殆どない。
短距離機やより大型の機体と比べて気候へのインパクトは小。

・市場投入は10年以内
革新的設計コンセプトを使用。
分散推進により揚力最適設計で効率向上。

・0～5％コスト（CASK；Cost per Available Seat kilometer）増加
エネルギーコストは増加するが、購入費用とメンテコストは少し
減少。
合成燃料機と比べると10～15％安価。
⾧期的にはより大型のH2機のためのステップ。



燃料電池動力のコミュータ機3）



リージョナル（80人乗り、航続距離1,000㎞）
・80～90％気候インパクト小で、8％の必要エネルギー減少

10～15年以内に市場投入。
分散推進で高効率主翼設計。

・CASKは10～15％増加。
合成燃料機よりは10％安価。

・⾧期的にはリージョナルは水素航空機の導入に重要な役割。



燃料電池動力のリージョナル機3）



短距離（165人乗り、航続距離2,000㎞）
・大航続距離と高巡航速度は、必要エネルギーとパワー要求

を増加させるため、新規の重い推進技術の適用を制限する。
水素航空機では航続距離は25～50％減少すべき。
出力に敏感な燃料電池のために設計速度はM0.72に減少 飛行
時間は5～15％増加。

・必要エネルギーは4％減、70～80％気候インパクト減。
・水素タービンと燃料電池のハイブリッド。巡航時は燃料電池メ

イン。水素タービンは離陸・上昇時に使用。
・15年以内に市場投入。

胴体は2つのLH2タンクをキャビン後方に配置。胴体5m延⾧。
LH2を安全に、かつ信頼性をもって胴体後方から主翼エンジン
に供給するシステムが必要。



燃料電池は10MW 以上のパワーレート必要。
パラレル・ハイブリッド・システムは推進システムの開発
と認証を複雑にする。

・CASKは20~30%増加。合成燃料機よりは5～10％安価。
・⾧期的には、短距離機の設計は5～10％以上のエネルギー

効率向上につながるだろう（境界層制御と部分的分散推進）。



ハイブリッド水素推進の短距離機3）



中/⾧距離水素航空機は技術的に可能だが、高コスト



中距離（250人乗り、航続距離7,000㎞）
・必要エネルギー22％増、気候インパクト50～60％減。

燃料電池の冷却要求が重くなりすぎるので、水素タービン。
・20年以内の市場投入。

キャビンの前後に2つのLH2タンクを搭載するために胴体は
10m延⾧。
LH2タンク（GI35％以上）の開発と認証、LH2タンクの胴体
への組み込みが解決すべき課題。またLH2の安全かつ確実な
機内の供給。

・CASKは30～40％増加。
・合成燃料機よりは0～5％安価。



H2タービン動力の中距離機3）



⾧距離（325人乗り、航続距離10,000㎞）
・必要エネルギー42％増、気候インパクト40～50％減。

H2タービン動力。
・20～25年以内の市場投入。

胴体は30％延⾧。
LH2タンクはGI38％以上。

・CASK40～50％増。
・⾧期的にはLH2タンクのブレークスルーが必要。



H2タービン動力の⾧距離機3）



6発モーター旅客機 エアバスがゼロエミッション旅客機の新コ
ンセプト発表9)

「ZEROeプログラム」
2020.12.15



３．水素社会の実現に向けて４）

環境変化と社会変化
2005年 京都議定書 低炭素社会
2015年 パリ協定 脱炭素社会
～2050年 CO2実質排出量０；ノルウエー、スエ―デン、

フランス、イギリス、他
80％削減、その後速やかに0を目指す；日本



3.1 日本と世界の水素戦略

日本の水素戦略
・2013年 水素・燃料電池戦略協議会
・2014年6月 水素・燃料電池戦略ロードマップ

2016年、2019年改訂
アクションプラン

①水素利用＜モビリティ＞、
②＜水素サプライチェーン＞、
③＜その他水素利用・グローバルな水素社会実現＞



世界の水素利用への動き
2017年1月 Hydrogen Council（水素協議会）；各国の大手民

間企業13社（KHI他） 2020年7月92社に拡大
2017年11月 「Hydrogen Scaling Up」

①再生可能エネルギーの大規模導入と水素発電を可能にする。
②セクター間、地域間のエネルギー融通・輸送。
③バッファとしてエネルギーシステムの柔軟性を高める。
④輸送の低炭素化。
⑤産業用エネルギーの低炭素化
⑥建物の熱・電力の低炭素化
⑦低炭素な産業用原料の供給



水素サプライチェーンの構築
・水素エネルギー導入の最大の課題ーコストと安全性

褐炭（オーストラリア）；石炭より一桁低いコスト
ガス化技術 地中に貯留（CCS；CO2 Capture Storage)
LH2として⾧距離大量輸送

・2016年 KHIは技術研究組合CO2フリー水素サプライチェー
ン推進機構HySTRAを結成（岩谷産業、シェルジャパン、電
源開発、その後、丸紅、EXEOS、川崎汽船が加入）。

・2018年 KHI、岩谷産業、電源開発、丸紅、他でコンソーシ
アムを組み、ガス精製設備、水素液化・積荷基地を建設。

・2018年 NEDO事業でガスタービンコージェネレーションの
市街地（神戸市）における技術実証に成功。1MW級。



水素ガスタービンコージェネレーション実証設備4）（神戸
市）



3.2 国際液化水素サプライチェーン構築
への取組み4）

CO2
フリー
水素サ
プライ
チェー
ン構想
4）



褐炭をガス化・精製し水素を製造
オーストラリア・ビクトリア州ラトローブバレーの褐炭（水分
が多く、輸送効率が低く、乾燥すると自然発火しやすい）。日
本の総発電量の240年分存在。
CCS（Carbon Dioxide Capture Storage)処理

精製過程で副生するCO2を現地で回収し地中に貯蔵 CO2の
大気排出を伴わないCO2フリー水素が得られる。
CO2フリー水素のコスト

30円/Nm3 （334円/㎏）



液化水素の利点
・輸送媒体として産業利用やロケット燃料に実用化済み
・金属や有機溶剤などの媒体との吸着・結合がないので、重

量が増えず、輸送効率が高い。
・高純度なので、精製が不要、ガス化させてそのまま燃料電

池に供給可能。
・海外の安いエネルギーで液化可能。
・液化するためのエネルギーは消失せず、冷熱に変換され、

需要地で冷熱発電などの利用が可能。
・毒性がなく、温暖化係数ゼロでクリーンかつ持続可能性が

高い。



日豪プロジェクト実証4）

世界初の褐炭由来水素によるLH2の⾧距離大量海上輸送を含む
パイロット規模の水素サプライチェーンの技術実証。2020年開
始。



3.3 水素製造技術の開発4）

褐炭からの水素製造技術
・ガス化プロセス

褐炭前処理
ガス化

・ガス精製プロセス
シフト反応（触媒によ
りCOを水蒸気と反応
させ、H2とCO2に変換）
二酸化炭素の分離・回収



3.4 水素液化システムの開発4）

水素液化システムの概略処理
水素圧縮機で昇圧された水素ガ
スを、予冷用の液化窒素で
―200℃付近まで冷却。
冷凍サイクルからの冷熱でさら
に数十℃冷却。
膨張弁における断熱膨張を通じ
て液化。



４．最後に

国際的な脱炭素化の動きに、我が国の航空機業界も率
先して参加し、将来航空の重要な立場を確保すること
を期待。
水素社会の実現に向けて、全産業が協力することが重
要。
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