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■海外情報
★道路貨物輸送分野における脱炭素化の分析（IEA（国際エネルギー機関）の⾃動⾞⽤先進燃料連携プ
ログラム経由で⼊⼿した雑誌「Advances in Applied Energy」の「海運、航空及び道路運送分野に適し
た低炭素燃料に関する分析」から道路運送分野に関係する抄訳）

◆◆はじめに◆◆ 

運輸分野では、船舶、航空機及びトラックは脱炭素化が難しい交通モードであるといわれており、
どのような⽅策で脱炭素化を⾏うかについて種々の研究が⾏われております。

LEVO が政府指定機関として参加している IEA（国際エネルギー機関）の⾃動⾞⽤先進燃料連携プ
ログラム経由で⼊⼿した「Advances in Applied Energy」という雑誌に「海運、航空及び道路貨物輸送
分野に適した低炭素燃料に関する分析」に関する論⽂が掲載されております。今回は、この論⽂に記
載されている道路貨物輸送分野における脱炭素化の分析について紹介します。

出典：Decarbonising ships, planes and trucks: An analysis of suitable low-carbon fuels for the
maritime, aviation and haulage sectors | Elsevier Enhanced Reader

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792421000019
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◆◆要 点◆◆ 

〇道路輸送分野の化⽯燃料需要は⾮常に⼤きい
・運送業は世界の⽯油需要全体の約 20％を占め、1 ⽇あたり 1,700 万バレルの⽯油を消費。このま

ま推移すれば 2050 年までに 2,200 万バレル/⽇に増加すると予測。したがって、物流の改善、⾼
効率な輸送、及び低炭素な燃料への移⾏が⾮常に重要。

・「ラストワンマイル」の配送や都市部の物流に典型的に使⽤される軽量貨物⾞（LGV：light goods
vehicle）が数の上では世界の貨物輸送市場を⽀配（約 70％）している⼀⽅で、重量貨物⾞
（HGV：heavy goods vehicle）は、⼀般的に年間⾛⾏距離が⻑いため、保有台数が少ないにもか
かわらず、⾞両の活動量では⼤きなシェアを占める。HGV と MGV（中量貨物⾞：medium
goods vehicle）は、年間⾛⾏距離が⻑く（100,000km/年以上）、⾛⾏距離当たりの排出量が多い
（HGV：1,080gCO2/km、LGV：260gCO2 /km）ことから、2000 年以降の道路貨物⾞両からの
排出量の 65％と 33％をそれぞれ占めている。

〇短距離トラック輸送の電動化は可能と推定
・バッテリー電気⾃動⾞（BEV）は、必要となるバッテリーの重量増とスペース減によってトラッ

クの貨物容量が⼤幅に減少し、さらにバッテリーの充電時間（〜10 時間）は、⻑距離トラックの
現在の許容給油時間をはるかに超えている。

・航続距離を、800km（現在のトラックのほぼフル⾛⾏に相当）とするとトラックにリチウムイオン
電池を搭載する重量増加ペナルティによる積載量の減少（16%）は、輸送業者の許容限度を超え
る可能性が⾼い。航続距離 500km では、積載量の減少は 9％であり、これは運送会社の許容範囲
かもしれない。短距離⽤途では航続距離や充電時間に対する懸念が少ないため、現在、短距離ト
ラック輸送（400km 未満）に BEV が使⽤されており、都市物流や専属⾞両向けで初期の商業展
開段階に⼊っている。

・将来的にバッテリーのエネルギーとコストが改善されれば（将来、バッテリーの⽐エネルギーが 3
倍になると予想）では，スイスとフィンランドの事例では輸送トンキロの 71％と 35％が電動化可
能と推定。

〇電気モーターは内燃機関に⽐べてはるかに効率が良いため、⾃動⾞の電動化は望ましい
・⼤半の代替燃料（エネルギー）は、現在の化⽯燃料の価格と競争するのは難しいことが明らか。よ

って代替燃料を内燃機関に利⽤する場合、運⾏コストの増加が懸念。⼀⽅で、電気モーターを使
⽤するバッテリー式と燃料電池式の HGV の場合、電気モーターの効率が⾼いため、代替燃料
（エネルギー）が軽油よりも⾼価であっても運⾏コストを削減できる可能性がある。

・ただし、代替燃料⾞のシステムコスト全体を化⽯燃料の同等品と⽐較評価するため、総所有コスト
分析が必要。また、特に⽔素、バッテリー、e-fuel などの新技術の燃料コストは、将来的にまだ
⼤きな不確実性が残る。
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〇代替燃料（エネルギー）⾃動⾞のコストはまだ⾼い 
・IEA（国際エネルギー機関）は、従来の HGV の軽油ディーゼル⾞と⽐較して、HGV の CNG

⾞のコストは約 22,000 ドル（約 250 万円）⾼く、HGV の LNG ⾞は 40,000 ドル（約 460 万
円）⾼くなると⾒積もっている。 

・HGV 燃料電池⾞は標準的な HGV の軽油ディーゼル⾞より約 37 万ドル（約 4,300 万円）⾼い
が、燃料電池技術の改善が⾒られれば、この差は 3 万ドル（約 350 万円）から 11 万ドル
（1,300 万円）に縮まると予測。 

・燃料電池のコストに関する現在の⾒積もりは、€170/kW から €250/kW の範囲であるが、次
世代技術による⼤量⽣産によって、€50/kW から€70/kW に削減できる可能性。 

・バッテリーのエネルギー貯蔵コストは、気体または液体燃料の貯蔵コストよりかなり⾼く、多
くの重量⾞⽤途では法外に⾼くなるだろう（軽油⽐で 600〜7,900 倍）。しかし、バッテリーが
適⽤可能な⽤途では、効率の向上によるランニングコストの削減が⼗分なインセンティブとなる
可能性。 

 
〇代替燃料（エネルギー）のライフサイクル温室効果ガス（GHG）排出量 

・化⽯燃料の CNG と LNG は軽油よりもエネルギー当たりの排出係数（gCO2e /MJ）は低い
が、天然ガス⾞の⾛⾏効率が低いため、ライフサイクル GHG 排出量は CNG では⾛⾏距離ベ
ースでわずかに減少するだけで、LNG では 5%増加。 

・バイオ燃料の温室効果ガス（GHG）排出量は低いが、その使⽤にあたっては以下の点に留意す
る必要がある。 

1) ⼈⼯肥料を⽤いると排出量が増加 
2) 商業規模で油糧作物を栽培し HVO 燃料を製造した場合、⼟地利⽤の変化（⾷料⽣産と

の競合、⾃然⽣息地変化など）により排出量が⼤幅に⾼くなる可能性がある。代替燃料を検
討する場合、燃料を⽣産するために必要な⼟地⾯積の考慮が重要な点 

3) 廃⾷⽤油の場合は持続可能であるが、資源量が少ない。専⽤のエネルギー作物の栽培に
は、持続可能性の観点からは耕作限界的な⼟地で栽培された廃棄物、残滓、原料を利⽤する
ことが望ましい。 

・e-fuel の GHG 排出量は、原料となる⽔素の製造時に⽤いる電⼒の炭素排出量が⽀配的。した
がって、⾛⾏距離当たりの炭素強度がディーゼルよりも⾼くなる可能性がある（e-fuel 製造に
炭素強度が⾮常に低い電⼒を使⽤する場合を除く）。 

・合成燃料製造のための原料となる CO2 に関しても以下の留意点がある。 
1) 発電所などから CO 2 回収は、直接⼤気回収技術（DAC）よりもはるかに費⽤対効果が⼤

きいため、化⽯燃料が使い続けられる可能性がある。このため、化⽯ CO2 資源の利⽤は
DAC や⽣物起源の CO2 利⽤までの短中期的なものに許容されるかもしれない。 

2) ⼤気中に放出されるはずの廃棄 CO2 を利⽤する場合、排出削減量が運輸分野と電⼒分野
で⼆重にカウントされないよう⽅法論的な注意が必要 

3) ただし、⼤気由来（⼤気中の炭素の直接捕捉）、あるいは⽣物由来 （バイオガスをバイオ
メタンに精製した場合や蒸留所から排出される CO 2 など）の場合、燃料の燃焼をカーボ
ンニュートラルとして扱うことが⼀般的 
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〇道路貨物輸送分野における脱炭素化（まとめ） 
 

(1) 電動化 
・バッテリーはエネルギー密度が低いため、船舶や航空分野では使⽤できないが、貨物輸送分野

は、完全電動化に対する参⼊障壁が最も低い。つまり、代替燃料は化⽯燃料とのコスト競争にさ
らされるが、燃料電池やバッテリー電気パワートレイン（モーター）の効率が⾼いため運転コス
トの上昇抑制が期待でき、⾼価な燃料を使⽤することが可能である。 

・世界の道路貨物輸送の⼤部分（70％）が電動化可能な LGV で構成されているという事実から、
脱炭素化において電動⾞による輸送は⼤きな役割を果たす可能性がある。ERS（電化道路）シス
テムは、⼀般的な貨物輸送ルートで⼗分に整備された道路を⾛⾏する MGV や HGV に対して脱
炭素化への道筋を提供する可能性がある。 

・このレビューで現在のバッテリー技術のエネルギー密度と⽐エネルギーを分析したところ、道路
貨物の電動化は技術的に可能であるが、航続距離 800km の HGV の場合、積載量は 16%、航続距
離 500km では 9％減少することが⽰された。 

 
(2) 代替燃料 
・バイオ燃料 

⇒ バイオ燃料システムの GHG 排出量は、原料の選択に⼤きく依存→農業⽤スラリーなどの廃
棄物や残渣は、特別に栽培されたエネルギー作物よりも排出量が少ない。廃棄物や残渣は、
エネルギー作物よりも⼟地占有率が低いが、これらの原料の潜在的な資源量は限定的 

⇒ バイオメタンは、現在のバッテリー技術よりもはるかに⾼いエネルギー密度を持ち、燃料貯
蔵システムの重量増による積載量の減少はわずか 3%で、ディーゼルと同等の航続距離を実
現することができる。バイオマスの嫌気性消化及びガス化は、バイオメタンを輸送⽤燃料と
して利⽤するための有望な⽅法であり、発電からガス化までの過程で⽣産される合成メタン
よりも、⼆酸化炭素の排出量が少なく、⽣産コストも低く抑えることができる。バイオメタ
ンを輸送⽤燃料として利⽤する⼤きな利点は、メタンで⾛⾏可能な HGV が既に成熟した技
術であることである。 

⇒ バイオメタンが運送会社にとって魅⼒的な代替燃料となるためには、これらの代替燃料を広
く普及させるための適切に配置された燃料補給ステーションのネットワークが不可⽋。 

・e-fuel 
⇒ e-fuel システムの GHG 排出量は、電⼒消費量に⼤きく依存→e-fuel の⽣産に炭素強度の⾼

い系統電⼒を使⽤した場合、発電所からの GHG 排出量は、従来の化⽯燃料よりも⾼くなる
可能性。e-fuel の持続可能性を確保するためには、低炭素電⼒が必要。 

⇒。e-fuel システムは、1 ヘクタールあたりのエネルギー収量が⾮常に⾼く、⼟地の効率的な利
⽤が可能。 

⇒「ドロップイン」燃料は、既存の⾃動⾞のパワートレインを利⽤することができるという利点
があるが、⾮ドロップイン燃料は、新しいパワートレインを必要とするため、⾃動⾞のコス
トアップにつながる。 
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・⽔素、燃料電池 
⇒ ⽔素燃料電池 HGV を使⽤することは、貨物輸送の脱炭素化のためのもう⼀つの有望な道筋

である。燃料電池での⽔素の使⽤は、⾛⾏時の CO2 排出がなく、WTT における GHG 排出
は電解⼯程で使⽤される電⼒の炭素強度に関連するものである。 

⇒ そのため、中期的には⽔素製造時の炭素排出量を減らすための運⽤管理が重要である。 
⇒ ⼀⽅、⻑期的には電⼒網の脱炭素化により、WTW における GHG 排出量をほぼゼロにする

ことが可能である。BEV の場合と同様に、燃料電池⾃動⾞の効率向上により、運⾏コストの
削減が可能となる。分析によれば、⽔素が 1MWh あたり 110 ユーロ＊で利⽤できるようにな
れば、運⾏コストを 28％削減できる。 
＊軽油１リットル当たりのエネルギーに換算すると、約 158 円/ リットルとなる。 
（軽油：38.04MJ/リットル、ユーロ：135 円/ユーロ で換算）。 

⇒ ⽔素が運送会社にとって魅⼒的な代替燃料となるためには、これらの代替燃料を広く普及さ
せるための適切に配置された燃料補給ステーションのネットワークが不可⽋である。利害関
係者は、信頼できる供給インフラが保証されるまでは、代替燃料に切り替える可能性は極め
て低い。重量⾞による貨物輸送の性質上、燃料補給インフラ配置の必要性は、旅客輸送より
も低い。主要な貨物輸送ルート沿いに燃料補給ステーションを設置すれば、輸送分野におけ
る代替燃料の⼤幅導⼊が可能になる。EU は、CNG の給油ステーションを約 150km 以内に
設置し、CNG ⾞ 600 台に対して給油ステーションを 1 つ設置することを義務付けている。  

 
(3) その他 

バッテリー式や燃料電池式のパワートレイン（モーター）は、内燃機関よりもエネルギー効率が
⾼い。例えば、バッテリー電気⾃動⾞を充電するために電気を直接供給する場合、WTW のエネル
ギー効率は 73% になるが、燃料電池⾃動⾞⽤の⽔素を製造するために電気を使⽤すると、エネル
ギー効率は 22% になり、電⼒を⽤いて製造した合成燃料の FT 軽油では、全エネルギー効率は 
13% になると推定。電気分解と燃料電池の技術が進歩すると考えられるが、バッテリー電気、燃
料電池、内燃機関の間のシステム効率のレベルが逆転する⾒込みはない。このような総合効率の差
から、可能な限り⽔素を直接利⽤することが望ましく、内燃機関技術は航空分野など、他に選択肢
がない場合にのみ使⽤される。 

Euro VI 排出ガス規制は、新⾞のトラックが電気⾃動⾞や燃料電池⾞に置き換えられ、中古⾞市
場に流れていく中で、HVO 燃料のような再⽣可能ディーゼル燃料を使⽤することで、排出ガスの
削減が可能になり、地域の⼤気環境を悪化させない。特に、バッテリーや燃料電池の使⽤が制限さ
れている発展途上国には有効な⼿段である。 

輸送⽤燃料の選択は、船舶や海運の分野と⽐べると、より地域に特化したものとなっている。天
然ガスネットワークが整備され、持続可能なバイオマス資源が豊富にある国では、既存のインフラ
を活⽤するために、輸送⽤燃料としてバイオメタンを選択することができる。天然ガス網が整備さ
れていない国では、⽔素などの代替燃料がより魅⼒的である。 
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◆◆抜粋翻訳◆◆ 
 

以下に、本論⽂のうち、「道路輸送分野における脱炭素化の分析」に関連する部分を抜粋した翻訳を
紹介します。 

翻訳した⽂章については、以下の点にご留意ください。 
・図表は原⽂のまま掲載しています。 
・重要と思われる部分はアンダーラインを付しました。 
・出典⽂献番号は、原⽂のまま⽂中に[  ]で⽰しました。出典⽂献の詳細をご覧になりたい⽅は、

巻末に⽰した原⽂を検索し、出典⽂献を参照してください。 
 

Decarbonising ships, planes and trucks: An analysis of suitable low-carbon 
fuels for the maritime, aviation and haulage sectors 

 
船舶、航空機及びトラックにおける脱炭素化 

−海運、航空及び道路運送分野における適した低炭素燃料に関する分析− 
道路運送分野に関係する部分の抄訳 

2022.3 環境優良⾞普及機構 仮訳 
 
2.3. 道路運送分野  
2.3.1. 道路運送分野の概観及び貨物⾃動⾞の分類 

ここでは、道路貨物運送に関連するすべての活動を対象としている。貨物運送の需要は、地域の経
済発展の重要な指標である。例えば、中国では 1975 年から 2015 年の間に道路運送分野が 30 倍以上
成⻑している[7]。  

運送業は化⽯燃料の⼤きな消費者であり、世界の⽯油需要全体の約 20％を占め、1 ⽇あたり 1,700
万バレルを消費している［7, 11］。通常通り（何の対策をしない場合）のシナリオでは、この消費量は
2050 年までに 2,200 万バレル/⽇に増加すると予測されている[11]。したがって、エネルギー需要と
CO2 排出量の両⽅を削減するためには、物流を改善し、道路貨物分野をより⾼効率で低炭素な燃料へ
と移⾏させることが⾮常に重要となっている。 

この分野では、多種多様な⾞両が使⽤されている。これらの貨物⾃動⾞の機能は、その⾞両サイ
ズ、積載量、⾺⼒に加えて、地形、地域のインフラ、地域の経済発展などの地域的要因によって異な
る。「ラストワンマイル」の配送や都市部の物流に典型的に使⽤される LGV（light goods vehicle:軽量
貨物⾞）が数の上では世界の貨物輸送市場を⽀配している⼀⽅で、HGV（heavy goods vehicle:重量貨
物⾞）は、⼀般的に年間⾛⾏距離が⻑いため、保有台数が少ないにもかかわらず、⾞両の活動量では
⼤きなシェアを占めている [11]。 
 
2.3.2. 道路運送からの排出量 

2015 年時点で道路貨物⾞両は、26 億トン相当の CO2 を排出しており、これは世界の排出量の約
7%に当たる[11]。HGV と MGV（medium goods vehicle:中量貨物⾞）は、年間⾛⾏距離が⻑く
（100,000km/年以上）、1km あたりの排出量が多い（HGV が 1,080gCO2/km であるのに対し、LGV
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は 260gCO2 /km）ことから、2000 年以降の道路貨物の排出量増加の 65％と 33％をそれぞれ占めてお
り、このセクターで使⽤される⽯油系製品の 84％をディーゼルエンジン⽤の軽油が占めている[11]。
ガソリンエンジンの効率が低いため、ガソリンの使⽤は稀であり、⼩型の LGV に限られている[11]。
航空や海運と同様に、運送業からも PM や NOx の排出がある。しかし、⼀般的に⼈⼝集中地区から
かなり離れた場所で発⽣する航空業や海運業からの排出に⽐べて、運送業からの排出は⼈間の健康へ
のダメージがはるかに⼤きい[82]。 

運送⾞両からの⼤気汚染を低減するための対策の⼀環として、NOx、PM、及び未燃炭化⽔素など
の汚染物質の排出を制限するための排出基準（ユーロ VI 規制など）が導⼊されている[83]。認定を受
けるためには、HGV は、エンジン・テストベンチ上で、関連するユーロ VI 排出ガス規制に適合して
いることを証明しなければならない。これらの強化された⼤気質基準の導⼊により、⼤気質を⼤幅に
損なうことなく、バイオ燃料（再⽣可能軽油）の使⽤を増やすことで、新しい運送⾞両からの GHG
排出量を削減できる。 

ユーロ VI 規制は、HGV からの CO2 排出量を直接対象とはしていないが、2019 年に EU で採択さ
れた法律では、新規登録された HGV は、2019 年の HGV の平均炭素強度と⽐較して、2025 年以降は
15％、2030 年以降は 30％の CO2 を削減することが求められている[84]。さらに、この規制には、ゼ
ロエミッション（テールパイプ排出量ゼロ）及び低エミッション（炭素強度が平均の半分以下）の
HGV の導⼊を促進するインセンティブメカニズムが含まれている[84]。 
 
2.3.3. これまでの貨物⾃動⾞の駆動技術 

運送業では、現在ほぼすべての⾞両で軽油を燃料とした圧縮着⽕式エンジンを使い、世界の軽油需
要の約半分を占めている[11]。 使⽤されている軽油にバイオ燃料を混ぜることで（最⼤ 100％の可能
性あり）、CO2 排出量を削減することができるが、需要量を考えると完全に代替することは困難であ
る[11]。天然ガスは、単位エネルギーあたりの炭素強度は軽油はよりも低いが、主に軽油または圧縮/
液化天然ガス（CNG または LNG）で作動するデュアルフューエル圧縮点⽕エンジンで使われている
が、運送⽤エネルギー需要のわずか 1.2%をカバーしているに過ぎない[11]。しかし、Langshaw らの
研究によると、⽕花点⽕式の LNG HGV は、ディーゼル⾞に⽐べて MJ/km ベースのエネルギー効率
が 18％低く、WtW（採掘から⾞輪（⾃動⾞の⾛⾏）まで）の GHG 排出量が 7％増加することが⽰さ
れている[85]。 この問題に対処するために、再⽣可能なガスを圧縮または液化し CNG または LNG
駆動のトラックに使⽤することで、再⽣可能な軽油を使⽤した場合と同様の GHG 排出量削減を実現
し、さらに地域⼤気汚染物質の排出量も⼤幅に削減することができる。 

⽇産 e-NV200 [86]やテスラセミトラック [87]のようなバッテリー電気 LGV や MGV の使⽤にお
いては、⻑距離⽤途に⽐べて航続距離や充電時間に対する懸念が少なく、都市物流や専属⾞両向けで
初期の商業展開段階に⼊っている。 
 
2.3.4. 将来の貨物⾃動⾞の駆動技術  

可能性のある代替燃料や駆動技術は、以下のような特定の特性を備えていなければならない。 
 
・燃料の体積量や重量を最⼩化する⾼いエネルギー密度(MJ/L)及び⾼い⽐エネルギー(MJ/kg)が必

要。これにより⻑距離運航が可能 
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・有害排出ガス(SOx, NOx 及び PM)が少なく、Euro VI 排出ガス規制をクリア 
・化⽯燃料である軽油とコスト的に競合できる低いエネルギーコスト( €/MWh) 
・道路輸送による気候変動影響を低減するため、低いライフサイクル GHG 排出量(gCO2e/MJ) 
 

主要ルートに沿った給油インフラの配置により、低い⽐エネルギー及び低いエネルギー密度の燃料
を使⽤することが可能になる。さらに、運送事業における⾞両の寿命は、⼀般的に海運や航空よりも
はるかに速いため[11]、中古としての再利⽤の可能性はそれほど懸念しなくてもいい。しかし、海運
や航空に⽐べてインフラの必要性がはるかに⾼いため、インフラの互換性は重要な検討事項となって
いる。 バイオメタン/再⽣可能ガスやバイオディーゼル/再⽣可能ディーゼルを道路運送分野の燃料と
して使⽤することは、特に他の技術が開発される間、既存のインフラを利⽤できる移⾏燃料として有
望な選択肢である。各地域の状況により、それぞれの燃料の適合性は異なるが、⾞両や燃料補給技術
は、現在の代替燃料よりも成熟しており、低コストであると考えられる。 
 

電気モーターは内燃機関に⽐べてはるかに効率が良いため、電動化は望ましいとされており、再⽣
可能エネルギーの利⽤が進んでいる。都市部を⾛るプラグインハイブリッドやバッテリー駆動の LGV
や MGV は、⾞両総重量や⼀⽇の⾛⾏距離が少ないこともあり、実⽤化の初期段階に⼊っている[ 7, 
11 ]。しかし、⻑距離運⾏を⾏う HGV は、運送分野の⽯油消費量の⼤部分を占めており、バッテリー
のサイズと重量が電気⾃動⾞化への⼤きなハードルとなっている[11]。バッテリー電気⾃動⾞
（BEV）は現在、短距離トラック輸送（400km 未満）に使⽤されているが [88]、BEV トラックが同
等のディーゼルトラックと同じ航続距離を持つためには、必要となるバッテリーの重量とスペースに
よってトラックの貨物容量が⼤幅に減少すると推定されている [5]。さらに，バッテリーの充電時間
（〜10 時間）は、⻑距離トラックの現在の許容給油時間をはるかに超えている[88] 。しかし、
Hoekstra の分析によると、バッテリー電気⾃動⾞の可能性はしばしば過⼩評価されているようだ 
[89] 。バッテリー⽣産の学習曲線と将来の改良により、運送分野に⼤きな影響を与える可能性があ
る。バッテリー特有のエネルギーとコストが将来的に改善されれば、運送分野における BEV の役割が
増える可能性がある。Liimatainen らは、現在のバッテリー技術を使⽤した場合、スイスでは輸送トン
キロの 20％、フィンランドでは 5％を電動化できることを⽰しており、これは裏付けられている。こ
の値は、バッテリーの⽐エネルギーが 3 倍になる将来のシナリオでは、スイスとフィンランドにおい
て 71％と 35％に上昇する[90] 。この分析では、輸送の電化は地域によって⼤きく異なることも明ら
かになっており、スイスとフィンランドの差は、フィンランドでは 1 ⽇の⾛⾏距離が⻑く、⼤型のト
ラクター・トレーラユニットの使⽤が多いためと説明されている[90]。 

この問題を解決するために、⾞両が⾛⾏中の道路に設置された送電設備から電⼒の供給を受ける電
化道路システム（ERS）は、必要なバッテリーのサイズを減らし、航続距離を伸ばすことができる[ 7, 
11 ]。ERS のインフラには、頭上のカテナリー式架線を介して⾞両に電⼒を供給する導電電⼒伝送
と、電磁場を発⽣させるコイルを道路に設置する誘導電⼒伝送の 2 つの主要な⽅式がある[ 7, 11 ]。こ
れらの選択肢はいずれも検討されており、ドイツ、スウェーデン、⽶国ではカテナリーシステムの応
⽤実験が進⾏中である[11]。ERS システムは、定期貨物輸送ルートに沿って明確に決まったルートを
⾛⾏する⾞両の場合、有望なオプションとなる可能性がある。  
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⽔素を 700 気圧に圧縮して燃料電池 HGV に搭載すると、現在のバッテリーに関する技術的な問題
（エネルギー密度と⽐エネルギー）の多くが解決でき、バッテリー電気 HGV と⽐較してもより⻑い
航続距離と貨物輸送能⼒を実現できる。ERS とは異なり、⽔素は決められたルート以外での運⽤も可
能である [ 11, 91 ] 。⽔素燃料電池⾞が HGV やバスの商⽤⾞のオプションになりつつある中、運送
専⾨会社は先進燃料としての⽔素の早期導⼊に特に適している[92]。 Nikola Motor Company は、燃
料電池とバッテリーのハイブリッドトラックの⽣産を発表しており、その航続距離はディーゼル⾞の
に匹敵する最⼤ 750 マイルであると主張している[93]。2020 年には、現代⾃動⾞がスイス市場向けに
⽔素を搭載した HGV「H 2 Xcient」の最初の 10 台を納⼊し、さらに 2025 年までに 1,600 台をスイス
の道路で⾛らせる計画を⽴てている[9]。さらに、ダイムラー社は、最⼤ 1,000km の航続距離を持つ
GCW（連結⾞両総重量）40t の⽔素燃料電池 HGV「GenH2 Truck」の開発計画を発表した[9]（表
1）[24]。⽔素補給インフラの⽋如は、⼤規模な導⼊のための⼤きな障壁となっている。スイスの⼤型
輸送分野の分析では、HGV の運送会社の転換は技術的に実現可能であるが、GHG 排出量の⼤幅な減
少は、電気分解によって⽔素を製造するために低炭素電⼒が使⽤された場合にのみ⾒られることが⽰
されている[91]。 
 

3. 代替燃料 
3.1 バイオマスベースの燃料 

現在のところ、バイオマスからの転換は、⾮化⽯輸送燃料を商業的に⽣産できる唯⼀の経路であ
る。液体バイオ燃料は現在、世界の運輸分野で消費されるエネルギーの 4.2%を供給しており、主に穀
物やサトウキビから製造されるエタノールや、植物油から製造されるバイオディーゼルである FAME
の形で供給されている[5] 。これら、いわゆる第 1 世代バイオ燃料は、⾷⽤原料から⽣産されている
が、その⽣産には、⾷料価格の上昇や⼟地利⽤の変化といった問題が伴う[94]。先進的な第 2 世代
（⾮⾷⽤）及び第 3 世代（⾷料⽤の⼟地との競合がない）バイオ燃料の研究開発は、林業・農業残
渣、有機都市廃棄物、藻類、⾮⾷⽤エネルギー作物（多年⽣草本など）などの原料を利⽤すること
で、循環型経済の原則を実践し、これらの問題に対処しようとしている[14]。 
 
3.1.1 バイオメタン及びフィッシャー・トロプシュ燃料 

嫌気性消化（AD：Anaerobic digestion）とは、酸素がない状態で微⽣物が⽣分解性の有機物を分解
する⼀連の⽣物学的プロセスである。このプロセスでは、通常 55〜70％の CH4 と 30〜45％の CO2
を含むバイオガスと、消化液が⽣成される。消化液は栄養源として利⽤できるため、化学肥料の需要
を減らすことができる [95-97]。これまで発電や熱電併給（CHP）に使⽤されてきたバイオガスを、
⼆酸化炭素を分離してバイオメタン（CH4 含有率 97％程度）にアップグレードし、天然ガスネットワ
ークに注⼊して先進的な輸送燃料として使⽤することへの関⼼が⾼まっている[95]。さらに最近で
は、⽔素を⼆酸化炭素と反応させてメタン⽣成量を増加させる⽣物学的⽔素メタン化などの新しいバ
イオガスアップグレード技術が開発されている[98] 。バイオメタンシステムには、牧草、農業廃棄
物、⾃治体の廃棄物など、必ずしも⾷糧⽣産と⼟地利⽤を争うことのない原料を使⽤できるという利
点がある [96]。マクロ藻類やミクロ藻類のような、AD ⽤の⾮⼟地ベースの原料を使⽤する可能性に
ついての研究も進⾏中である[96]。  
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⼀部の AD 原料（農業⽤スラリーなど）は、メタン収率が低く、消化された原料 1 キログラムあた
りのメタン⽣成量が少ない[99]。現在⾏われている種間の直接電⼦移動に関する研究では、グラフェ
ンやバイオ炭などの導電性物質を消化槽に加えることで、AD からの効率と収率の向上を⽬指してい
る[100]。  

ガス化は、バイオマスを中間⽣成物である合成ガス（主に⽔素と⼀酸化炭素の混合物）に変換す
る熱化学プロセスである。ガス化プロセスには、リグノセルロース系（⽊質）バイオマス（SRC
（short rotation coppice：短期輪作雑⽊林）ヤナギなど）、林業残渣、都市廃棄物、その他の廃棄物な
ど、幅広い潜在的な原料を使⽤することができる[103]。⽣成された素合成ガスは、液体または気体の
炭化⽔素の合成に使⽤する前に、不純物を取り除くために精製しなければならない[14, 102]。
Gallagher らが⽰したように、リグノセルロース系バイオマスをガス化した後にメタン化することで、
再⽣可能ガスの資源量を⼤幅に増やすことができる[104]。ガス化は成熟した技術であり、理論的には
幅広い種類の原材料が利⽤可能であるが、実際には⽯炭や⽊材などの均質な原材料のガス化のみが商
業規模で実⽤化されている[14]。都市固形廃棄物の有機分などの異質なバイオマスのガス化の技術成
熟度レベル（TRL：technology readiness level）ははるかに低い。ガス化プロセス中に発⽣するタール
の除去など、再⽣可能な原材料のガス化を商業規模で実⾏可能にするためには、解決しなければなら
ないいくつかの重要な障壁がある[14]。 

フィッシャー・トロプシュ（FT）プロセスは、合成ガスを液体炭化⽔素燃料に変換するための確⽴
されたプロセスである[101]。FT 合成により、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料への「ドロップイ
ン」（そのまま直接混合ができる）が可能なさまざまな液体炭化⽔素の代替燃料を作ることができる。
また、それらはアップグレードも可能である [14]。また、合成ガスを触媒でメタノールに変換し、ガ
ソリンと混合して道路輸送に直接使⽤したり、多元燃料エンジンで船舶に使⽤したり、ディーゼルエン
ジンの代替燃料として使⽤できるジメチルエーテル（DME）の合成に使⽤したりすることもできる
[14]。  

AD とガス化の両システムには、外部に対してさらに多くの有益性がある。AD とガス化システムの
両⽅とも、廃棄物、残渣、⾮⾷⽤作物を利⽤することができ、環境の持続可能性を⾼めることができ
る。さらに、バイオガスシステムは、バイオ肥料（嫌気性消化物残渣）を⽣産することができる効果
的な廃棄物管理プロセスであり、合成肥料への依存を減らし、循環型経済を促進する。さらに、バイ
オガスの原材料の⼤部分は農村部にあり、バイオメタン/ガス化産業は農村部の雇⽤創出を刺激する可
能性があることを意味している[100]。AD とガス化は、広範囲の利⽤可能な資源を活⽤できる競争的
な技術ではなく、補完的な技術であることに留意すべきである。 
 
3.1.2. 再⽣可能軽油 

フィッシャー・トロプシュ（特定⽣成物の選択的収率が低い）による製造と同様に、合成ディーゼ
ル燃料は、リグノセルロース系バイオマスや湿潤基材よりも処理や「ドロップイン」規格へのアップ
グレードが容易な脂質系原材料（植物油や動物油脂）からも製造可能である[101]。⽔素化処理エステ
ル及び脂肪酸(HEFA)または⽔素化処理植物油(HVO) [101]という⽤語は、FAME バイオディーゼル
のような従来のバイオディーゼルとは異なる先進的な燃料として使⽤されているが、これは混合率の
上限が低いため、真の「ドロップイン」燃料とは⾒なされない[105]。HVO 燃料の主な利点は、既存
のインフラとの互換性が⾼く、海運、航空、道路運送のいずれの分野でも使⽤できることであるが、
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HVO の密度が低いことやその他考慮しなければならない事項があり、100%の混合はまだ承認されて
いない [101]。現⾏の液体化⽯燃料の直接的な "同種の "代替品として、HVO は⼤型輸送のすべての
モードでの CO2 排出削減に向け⾮常に抵抗の少ない道筋となる。産業界の⾼い賛同が得られれば、
HVO を使⽤することですぐに効果が得られる可能性がある[106]。しかし、⼤型輸送分野の需要を満
たすために必要となるであろう⼤量の HVO を、安価で持続可能な⽅法で⽣産する能⼒については懸
念がある[101]。  
 
3.2. ⽔素ベースの燃料  

⽔素及び⽔素ベースの合成燃料の製造は、低炭素輸送燃料の使⽤に向けたもう⼀つの道筋となる。
⽔素は、化⽯燃料から炭素回収・貯留（CCS）の有無にかかわらず製造することができ、理想的には
再⽣可能電⼒から⽔の電気分解によって、またあまり⼀般的ではないがバイオマスからも製造するこ
とができる。⽔素は、液体（⼤気圧下で-253℃）として極低温で貯蔵、または圧縮ガス（700 気圧）
として貯蔵し、燃料電池または燃料電池とバッテリーのハイブリッドパワートレインでも使⽤するこ
とができる[5]。燃料電池での直接利⽤以外に⽔素は、メタン、メタノール、アンモニア、FT 燃料な
どの合成のエネルギーキャリアの⽣産における重要な原材料である[55]。 
 
3.2.1. Power-to-hydrogen（電⼒から⽔素）及び power-to-X（電⼒から X）  

⽔の電気分解で製造した低炭素の⽔素は、先進的輸送⽤燃料の⽣産とともに、余剰の変動再⽣可能
電⼒（VRE）を貯蔵するための重要な技術として提案されている[65]。理想的には、電気分解は、
VRE の普及率が⾼い電⼒システムにおいて、抑制期間（電⼒供給が需要を上回るとき）を緩和するの
に有効な⽅法として実証されている[57]。このコンセプトは、完全に再⽣可能な電⼒システムという
チャレンジを補完するもので、輸送と電⼒セクターを相乗的に結合させるものであると考えられてい
る。 

電気燃料（power-to-gas/liquid/fuel）コンセプトにより、⽔素を使って炭化⽔素を合成することも
可能である[5, 55 ]。この⽅法では、⽔素を CO2 源と組み合わせて、メタン（メタン化）、メタノール
（メタノール合成）、またはガソリン/軽油/ジェット燃料（FT またはメタノール・ガソリン合成）を
⽣産し、既存の流通・燃料供給インフラを使⽤できる [55] 。⼯業プロセス（セメント⽣産など）、⽣
物起源プロセス（廃⽔処理施設やアルコール⽣産施設など）、または直接空気回収（DAC）により捕
捉された CO2 は、不純物を⼗分に洗浄・除去したものであれば、すべて適している[ 55, 107 ]。持続
可能性の観点からは、システムの GHG バランスを改善し、コストを削減するために、⽣物起源で⽐
較的純度が⾼く、PtX 施設の近くにある CO2 源が理想的である [107]。さらに、アンモニア（NH 
3 ）は、ハーバーボッシュプロセスを使⽤して再⽣可能な⽔素から合成することができ［5, 55］、燃料
電池⽤途の⽔素キャリアとして、または先進の⼆元燃料エンジン［55］に使⽤することができる。ド
イツを拠点とするコペルニクス P2X プロジェクトは、再⽣エネルギーを物理的物質（⽔素、合成燃
料、化学物質）の形で貯蔵し、2050 年までに気候変動を中⽴化することを⽬指している[26]。アイス
ランドに本拠を置く Carbon Recycling International (CRI)は、商業的な電気燃料施設の⼀例であり、
地熱エネルギーからメタノールを⽣産し、同じ資源から CO2 を⽣産している[27]。アウディの e-gas 
プラントは、⾵⼒発電とバイオガスプラントからの CO2 を利⽤してメタンを⽣産している[108]。  
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3.2.2. ⼆酸化炭素回収・貯留（CCS）を⽤いた化⽯燃料からの⽔素  
天然ガスの⽔蒸気改質と⽯炭ガス化は、化⽯燃料から⽔素を製造する成熟した技術である[109]。こ

れらは現在、世界の⽔素⽣産の 96％を占め、その結果、明らかに⼤量の GHG 排出を引き起こしてお
り、電気分解は 4％しか占めていない[110]。化⽯燃料の改質またはガス化は、⽐較的純粋な⽔素（純
度~99.8%）を製造することができるが、若⼲の不純物が残ることになる。輸送⽤燃料電池のアプリケ
ーションでは、触媒を保護するために純度 99.999%の⽔素が必要であり、化⽯燃料から製造された⽔
素は、さらなる浄化を⾏わないと適合しない可能性がある[110]。⼀⽅、電気分解では、⾮常に純度の
⾼い⽔素（〜99.999%）が得られるため、輸送⽤燃料電池の⽤途に理想的である[110]。したがって、
CCS と組み合わせて化⽯燃料から製造された⽔素は、産業⽤暖房など、他の経済分野の脱炭素化によ
り適していると考えられる。また、炭素回収プロセスは、100％ではなく、プロセス中に発⽣する CO 
2 の 71％から 92％しか回収できないことに留意する必要があり、CCS を伴う化⽯燃料から⽣産される
⽔素は、依然として GHG の⾜跡が残ってしまう[111]。電解⽔素は、⼩規模分散型の製造により、輸
送（運搬）にもより適していると思われる。 

 
4. 燃料評価基準 
4.1. エネルギー密度 

⾼いエネルギー密度（MJ/L）と⽐エネルギー（MJ/kg）は、燃料の貯蔵スペースがより⼩さく、重
量もより少なくて済むことを意味し、燃料を⾞両に搭載する場合に特に有効であるため、望ましい品
質である[29]。この 2 つは、燃料の実⽤的な⽤途を決定する上で重要な役割を担っている。 
図 5 の値は、システム全体の効率は考慮していない。この効率は、⾞載燃料の貯蔵量を決定するもの
であり、4.1.1〜4.1.3 節で説明する。図 5 から分かるように、各エネルギー源は、⽐エネルギーとエネ
ルギー密度の両⽅に⼤きなばらつきがある。 
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⽔素のように従来型燃料より⽐重が⼤きく、エネルギー密度が⾮常に低いものもあれば、FT 軽油の
ように従来型燃料に近い特性を⽰すものもある。液体エネルギーキャリア（メタノール、HVO、FT
燃料、MtG（methanol togasoline））は既存の燃料インフラで簡単に貯蔵できるが、標準的な温度と圧
⼒下で気体であるエネルギーキャリア（⽔素、バイオメタン、DME、アンモニアなど）は、圧縮ガス
または液体として圧⼒容器に貯蔵しなければならない。圧縮⽔素と極低温⽔素の値は⽂献から引⽤
し、圧縮または液体バイオメタン、DME、アンモニアの値は圧⼒容器の仕様に基づいて計算されたも
のである。燃料貯蔵システムを組み込むと、エネルギー媒体のエネルギー密度と⽐エネルギーが⼤幅
に減少する（表 5 ）。燃料貯蔵システムを含めると、エネルギー密度／⽐エネルギーは低下するが、
⽐エネルギー0.94 MJ/kg、エネルギー密度 2.63 MJ/L である現在の最先端リチウムイオン電池をそれ
ぞれまだ上回っている[117]。さらに、エネルギー貯蔵の改善は、規模が⼤きくなればなるほど、より
好ましい⽐エネルギーとエネルギー密度を⽰すことが期待されることに留意する必要がある。本書で
紹介したエネルギー密度と⽐エネルギーは このセクションでは、海運、航空、道路運送分野における
代替燃料の実⾏可能性を評価するための⼀連のケーススタディに使⽤される予定である。 

 

 
 
以下割愛 
4.1.1. 船舶 
4.1.2. 航空機 
 
4.1.3. 道路輸送 

HGV の低炭素化技術の実現可能性を評価する⽬的で、トラクタとトレーラユニットからなる 40t 
の連結トラックを分析対象として選定した（詳細は表 11[127] に⽰す）。このクラスの HGV の典型的
な運転は、⾼速道路を⼀定速度で⻑時間⾛⾏するものであり、市街地での⾛⾏はほとんどない。 
これらの値を⽤いて、研究対象の HGV にディーゼルベースラインと同等の航続距離を与えるために
必要な代替エネルギー担体の重量と体積を計算し（Box 4）、結果を表 12 に⽰した。  

トラックは、1 ⽇の最⼤⾛⾏距離が約 800km であり、最⼤航続距離をフル活⽤することはめったに
ないという実態がある[81]が、800km の航続距離を確保するために必要な代替エネルギー担体の重量
と体積を計算することが可能であり（Box 5）、その結果は表 12 に⽰されている。航続距離 500 km の
⾞両についても、1 ⽇に 1 回給油する⾞両を想定して、同様の計算を⾏った。 

バッテリー式電気トラックの使⽤は技術的には可能かもしれないが、等価航続距離シナリオと 
800km 航続距離シナリオでは、トラックにリチウムイオン電池を使⽤することによる重量ペナルティ
とそれに伴う積載量の減少により、運⾏コストが⼤幅に低下しない限り輸送業者の許容限度を超える
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可能性が⾼い。500km の航続距離のシナリオでは、積載量の減少はわずか 9％であり、これは運送会
社の許容範囲とみなされるかもしれない。この結果、短距離輸送の電動化には⼤きな可能性がある。
圧縮⽔素も液体⽔素もバッテリーより優れた性能を持ち、テールパイプエミッションゼロ輸送のため
の実⾏可能な技術的代替⼿段である。 

圧縮/液化バイオメタンや DME などのエネルギーキャリアも同様の性能を発揮し、HVO や FT 軽
油などのドロップイン燃料は、ベースラインのディーゼルと同等の性能を発揮する。 
 
Box 5.  ‒ HGV が 800km ⾛⾏するために必要なエネルギー 
エネルギー効率 ‒ ベース (ディーゼル) 
燃料消費量 = 37 L/100 km = 13.31 MJ/km  
内燃機関効率 = 39%  
駆動のために使われるエネルギー = 13.31 × 0.39 = 5.21 MJ/km  
リチウムイオンバッテリー (⾛⾏距離 800 km)  
駆動のために使われるエネルギー ( 駆動系効率 = 100%) = 5.21 MJ/km  
必要となるエネルギー貯蔵 = 5.21 MJ/km × 800 km = 4,165 MJ  
リチウムイオンバッテリー⽐エネルギー = 0.936 MJ/kg  
リチウムイオンバッテリーエネルギー密度 = 2.63 MJ/L  
必要とされるバッテリー重量 = 4,550 kg  
必要とされるバッテリー体積 = 1,584 L  
 同様な計算を、圧縮⽔素、液体⽔素、圧縮バイオメタン、液体バイオメタン、DME、HVO 及び FT
軽油について実施した。 
 

 
 
4.2. コスト  
4.2.1. 燃料コスト 

各分野における運転寿命期間において、燃料は運転コストの重要な部分を占め、航空[76]では
33％、海運[34]では 50％、そして道路輸送では 38％[32]となっている。したがって、各燃料の平準化



 

15 
 

したエネルギーコスト（LCOE）を考慮する必要がある。化⽯燃料、バイオ燃料、電気燃料（e-fuel）
のコスト範囲は、表 13 に⽰すとおりである。  

表 13 から、⼤半の代替燃料は、現在の化⽯燃料の価格と競争するのは難しいことが明らかであ
り、特に海運と航空分野で顕著である。海運分野では、低品質の残渣燃料が普及しているため燃料費
が安い。航空分野では、航空協定（Air Service Agreement）という⼆国間国際航空協定により、燃料
が⾮課税のままである[ 8, 34 ]。バイオ燃料の場合、原料（バイオマス）コスト [133] とプロセス変
換効率 [134] が燃料コストに最も⼤きな影響を与えることが⽰されているが、⼀般にエネルギー平準
化コスト（LCOE）を最⼩化するには、規模の経済が必要となる [136, 137]。McDonagh らは、e-
fuel の LCOE に最も⼤きな影響を与えるパラメータは、電⼒コストと設備運転時間数であると指摘
している[56]。e-fuel は、再⽣可能エネルギーによる発電量が過剰な時にのみ稼働する可能性が⽰唆さ
れているが、McDonagh らは、抑制電⼒（過剰電⼒）のみを利⽤する可能性は低いことを実証してい
る[139]。したがって、e-fuel ⽣産設備への投資を償却するため運転時間数を増やすには、消費者とし
て電⼒マーケットに参加することが必要である[139]。PtX コンセプトによる燃料の製造には、追加の
処理⼯程が必要であるため、合成液体燃料と気体燃料の製造は、⼊⼒として使⽤する⽔素よりも⾼価
になる可能性があり、経済性の観点からは可能な限り⽔素を直接利⽤することが賢明である。しか
し、4.1 節で述べたように、積載容積や積載量の制約から、これが常に可能であるとは 限らない。 

 



 

16 
 

燃料間の公平な⽐較を⾏うために、内燃機関⾃動⾞、バッテリー電気⾃動⾞、燃料電池⾃動⾞のパ
ワートレイン効率が異なることを考慮して、輸送分野の燃料コストを€/100 km ベースで計算した（表
13）。バッテリー式と燃料電池式の HGV の結果は、代替燃料が軽油よりも⾼価であっても、パワート
レインの効率が向上するため、運⾏コストが削減できることを⽰している。逆に、内燃機関技術を利
⽤する代替燃料は、運⾏コストを削減するためには、軽油未満のコストでなければならない。同様の
傾向は、海運と航空分野でも⾒られると予想される。燃料費は総コストのかなりの部分を占めるが、
資本⽀出や運⾏・保守コストなどの他のコストも、システム全体のコストに影響を与えるということ
に留意する必要がある。代替燃料⾞のシステムコスト全体を化⽯燃料の同等品と⽐較評価するには、
総所有コスト分析が必要であろう。また、特に⽔素、バッテリー、e-fuel などの新技術については、
将来の燃料コストにはまだ⼤きな不確実性があり、これらのコストは学習曲線の影響を強く受けるこ
とに留意する必要がある。学習曲線は、⼀般に普及や技術⾰新の進展により時間とともに減少する技
術コストと定義され、普及が 2 倍になったときに削減されるコストとして表される[140]。普及が倍増
する速度は⼤きく変化する可能性があり、技術的なブレークスルーや新しい技術の取り込みを奨励す
る政策的な推進⼒に左右される。 
 
4.2.2. ⾞両コスト 

代替燃料とそのパワートレインの使⽤に伴う追加の資本コストは、主に貯蔵コスト（⾼圧容器やバ
ッテリーなど）とエネルギー変換器（燃料電池やモーターなど）のコストで構成されている（表
14 ）。 

HVO や FT ディーゼルのようなドロップイン燃料の使⽤は、既存の⾞両技術との互換性があるた
め、ここでも⼤きな利点がある。IEA は、CNG を使⽤する HGV のコストは従来の軽油ディーゼル
HGV より約 22,000 ドル⾼く、LNG を使⽤する HGV は軽油ディーゼル HGV より 40,000 ドル⾼く
なると⾒積もっている[11]。海運では、LNG や⽔素のような代替エネルギーキャリアを利⽤する船舶
には、より⼤きなコストがかかると予想される[29]。航空分野における代替燃料とパワートレイン
（燃料電池で発電した電気など）の利⽤は、まだ研究開発の初期段階であるため代替航空機のコスト
は不確実であるが、⼤幅に⾼くなる可能性が⾼い。 

燃料電池のコストに関する現在の⾒積もりは、€170/kW から €250/kW の範囲である[ 32, 143 ]。
技術評価では、次世代技術による⼤量⽣産によって、燃料電池のコストを€50/kW から€70/kW に削減
できる可能性があることが⽰されているが、削減の程度は燃料電池⾃動⾞の利⽤がどの程度拡⼤する
かに依存する[ 11, 32, 143 ]。IEA は、現在の⽔素貯蔵と燃料電池の技術では、燃料電池 HGV は標
準的な軽油ディーゼル HGV より約 37 万ドル⾼いが、燃料電池技術の改善が⾒られれば、この差は 
3 万ドルから 11 万ドルに縮まると予測している [11]．  

バッテリーのエネルギー貯蔵コストは、気体または液体燃料の貯蔵コストよりかなり⾼く、多くの
重量⾞⽤途では法外に⾼くなるだろう（軽油⽐で 600〜7,900 倍）（表 14 ）。しかし、バッテリーが適
⽤可能な⽤途では、効率の向上によるランニングコストの削減が、⼗分なインセンティブとなる可能
性がある。 
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4.3.WtW GHG 排出量 

Well-to-Wheel（WtW）ライフサイクルエミッションは、輸送⽤代替燃料の評価に⽤いられ、おそ
らく最も重要な判断基準である[142]。WtW 研究は、原料/製品の回収/⽣産、エネルギー変換、配送
及び貯蔵を含む WtT（Well-to-Tank）段階と、⾞両の駆動⼒を提供するためのエネルギーの⾞上変換
を含む TtW（Tank-to-Wheel）段階から構成されている[142]。化⽯燃料、バイオ燃料、電気燃料の
WtW 排出係数は、表 15 に⽰すように、使⽤燃料 1MJ 当たりで⾒ることができ、実際の排出量は、⾞
両の効率や⾛⾏条件などの様々なパラメータに影響される。 

化⽯燃料の CNG と LNG はディーゼルよりも低い排出係数（gCO2e /MJ）を持つが、天然ガス
⾞の⾛⾏効率が低いため、CNG では gCO 2 e/100 km ベースで排出量がわずかに減少するだけで、
LNG では 100 km あたり GHG 排出量が 5%増加しており、この結果は Langshaw ら [85] の結果
と整合している。 
 

EU の再⽣可能エネルギー指令（RED）改訂版では、バイオ燃料の燃焼はカーボンニュートラルで
あると仮定しているため、バイオ燃料の CO2 排出は WtT 段階からのみである[10]。廃棄物や残渣、
あるいは⽣産性の低い⼟地を利⽤して栽培されたバイオマスから⽣産されるバイオ燃料からの CO2 排
出量は、⼀般に、エネルギー⽣産⽤に特別栽培された作物の排出量よりも低いとされている。したが
って、バイオ燃料⽣産⽤の原料の選択は、⼈⼯肥料の使⽤に伴う排出量とともに、システム全体の持
続可能性に強い影響を与える[144, 147, 157 ]。さらに、排出量を製品間でどのように配分するかは、 
システムのライフサイクル排出量を決定する上で⼤きな役割を果たす。Thamsiriroj らは、⽣産したバ
イオメタンにすべての排出量を割り当てた場合、貯蔵牧草の嫌気性消化は、41 gCO 2 e/MJ の炭素強
度を持つことを報告している。消化物が⼈⼯肥料の代わりとなり、草地の炭素固定化の恩恵を含むよ
うに範囲を拡⼤すると、炭素強度は 26gCO 2 e/MJ に低下することができる[145]。さらに、家畜スラ
リーをバイオメタン⽣産の原料として使⽤する場合、従来の糞尿管理技術から回避される排出量は、
炭素強度がさらに低下して-85.5 gCO 2 e/MJ という値になる可能性があることを意味する[148]。バイ
オ燃料システムに、直接的な⼟地利⽤変化（エネルギー作物が以前の⼟地利⽤を代替する場合）と間
接的な⼟地利⽤変化（⾷⽤作物を代替した結果、その⽣産量の差を補うために森林や草地が⾷⽤作物
⽣産に利⽤される）の両⽅を含めることは、議論のあるところである [158]。特に、エネルギー⽣産
のために特別に栽培された作物を利⽤するシステムでは、直接的・間接的な⼟地利⽤変化による排出
が、バイオ燃料システムのライフサイクル排出量に⼤きなマイナスの影響を与える可能性がある。 

HVO 燃料の全体的な持続可能性は、商業規模での植物油の調達が⾃然の⽣息地を置き換えたり、⾷
料⽣産に利⽤される可能性のある⼟地で、油糧作物を意図的に栽培することを意味すると思われるた
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め、引き続き懸念事項となっている[101]。間接的な⼟地利⽤変化（ILUC）の影響を考慮すると、特
定の HVO 燃料のライフサイクル全体への影響は、同等の化⽯燃料よりも⼤幅に⾼くなる可能性があ
る[25]。廃⾷⽤油を⽤い、HVO 燃料を作れば持続可能性に関する懸念はなくなるが、資源量は限定的
であると考えられている[101]。 
 

e-fuel 製造のライフサイクル GHG 排出量は、電気分解による⽔素製造に使⽤される電⼒製造時の炭
素排出量でほぼ占められている[ 15, 57 ]。電気分解の効率（は 100％ではないこと）から、⽔素のラ
イフサイクルにおける炭素排出量は、⽔素製造に使われる電⼒量に⽐例して常に⼤きくなることにな
る。さらに、メタンや FT 軽油のような燃料の合成は、効率が低いことから燃料⽣産に使⽤される⽔
素よりもさらに⾼い炭素量となる。電解プロセスでは、再⽣可能な電⼒を集中的に使⽤するため、炭
素強度は低くなる（表 15）。しかし、McDonagh らによる研究が⽰すように、e-fuel システムを経済
的に最適化するため、再⽣可能電⼒だけを使⽤することは、現在、エネルギー平準化コストは法外に
⾼くなる[57]。しかし、電気分解にグリッド電⼒を使⽤すると、特に電⼒網が⽯炭などの化⽯燃料に
依存している場合、⾮常に⾼い炭素強度につながる可能性がある。つまり、送電網の炭素強度が⾮常
に低い場合を除き、送電網の電⼒を使って⽣産された e-fuel は、⾛⾏ 100km あたりの炭素強度がデ
ィーゼルよりも⾼くなる可能性がある。McDonagh らは、e-fuel プラントの経済性を犠牲にすること
なく環境の持続可能性を向上させるために、運⽤制御（⼊札価格と⾵速予測制御）を利⽤し、炭素強
度が⾼い電⼒時間帯に運転する可能性を低くすることを試みた[57]。低炭素の再⽣可能電⼒に類似し
ていると仮定される低コストの電⼒を消費するか、⾵⼒エネルギーの予測値がある閾値（平均⾵⼒発
電量の 150％など）を超えていると予測されるときのみ運転することで、有意に正の相乗効果がある
と⾒なされた。この制御により、グリッド平均電⼒と⽐較して、⼆酸化炭素排出量と電⼒コストの両
⽅が削減された。このような制御は、現代の電⼒市場に適合しており、100％再⽣可能なシステムに先
駆けて、持続可能な e-fuel の⽣産を可能にする[57]。 

また、合成燃料製造のための CO2 源も気になるところである。e-fuel の⽣産に使⽤される CO 2 
が⼤気由来（⼤気中の炭素を直接捕捉した場合）、あるいは⽣物由来 （バイオガスをバイオメタンに
改良した場合や蒸留所から排出される CO 2 など）の場合、燃料の燃焼をカーボンニュートラルとし
て扱うことが⼀般的である [15] 。化⽯燃料発電所の排ガスなど、⼤気中に放出されるはずの廃棄物
から CO2 を供給する場合、排出削減量が運輸分野と 電⼒分野の両⽅で⼆重にカウントされないよう
に⽅法論的な注意が必要である。さらに、⼯業プロセスからの CO2 利⽤は、⼤規模排出者に⼆酸化炭
素を排出し続けるインセンティブを与え、化⽯燃料のロックインにつながる可能性がある。現在、発
電所などの点源から CO 2 を回収することは、 [15]。短中期的には、持続可能性を確保するために、
DAC や⽣物起源の資源が使われる前に、e-fuel 産業をスタートさせるため産業からの化⽯ CO2 資源
が許容されるかもしれない。  

⾛⾏ 100km あたりの GHG 排出量は、ここでは輸送セクターについてのみ分析されているが、同様
の傾向は、海運や航空セクターにも⾒られると予想される。 
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4.4. ⼟地利⽤ 

⼟地⾯積は有限な資源であるため、1 ヘクタールあたりのエネルギー収量は重要な要素である。世
界の氷のない⼟地⾯積 13Gha のうち、わずか 12%が作物⽣産に利⽤され、37%が牧草地、22%が林
業、28%が耕作限界地や⼈間活動に使われていない⼟地である[159]。持続可能性の観点からは、専⽤
のエネルギー作物の栽培を検討する前に、耕作限界的な⼟地で栽培された廃棄物、残滓、原料を利⽤
することが望ましいと⾔える。 

代替燃料の選択は、地域の条件に⼤きく依存し、必要な⼟地⾯積は、それぞれの燃料の仕様と気候
や農業の条件によって異なる。直⾯する課題を説明するため、温帯地域であるアイルランドにおける
様々な作物の可能性を調査した。島国で⼈⼝密度が⽐較的低いアイルランドは、海運、航空、貨物⾞
に⼤きく依存している（図 6）[155]。 
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代替燃料を検討する場合、燃料を⽣産するために必要な⼟地の⾯積は、考慮しなければならない重
要な点である。アイルランドの条件下で、Smyth らが草のバイオメタンのエネルギーバランスを調査
し、122 GJ/ha/yr の総エネルギー収量が達成可能であることを明らかにした[97]。同様に、
Thamsiriroj らは、アイルランドで菜種油から⽣産されるバイオディーゼルのグロスエネルギー収⽀
は、47 GJ/ha/yr であることを明らかにした[145]。パーム油から⽣産される HVO のエネルギー収⽀
は、162 GJ/ha/yr と著しく⾼いが、熱帯気候でしか⽣産できないため、アイルランドに輸⼊する必要
がある[25]。VRE（変動再⽣可能電⼒）からの e-fuel ⽣産の場合、⼟地取得のほとんどは、太陽光パ
ネルや⾵⼒タービンの設置によるもので、⽂献上の値は、VRE からの e-fuel ⽣産について 450〜
0GJ/ha/yr の幅がある [ 15, 25, 160 ]。e-fuel の⽣産を 500 GJ/ha/yr と控えめに⾒積もると、アイル
ランドで⼤型貨物⾞の需要を満たすために必要な⼟地利⽤は、図 7 に⽰すようになる。  

現在、アイルランドの農地のうち 390 万ヘクタールが牧草の栽培に使われている。つまり、アイル
ランドの⼤型輸送のニーズを満たすには、牧草地のおよそ 4 分の 1 が必要になるか、さもなければ 1
ヘクタール当たりの⽣産量を 25％増加させなければならないことになる[97]。アイルランドの農地の
約 40 万 ha は作物⽣産に使われている。つまり、固有の菜種バイオディーゼルを⼤型輸送のニーズを
満たすために使われるとしたら、草地か森林を耕地に転換する必要があり、⼟地利⽤の変化を直接も
たらす排出が発⽣することになる。また、菜種は 4 年に 1 度の輪作で栽培されるため、同じ⼟地で何
年も栽培することには適さないことも、菜種に関連する⼟地を悪化させる要因となっている。e-fuel
の⽣産に必要な⼟地は、バイオ燃料システムより優れていることがわかる。さらに、e-fuel ⽣産によ
る電⼒需要の増加は、陸上⾵⼒発電所や限界集落に設置された⾃然エネルギーで対応できるため、必
要な⼟地⾯積をさらに削減することができる。代替燃料の選択は地域の条件に⼤きく依存し、アイル
ランドの草資源は世界の条件を代表するものではないことに留意する必要がある。 
 
4.5. まとめ 

図 8 は、いろいろな評価基準に対する各代替燃料経路の得失をまとめた図である。各燃料経路の相
対的な特徴を表すために、"交通信号"カラーを⽤いた。⼀般に、バッテリーはエネルギー密度が低い
ため、船舶や航空分野では使⽤できないが、貨物輸送分野ではその性質上、電動化の障壁が低い。 
つまり、代替燃料は化⽯燃料とのコスト競争にさらされるが、燃料電池やバッテリー電気パワートレ
イン（モーター）の効率が⾼いため運転コストの上昇抑制が期待でき、⾼価な燃料を使⽤することが
可能である。「ドロップイン」燃料は、既存の⾃動⾞のパワートレインを利⽤することができるが、⾮
ドロップイン燃料は、新しいパワートレインを必要とするため、⾃動⾞のコストアップにつながる。 
代替燃料の排出量は、バイオ燃料システムの場合は原料の選択、e-fuel システムの場合は電⼒消費量
に⼤きく依存する。農業⽤スラリーなどの廃棄物や残渣は、特別に栽培されたエネルギー作物よりも
排出量が少ない。e-fuel の⽣産に炭素強度の⾼い系統電⼒を使⽤した場合、発電所からの GHG 排出
量は、 従来の化⽯燃料よりも⾼くなる可能性がある。e-fuel の持続可能性を確保するためには、低炭
素電⼒が必要である。同様に、廃棄物や残渣は、エネルギー作物よりも⼟地占有率が低いが、これら
の原料の潜在的な資源量は限定的であると考えられる。e-fuel システムは、1 ヘクタールあたりのエネ
ルギー収量が⾮常に⾼く、⼟地の効率的な利⽤が可能である。 
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5. 今後の⾒通し 
5.3. 貨物輸送  

貨物輸送分野は、完全電動化に対する参⼊障壁が最も低い。このレビューで現在のバッテリー技術
のエネルギー密度と⽐エネルギーを分析したところ、道路貨物の電動化は技術的に可能であるが、デ
ィーゼル燃料の HGV と同等の航続距離の場合、HGV の積載量は 25%減少し、800km 航続の HGV
の場合は 16%減少することが⽰された。しかし、BEV は⾛⾏距離当たりの運転コストが下がる可能性
があり、世界の道路貨物輸送の⼤部分（70％）が電動化可能な LGV で構成されているという事実か
ら、脱炭素化において電動⾞による輸送は⼤きな役割を果たす可能性がある。ERS システムは、⼀般
的な貨物輸送ルートで⼗分に整備されたルートを⾛⾏する MGV や HGV に脱炭素化への道筋を提供
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する可能性がある。ERS 技術はまだ開発の初期段階にあり、運送会社はしばしばルート計画に柔軟性
を求めており、よりエネルギー密度の⾼い燃料が必要とされる可能性がある。 

バイオメタンは、現在のバッテリー技術よりもはるかに⾼いエネルギー密度を持ち、燃料貯蔵シス
テムの重量増による積載量の減少はわずか 3%で、ディーゼルと同等の航続距離を実現することができ
る。バイオマスの嫌気性消化及びガス化は、バイオメタンを輸送⽤燃料として利⽤するための有望な
⽅法であり、発電からガス化までの過程で⽣産される合成メタンよりも、⼆酸化炭素の排出量が少な
く、⽣産コストも低く抑えることができる。バイオメタンを輸送⽤燃料として利⽤する⼤きな利点
は、メタンで⾛⾏可能な HGV が既に成熟した技術であることである。 
 

燃料電池 HGV に⽔素を使⽤することは、貨物輸送の脱炭素化のためのもう⼀つの有望な道筋であ
る。燃料電池での⽔素の使⽤は、⾛⾏時の CO2 排出がなく、WTT における排出は電解⼯程で使⽤さ
れる電⼒の炭素強度に関連するものである。McDonagh らの研究では、短・中期的には⽔素製造時の
炭素排出量を減らすための運⽤管理を強調している。⼀⽅、⻑期的には電⼒網の脱炭素化計画によ
り、WTW における GHG 排出量をほぼゼロにすることが可能である。BEV の場合と同様に、燃料電
池⾃動⾞の効率向上により、運⾏コストの削減が可能となる。分析によれば、⽔素が 1MWh あたり
110 ユーロで利⽤できるようになれば、運⾏コストを 28％削減できる。 

⽔素やバイオメタンが運送会社にとって魅⼒的な代替燃料となるためには、これらの代替燃料を広
く普及させるための適切に配置された燃料補給ステーションのネットワークが不可⽋である。利害関
係者は、信頼できる供給インフラが保証されるまでは、代替燃料に切り替える可能性は極めて低い。
重量⾞による貨物輸送の性質上、燃料補給インフラ配置の必要性は、旅客輸送よりも低い。主要な貨
物輸送ルート沿いに燃料補給ステーションを設置すれば、輸送分野における代替燃料の⼤幅な導⼊が
可能になる。EU は、CNG の給油ステーションを約 150km 以内に設置し、CNG ⾞ 600 台に対して給
油ステーションを 1 つ設置することを義務付けている[163]。  
 

バッテリー式や燃料電池式のパワートレイン（モーター）は、内燃機関よりもエネルギー効率が⾼
い。例えば、バッテリー電気⾃動⾞を充電するために電気を直接供給する場合、WTW のエネルギー
効率は 73% になるが、燃料電池⾃動⾞⽤の⽔素を製造するために電気を使⽤すると、エネルギー効
率は 22% になり、電⼒を⽤いて製造した合成燃料の FT 軽油では、全エネルギー効率は 13% にな
ると推定されている [164]。電気分解と燃料電池の技術が進歩すると考えられるが、バッテリー電
気、燃料電池、内燃機関の間のシステム効率のレベルが逆転する⾒込みはない。このような総合効率
の差から、可能な限り⽔素を直接利⽤することが望ましく、内燃機関技術は航空分野など、他に選択
肢がない場合にのみ使⽤される。 

Euro VI 排出ガス規制は、新⾞のトラックが電気⾃動⾞や燃料電池⾞に置き換えられ、中古⾞市場
に流れていく中で、HVO 燃料のような再⽣可能ディーゼル燃料を使⽤することで、排出ガスの削減が
可能になり、地域の⼤気環境を悪化させない。特に、バッテリーや燃料電池の使⽤が制限されている
発展途上国には有効な⼿段である。 

輸送⽤燃料の選択は、船舶や海運の分野と⽐べると、より地域に特化したものとなっている。天然
ガスネットワークが整備され、持続可能なバイオマス資源が豊富にある国では、既存のインフラを活
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⽤するために、輸送⽤燃料としてバイオメタンを選択することができる。天然ガス網が整備されてい
ない国では、⽔素などの代替燃料がより魅⼒的であることが分かるだろう。 
 
6. まとめ 

このレビューでは、海運、航空、道路輸送分野を対象とし、⼤型貨物輸送の脱炭素化のために使⽤
できる潜在的な代替燃料の範囲を評価した。現在のバッテリー技術はエネルギー密度が低く、エネル
ギーも特殊であるため、輸送⼿段を完全に電動化することは⼤きな課題に直⾯している。 
海運分野では、ドロップイン燃料は、改造が経済的でない古い船舶に使⽤する道筋を⽰すものであ
る。改造船や短中期的に建造される船舶では、バイオメタンやメタノールを⾼度なデュアル燃料エン
ジンで使⽤する⽅法が有望であり、メタノールは特に改造プロジェクトに適している。⻑期的には、
⽔素やアンモニアなどのゼロカーボン・エネルギー・キャリアが、低炭素輸送への最も有望な道筋を
提供する。 

航空機は重量と容積に特に敏感であるため、2050 年までに排出量を削減するためには、ジェット燃
料のドロップイン代替品のみが技術的に実⾏可能であると考えられる。ジェット燃料は、バイオ燃料
や、⽔素と⼆酸化炭素から製造される合成燃料の形で利⽤できる。航空分野で必要とされる量のバイ
オ燃料を⽣産できるかどうかという懸念があるため、著者らは、航空分野で⼤量の化⽯燃料を代替す
る最も実現可能な⽅法は、電⼒から製造した液体燃料（e-fuel）であると考えている。ただし、ジェッ
ト燃料の代替燃料の認証取得は、現在、克服しなければならない⼤きな障壁である。さらに、最⼤混
合率 50%という制限は、認証プロセスを変更しない限り、航空分野を完全に脱炭素化する道筋がない
ことを意味する。 

道路貨物輸送分野では完全な電動化への障壁は著しく低く、バッテリー電気配送⾞の利⽤は商業開
発の初期段階である。⻑距離を⾛⾏する⼤型貨物⾞については、排出量を削減するために道路システ
ムの電気化が考えられるが、すべての道路が電気化されるとは考えにくい。そのため、バッテリーよ
り⾼いエネルギー密度を持つ燃料が必要とされる可能性が⾼い。嫌気性消化またはガス化により⽣産
されたバイオメタンを天然ガス⼤型⾞両に使⽤することは、トラックからの排出を削減するための成
熟した技術経路である。⻑期的には、燃料電池⼤型⾞での⽔素の利⽤は、低炭素道路貨物輸送への道
筋であり、電⼒網の脱炭素化に伴って、Well-to-Wheel の温室効果ガス排出がほぼゼロになる可能性を
持っている。しかし、戦略的に配置された燃料補給インフラの整備が、道路貨物分野での代替燃料の
普及の鍵となる。 

このレビューの結果は、エネルギー転換が進むにつれて、⼤型輸送分野の完全な電気化は実現不可
能であることを強調している。したがって、ガス燃料と液体燃料の両⽅に対する需要は将来的に⾮常
に⼤きくなる。 




