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燃料電池車の環境負荷は大きい！ 

北大 藤井義明 

 

1. はじめに 

 燃料電池車が「究極のエコ」などと呼ばれることがある。これ

は全くの的外れであることが明らかだと思うが、そう思わない読

者もおられるかもしれないので、なぜ私はそう思うのかを示す

ことにする。 

 

2. 水素製造時には二酸化炭素が発生する 

 水素を酸化させて走る燃料電池が発電時に水しか生成しな

いのは当たり前だが、現在のところ、水素は天然ガスを水蒸気

と反応させて作る方法が主流で、そのときに出る二酸化炭素

は全量大気に放出されている。製造に要する電力の発電時

に二酸化炭素が出ているのは言わずもがな。 

 水素を再生可能エネルギーで発電した電力で作れば二酸

化炭素排出量を少しだけ減らすことができるという意見がある

かもしれないが、再生可能エネルギーによる電気はコストが高

く、結局環境負荷が大きくなることを説明したい。たとえば、太

陽光パネルは全て輸入品か輸入した原材料と輸入したエネ

ルギー資源で発電した電力で製造している。したがって、製

造時に二酸化炭素その他の環境負荷が生じるし、国産エネル

ギーでもない。 

 電気分解時にエネルギーが損失される、再生可能エネルギ

ーによる水の電気分解などはもちろん論外である。 

 そもそも、もしか再生可能エネルギーが二酸化炭素を出さず、

水素の製造に再生可能エネルギーを使うなら、その電力で電

気自動車に乗ればいいわけで、わざわざインフラもない水素

に変換する理由は、雇用対策・景気対策以外に考えられな

い。 

 再生可能エネルギーは不安定で、電気は貯められないから

という人もいるかもしれないが、これもマッチポンプ（自分で放

火して自分で消火活動をする）で、再生可能発電に必要な予

算で化石エネルギーを買ってくれば、安定した電力を安全に

発電し、二酸化炭素対策をしてもお釣りが来る。現在原油価

格が大幅に下落していることでもわかるように、化石エネルギ

ーが 100年以内に枯渇するようなこともない。 

 以上のように、木星で液体水素を汲んで木星で燃料電池車

を使う以外は、水素製造時に二酸化炭素が生じる。 

 

3. その他の環境負荷 

 水素は爆発性の上、水素脆化を招く、分子量が小さいため

漏れやすいなど取り扱いが難しく、燃料電池車の質量は大き

くなり、燃料電池車を走行させるために必要なエネルギーは

増加する。たとえば、トヨタアリオンDBA-ZRT261-CEXGPはネ

ット最高出力 112 kW で車両総重量 1545 kg だが、トヨタ

MIRAIはほぼ同じ最高出力 114 kWで車両総重量が 2070 kg

に達する。車重が大きくなると道路の損傷も激しくなる。自家

用車用の燃料電池の熱効率は 30～40%と、内燃機関や火力

発電と同じ程度（田辺、2009）なので、水素製造時のエネルギ

ー損失、燃料電池車製造に用いられるレアアースを含むレア

メタルの環境負荷等も考慮すれば、燃料電池車が水素の原

料である天然ガスを用いて走行する天然ガス車、あるいは、天

然ガスで発電した電気を使って走る電気自動車よりも環境負

荷が大きいことは明らかである。 

 しかしながら、環境負荷の要因は無数にあり、要因毎に比較

すること、また、それらを総合的に解釈することは不可能に近

いため、筆者は、総コストを計算し、環境負荷は総コストと大略

正の相関関係があるという仮定の下で、環境負荷の程度につ

いて考察する方法を提案している（たとえば、Fujii, 2013、藤

井、2013）。この方法の是非はともかく、以下では、燃料電池

車のコストを計算し、他の移動方法と比較してみる。 

 八王子高倉水素ステーションの水素価格は 1080 円/kgであ

る。トヨタのMIRAIはこれで 151 km走るので、7.2円/kmという

ことになる。ただし、この販売価格は燃料電池車の普及のため

に採算ラインを割っている、いわゆるダンピングであり、正常な

経済活動ではない。一方、プリウスだと 21 km/Lなので、ガソリ

ンが 120 円/L として、5.7 円/km で済む。道路を作るための税

金であるガソリン税の 53.8円/Lを抜けばたったの 3.2円/kmと

なる。水素には道路を作る税金が含まれていないので、燃料

電池車で公道を走ることは本来許されないと考えられる。 

 10万 kmで廃車にすると仮定して車両の価格を考慮すると、

MIRAI 79.6円/km、プリウス 28.0円/km（ガソリン税込）となる。

地方自治体が MIRAI を導入した場合にはこの差額、隣人が

MIRAI を買った場合は隣人が受けた補助金分が、すべて税

金となり、役所およびトヨタに渡り、居酒屋などを経由して回り

回って景気がよくなり、二酸化炭素の排出量が増えるものと予

想される。二酸化炭素を減らして温暖化をストップしたい人に

とっては悲しい結末である。 

 燃料電池車のほかに、軽ガソリン車・普通ガソリン車・大型ガ

ソリン車・電気自動車（深夜電力）・電気自動車（昼間電力）・

ハイブリッド自動車・スクーター・シティーサイクル・競技用自転

車・ランニング・ウォーキング・公共交通機関について、1 km

移動するために何円必要か計算した結果を図 1に示す。詳細

は Fujii (2013)あるいは藤井（2013）を参照してほしいが、One 

time cost とは、車両や靴を購入するためのコスト、Annual cost

は車検・税金・保険等、Operation costはガソリン・水素・食糧・

公共交通機関の運賃等である。 

 図 1 から、総コストから評価した燃料電池車の環境負荷は、

ここで検討した中では、燃費の悪いアメリカ車に次ぎ二番目に

大きいことになる。なお、その次に環境負荷の大きいのは電気

自動車である。 

  



4. まとめ 

 燃料電池車を走行させるための水素製造時には二酸化炭

素が発生する。燃料電池車製造時にも二酸化炭素が発生す

る。燃料電池車は車重が重いためエネルギー消費が多く、道

路も傷める。燃料電池車の熱効率は内燃機関や火力発電と

同じ程度である。これらを総合的に考慮して環境負荷を評価

するために燃料電池車を走行させるための総コストを計算し、

総コストと環境負荷が大略正の相関関係にあると仮定したとこ

ろ、燃料電池車の環境負荷は燃費の悪いアメリカ車に次ぎ二

番目に大きいことになった。さらに、燃料電池車は道路特定財

源を払っていないために公道を走ることができないはずである

ことも述べた。なお、三番目に環境負荷の大きい移動方法は

電気自動車であった。 

 当たり前のことをくどくどと述べてきた。電気自動車が二酸化

炭素を出さないというのは小学生あるいは幼稚園児レベルの

荒唐無稽な考えであるが、燃料電池車や電気自動車の環境

負荷が小さいというのもまた完全に間違った考えである。 
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図 1 各種方法による移動コスト。Small car: 軽自動車、Mid car: 普通ガソリン車、Big car: 大型ガソリン車、EV (off peak): 電気自

動車（深夜電力）、EV (peak): 電気自動車（昼間電力）、HV: ハイブリッド自動車、Scooter: スクーター、City bike: シティーサイク

ル、Sports bike: 競技用自転車、Running: ランニング、Walking: ウォーキング、Public trans.: 公共交通機関。 
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