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１．緒言 

 

１．１．はじめに 

 平成 29年 11月 30日、北海道苫前郡苫前町「夕陽ヶ丘ウインドファーム・風来

望」エリアに設置した水素製造実証設備で事故が発生した。この設備は、国立研究

開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）が実施

する「水素社会構築技術開発事業／水素エネルギーシステム技術開発／北海道に於

ける再生可能エネルギー由来不安定電力の水素変換等による安定化・貯蔵・利用技

術の研究開発」（以下「本事業」という。）の一環として設置された施設で、平成

29 年 11 月 27 日から 12 月 8 日までの予定で実証運転を行っていたところ、 11

月 30 日に事故が発生した。 

 NEDO は、本事業の設備の設置及び運転を担う川崎重工業株式会社に対して安

全第一の立場から速やかに試験を中断するとともに、原因究明と安全対策を検討す

るよう指示した。 

本事業は、苫前町をはじめ多くの関係者からのご理解とご協力をいただきながら

進めてきた。事故が発生したことは極めて遺憾であるが、事業を推進する立場とし

ての責任は徹底した科学的な検討と、周辺の住民の方々を含めた関係者の信頼回復

に努めることによって果たしてくことが肝要である。そのため、今般、本事故を通

じて得られた知見を広く発信して関連分野において役立てることを目的に、これま

での調査結果が後述の第三者技術委員会で妥当であるとの評価を得たことを受け

て報告書として取りまとめた。 

 

１．２．調査の体制 

事故原因の調査と安全対策については、川崎重工業株式会社の内部に設置した複

数の関係部署で構成する事故調査・対策委員会が検討を行い、得られた結果につい

ては NEDO が設置した外部有識者による第三者技術委員会（名称：北海道に於け

る再生可能エネルギー由来不安定電力の水素変換等による安定化・貯蔵・利用技術

開発で発生した事故に係る第三者技術委員会（以下「第三者技術委員会」という。））

において第三者の中立的な観点からその適切性を評価した。 

第三者技術委員会は、国立大学法人東京大学 工学系研究科化学システム工学専

攻 土橋 律 教授を委員長とし、国立大学法人東京大学 生産技術研究所 エネ

ルギー工学連携研究センター 鹿園 直毅 教授、帝京大学 戦略的イノベーショ

ン研究センター材料強度科学研究部門 横堀 壽光 特任教授の３名から構成さ

れ、平成 30 年 2 月に設置された。当該委員会は、平成 30 年 2 月 18 日に第 1 回、

平成 30年 3月 24日に第 2回が開催された。 
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２．事業の概要 

 

２．１ 事業概要 

本事業は、再生可能エネルギーのポテンシャルが高く、風力発電設備の稼働率は

高いものの連系制約が発生する可能性が高い北海道を実証エリアとして想定して、

出力変動する風力発電設備からの電力で水を電気分解して水素を製造し、その水素

を有機ハイドライド等として貯蔵・輸送した後に利用するシステムと要素技術を開

発して実証するものである。図１に事業全体像を示す。 

 

２．２ 事業内容 

本事業では、北海道の設定エリアでのエネルギー収支を考慮したシステムの規模

と構成を最適化するため、以下の課題に取り組む。 

 

①水素製造等による再生可能エネルギー出力変動安定化技術の研究開発 

（研究開発担当：川崎重工業株式会社） 

アルカリ水電解装置を稼働中の風車に併設し、出力変動の大きい実フィールド

においても高効率で、安全かつ安定的に水素を製造し、再生可能エネルギーの変

動を吸収するシステムの研究開発を実施する。また、風力発電の実出力を統合コ

ントローラによって監視し、各機器へ運転指令を出すことで、系統安定化に資す

る出力変動抑制ロジックを構築する。 

なお、電解装置等の入出力電力にはモデル係数を掛け、あたかも大容量で運転

していると想定した上で安定化の評価を行う。モデル係数を変えて評価を行うこ

とで、実容量規模で必要な各機器の容量算定を行う。 

 

 ②水素製造・貯蔵・利用システムのスマートコントロールロジックの研究開発 

（研究開発担当：株式会社 NTT ファシリティーズ、川崎重工業株式会社） 

事前に風力発電出力の期待値を算出し、計画的に売電量及び水電解、蓄電、貯

蔵タンクの水素量、有機ハイドライドの製造・貯蔵量、水素による発電等の全体

的な運用計画を作成し、水電解装置等を自動制御することにより、全体システム

の最適な運用を可能とする。この実現においては、高度な翌日発電量（30分同時

同量）の予測が必須となることから、風力発電量予測アルゴリズムの研究開発を

併せて実施する。 

 

③有機ハイドライド方式による再生可能エネルギー由来水素の高密度安定貯蔵技

術の研究開発（研究開発担当：株式会社フレイン・エナジー） 

水電解装置と同規模の有機ハイドライドによる水添装置を連結運転させるこ

とで、水電解装置から発生する再生可能エネルギー由来水素が変動する供給条件

であっても、水添装置が安定運転し、高純度のメチルシクロヘキサンを生成でき
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ることを確認する。また、寒冷地で水素添加反応の実証を行うにあたって、外気

温の変化が反応制御に与える影響を確認する。 

 

④有機ハイドライド脱水素触媒の高性能化の研究開発 

（研究開発担当：株式会社フレイン・エナジー、国立大学法人室蘭工業大学） 

脱水素触媒を耐久性、効率、コンパクトさの観点から改良し、現状の反応器単

位容積当たりの水素発生量を向上させる。また改良された脱水素触媒を実装した

実機評価を行う。 

 

⑤再生可能エネルギー由来水素の利用技術に関する研究開発 

（研究開発担当：川崎重工業株式会社、株式会社フレイン・エナジー） 

好ましい適用先（耐久性、熱電比率の需要とのマッチング、実現可能なエネル

ギー効率）の検証を実施し、各利用機器における運用面での課題抽出や対策検討

を実施する。また可能な限り地域に適した装置運用及び利用システムとして確立

するための研究開発を実施する。 

 

⑥事業性評価とシステム普及・利活用の検討 

（検討担当：豊田通商株式会社、川崎重工業株式会社、株式会社フレイン・エナジ

ー、株式会社テクノバ） 

水素利活用による変動電力吸収システムが将来の水素社会の中で有効に導入・

活用されるために必要となる重要業績評価指標(KPI)を明確化し、さらにスケー

ル拡大によるコスト低減も含む、将来の経済性分析とビジネスプランを策定する。 

 

図１ 事業全体像  
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３．事故の概要 

 

３．１．発生日時 

    平成 29年 11月 30日（木）12:57分頃 

 

３．２．気象状況 

    天候：雪、気温：－5℃、風速：15m/s 

 

３．３．発生場所 

    北海道苫前郡苫前町字豊浦 8-1 夕陽ヶ丘ウインドファーム 

実証棟 

 

３．４．事故発生設備 

    水素製造システムの実証試験設備 

 

３．５．被害状況 

（１）人的被害：なし 

（２）物的被害：実証設備のガスホルダー、水素ガス水封槽、水素ガス安全水封槽

及び実証棟建屋の屋根とシャッターが破損 

 

３．６．事故概要 

  水素製造を担当する川崎重工業株式会社の運転員が、水素製造システムの実証運

転を実施中に、水電解装置で製造する酸素ガスの圧力が上昇したため、設備を順次

停止していた最中に、ガスホルダーの蓋が飛び上がり、建屋屋根に衝突して屋根が

破損、この際に建屋シャッターも内側に座屈し破損。ほぼ同時に、水素ガス水封槽

と水素ガス安全水封槽も破損した。 
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４．設備の概要 

 

４．１．水素製造システム 

 図 2に本事業の水素製造システムの概略フローを示す。当該システムは、電解電

源・アルカリ水電解装置・ガスホルダー・水素圧縮機・除湿精製器等の装置から構

成され、定格条件にて 30Nm3/h、純度 99.9%（JIS3級相当）の水素を製造する能

力を有する。図２の中で、青色が酸素の流れ、赤色が水素の流れ、緑色は電解液（苛

性カリウム水溶液）の流れを表す。 

アルカリ水電解装置の構成機器の一つである電解槽には、苛性循環ポンプにより

約 80℃の電解液が供給され、電解電源装置から供給される直流電力を用いて水の

電気分解が行われる。電解槽の陰極では常圧の水素が、陽極では常圧の酸素が生成

される。電解槽から出た生成水素は電解液と分離された後、水素ガス冷却器により

40℃程度に冷却され、ミストセパレータを経てガスホルダーに送られる。その後水

素圧縮機により約 0.9MPaG まで昇圧され、インタークーラー・アフタークーラー・

ミストセパレータを経た後、除湿精製器に送られる。 

除湿精製器前段には水素ガス加熱器や脱酸素塔（触媒反応器）が設置され、水素

ガスは 100℃程度に予熱され、微量に含まれる酸素を水素と反応させて水蒸気とす

る。除湿精製器後段には冷却器やゼオライトを充填した吸着塔が設置され、水素ガ

スに含まれる水分を吸着除去して高純度水素ガスを得る。 

除湿精製器を出た水素ガスは、主として水素添加装置に供給されるとともに、一

部はガスホルダーに循環される。また必要に応じて中圧水素タンクに貯蔵されるか

水素ベント管から大気に放散されるようになっている。 

一方、電解槽陽極で生成した酸素ガスは、電解液と共に苛性循環タンクに送られ

た後、酸素ガス冷却器にて 40℃程度に冷却された後、ミストセパレータを経て酸素

ベント管より大気に放出される。 

電解槽出口の水素ガス配管及び酸素ガス配管には圧力計を設置して常時ガスを

サンプリングして”水素ガスに含まれる酸素の濃度”及び”酸素ガスに含まれる水素

の濃度”を監視している。これらに異常がある場合は警報を発し、設定値を超えると

インターロックにより設備が自動停止するとともに強制的に高圧の窒素が系内に

流入して水素ガス及び酸素ガスをパージするシステムとしている。 

なお苛性循環タンクでは、電解槽の陰極・陽極各出口配管から吐出する電解液が

直接戻って来るほか、ミストセパレータで分離された電解液も回収され、更に電解

で消費された分の水（純水）が補充されて電解槽に供給されるようになっている。 

 本事業の目的は、変動する風車の発電電力をアルカリ水電解装置に入力して、風

車発電の変動にあわせて水素生成量を変動させる実証運転を実施することである。

このため、電解電源の出力は風車の出力に比例して変動させることを計画に盛り込

んでいる。 
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図２ 水素製造システムの概略フロー 

図３に水素製造システムの概略配置図を示す。 

主要設備は建屋内に収納されており、分電盤・制御盤・電解電源装置等は電気制

御室に、アルカリ水電解装置・付帯設備は低圧水素室に、ガスホルダー・水素圧縮

機・除湿精製器は中圧水素室に据え付けられている。 

低圧水素室及び中圧水素室は常時強制換気を行い、また各室に水素検知器を備え

ており、これらに異常があれば運転は自動停止するようになっている。また低圧水

素室・中圧水素室とも、運転中は室内への立入を原則禁止している。 

 

図３ 水素製造システム概略配置図 
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４．２．水電解装置 

図４にアルカリ水電解装置の構成機器の一つである電解槽の概要を示す。セルは

隔膜を挟んで陽極と陰極がゼロギャップで対向する構造となっており、合計 10 セ

ルがバイポーラ接続により積層されている。電極は有効高さ 1.4m、幅 0.8m であ

り、陰極・陽極ともメッシュ状電極を採用している。隔膜は PPS 不織布を基材と

し、これに親水性樹脂を含浸塗布した微細な孔を有する多孔質膜であり、40kPaの

差圧に耐えるものである。 

電解液は電解槽下部の陰極・陽極 2本のマニホールドから各セルの陰極室及び陽

極室に分配され、生成する水素ガス及び酸素ガスとともに上部の陰極・陽極出口マ

ニホールドより排出される。電解液は 30wt%の水酸化カリウム（KOH：苛性カリ

ウム）水溶液であり、陰極・陽極とも約 1m3/hの流量で供給される。 

定格時は 7.2kA の電流により電解が行われ、30Nm3/h の水素及び 15Nm3/h の

酸素を生成する。この時水素ガス中には不純物として微量の酸素が、また酸素ガス

中には微量の水素が含まれるが、その濃度は 0.1%-dry程度である。 

セル電圧は 10セル全点で常時モニターしており、異常がある場合は警報を発し、

設定値を超えるとインターロックにより設備が自動停止するようになっている。 

 

図４ 電解槽の概要 
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４．３．水素ガス水封槽、水素ガス安全水封槽 

図５に、水素ガス水封槽、水素ガス安全水封槽の概要を示す。アルカリ水電解装

置で生成される水素ガスは常圧のため（外部より高圧ではないため）、水素ガスラ

インにはガスの逆流を防止する樹脂製の水素ガス水封槽を設置している（水封設定

圧力は約 0.6kPa）。また水素ガスラインは後段に多数の装置が連結しているため

ガス配管内が閉塞した場合を考慮して安全弁の機能を有する水素ガス安全水封槽

を設置している（水封設定圧力は約 4.8kPa）。 

 

図５ 水素ガス水封槽（左）、水素ガス安全水封槽（右）の概要 

４．４．ガスホルダー 

図６に、ガスホルダーの概要を示す。変動する風力発電の電力にあわせて水電解

装置を稼働させるため、水素ガス生成量は短周期で変動するが、この水素ガスの圧

力を一定に保つために水素ガスを一時的に貯留する有水式ガスホルダーを設置し

ている（設定圧 2kPaG）。 

ガスホルダーは、下部（椀部）を水で満たし、上部（蓋部）が上下することで体

積を変化させ、ガスを貯留する構造である。 



-10- 

 

 
図６ ガスホルダーの概要 

４．５．事故までの経緯 

実証設備（水素製造システム）の現地据付工事は、平成 28 年 7 月に始めて平成

29年 5月に終了した。 

6月 1日に受電を開始し、それ以後に機器単体の調整・試運転を行った。 

8月 10日より電解槽への通電を開始し、以降水素製造システムとしての試運転・

調整を進めた結果、初期の性能（純度、電解電圧）を以て所定流量の水素が得られ

ることが確認された。 

10 月 18 日からは、定格負荷で水電解を行って後段の水添装置に水素を供給し、

水添装置の試運転調整を行うとともに、水素製造システムと水添装置を連結して支

障なく運転できることを確認した。 

11月 27日からは、連結実証試験として風車の出力変動に合わせて水電解を行い、

生成水素を水添装置に供給する試験を開始した（（6時間/日）×3日の試験実施）。 

事故の発生した 11 月 30 日は、その 4 回目の試験を行うために朝から設備を立

ち上げて定格負荷で電解を行い、水素製造ラインの系内を生成した水素によりパー

ジしていた（実証試験が終了する度に、安全のため水素製造ラインを窒素でパージ

しているため）。窒素を含む水素は大気にベントし、水素製造ラインの窒素濃度が

所定値以下となってから後段の水添装置への水素供給を開始する予定となってい

た。  
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５．事故の状況 

５．１．事故時の状況 

平成 29年 11月 30日当日は、8時 10分に水素製造システムの運転を開始し、9

時 00 分頃からは水素製造量を約 30Nm3/h で保持し、水素供給テストの準備を行

っていた。水素製造システムは安定して水素を製造していたが、11時 30分頃から

酸素ガス圧力が徐々に高まり、12 時 57 分頃に事故が発生した。以下に諸記録か

ら、事故のあらましを示す。 

 

５．２．破損状態の調査 

５．２．１．ガスホルダー 

ガスホルダーの蓋部が飛び上がり建屋屋根に衝突したことで塑性変形していた。

事故直後、ガスホルダーの蓋部が落下してガイドレールに引っかかって空中で不安

定な状態になっていた。 

 

５．２．２．水素ガス水封槽・水素ガス安全水封槽 

樹脂製容器である水素ガス水封槽と水素ガス安全水封槽は破損しており破片が

床下に落ちていた。破断面観察ではリッジマークが確認されていることから急激な

脆性破壊により損傷したことが判った。また、破断面は溶接線を起点としていた。 

 

５．２．３．水素配管 

（１）水素配管は外形上、外観上、変化は認められない。 

（２）電解槽からガスホルダーまでの水素配管についても、２つの水封槽の破損以外

には変化は見られなかった。 

 

５．２．４．酸素配管 

（１）酸素配管は外形上、外観上、変化は認められなかった。 

 

５．２．５．苛性カリウム水溶液配管 

苛性カリウム水溶液を循環させるアルカリ水電解装置の構成機器の一つである

苛性循環ユニットについては、２つの水封槽の破損以外には変化は見られず、スキ

ットからのズレも認められられなかった。配管についても外形上、外観上、変化は

認められなかった。 

 

５．２．６．水素圧縮機 

（１）水素圧縮機は外形上、外観上、変化は認められなかった。 

 

 

５．２．７．除湿精製器 
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（１）水素ガス加熱器周辺の水素配管外表面に焼けた跡があった。 

（２）水素ガス加熱器内部に脱酸素触媒の一部が移動してきており、そこにあった触

媒は過剰な反応により焼損した状態であった。 

（３）脱酸素触媒の飛散防止カバーが内部から外側へ向けて破損していることが確認

された。 

 

５．２．８．その他の機器 

各計測器の事故後の状態を確認した。 

（１）アクチュエータに関して配線の断線などの異常は認められなかった。 

（２）圧力センサに関して一部破損している箇所があった。 

 

５．２．９．建屋 

ガスホルダー蓋部が建屋屋根に衝突したことにより鉄骨が曲がり、屋根に穴が開

いた。床には屋根部材が散乱しており、ガスホルダー椀部から溢れ出したと推定さ

れる水で濡れている状態であった。また、中圧室のシャッターは内側に座屈してい

た。これは事故時に勢いよく飛び上がった水素ガスホルダーが屋根に衝突、突出し

たことに伴い、室内が負圧になったことが主因であると考えられる。 

 

５．３．運転の記録 

水素製造システムはデータロガーで、圧力、温度、流量、バルブ開閉などの運転

データを記録していた。圧力、温度などの記録間隔は 1秒であった。 

 

（１）12:40頃：酸素ガス系統の圧力が上昇傾向になる。酸素ガス水封槽（V-102）

の閉塞が考えられたが、当該水封槽をバイパスする操作を実施しても圧力上

昇に変化がなかったことから閉塞箇所は V-102ではないことが判った。さら

に先の酸素ガスベント管の出口部周辺で閉塞または狭窄したと考えられた。 

（２）12:47頃：電解槽酸素側の圧力が水素側の圧力よりも高くなった。設計では

安全確保の為、水素ガス圧力＞酸素ガス圧力となるよう圧力差を生ずる水封

設計としていたが、酸素ガスの圧力上昇により、この関係が逆転した（水素

ガス圧力＜酸素ガス圧力）。上記状況が継続したため運転員は異常状態であ

ると判断したが、インターロックの自動停止装置が作動して高圧の窒素が系

内に流入することによりさらに系内圧力が高まる危険性を避けるため、自動

停止装置を解除して手動で電解槽の負荷を下げて水素ガスと酸素ガスの発

生量を抑えることにより圧力低下を試みた。（7.2kA→3kA、12:54頃まで） 

（３）12:49 頃：電解槽の酸素側圧力が急上昇し、4kPaGを超えてレンジオーバー

した。 

（４）12:50 頃：電解槽の水素側圧力が急上昇し、6kPaGを超えてレンジオーバー

した。 
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（５）12:50頃：電解槽の水素側圧力が 4kPaG前後まで低下した。 

（６）12:51頃：水素中酸素濃度が 5%を超えてレンジオーバーした。 

（７）12:54頃：電解槽出力が 3kA程度にまで下がり、酸素側圧力は 3kPaG未満

にまで低下。電解槽の負荷が下がったため、制御盤から除湿精製器停止操作

を実施した。 

（８）12:54頃：水素ガス加熱器内部温度が上昇した。 

（９）12:55頃：除湿精製器入口圧力が安全弁吹出し設定圧(0.99MPaG）に達して、

安全弁が作動した。 

（１０）12:56 頃：圧縮機吐出タンク圧力が 1.02MPa まで上昇した。安全弁が作

動したにもかかわらず、吐出タンク圧力が急激な変化を示さないため、水

素圧縮機出口(除湿精製器入口)の圧力計が破壊されたと考えられる。 

（１１）12:57:14：ガスホルダーレベルが 0.22 mまで低下した。 

（１２）12:57:16：ガスホルダーレベルを最下限にまで下げることができたため、

圧縮機を停止させ、設備の完全停止作業を開始した。制御盤から水素圧縮

機停止操作を実施、圧縮機は惰性で 10秒ほど回転した。 

（１３）12:57:21：水素ガス加熱器内部温度が 477℃に到達した。 

（１４）12:57:29：水素圧縮機の電動機電流値がゼロを示した。 

（１５）12:57:33：破損事故発生（ガスホルダーレベル急上昇より判断）。 

ガスホルダー蓋が飛び実証棟屋根を破損し、水素ガス安全水封槽、水素ガ

ス水封槽が破損した。 
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６．事故経過の推定 

 

６．１．水素ガス系統での水素／酸素混合気の形成 

 まず初めに、酸素ベント配管の屋外部で生成された凝縮水が凍結して配管内が狭

窄した（事故後、窒素ガスを通ガスし、閉塞はしていないことを確認）。アルカリ

水電解装置の出口酸素ガス温度と外気温の差に基づく酸素ガスの飽和水蒸気量の

差分が酸素ベント配管内に凝縮水として発生。事故当日は、朝からマイナス 5℃の

気温が続き、約4時間の試験準備の運転中に発生した凝縮水総量は210mLとなり、

これが酸素ベント配管内で徐々に凍結して狭窄に至った（図７参照）。酸素ベント

配管内径はφ42.6mmであり、凝縮水総量は氷柱にすると約 16cmに相当すること

から配管を狭窄するに足る量であると推定される。 

 

図７ 酸素ベント配管の概要 

 

次に、ベント配管出口が狭窄したために、行き場を失った酸素ガスの圧力が上昇

を始め、ついには水素ガス圧力を越えた（図 8参照）。 

 

図８ 酸素ガス圧力と水素ガス圧力の関係 
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設計では安全確保のために、水素ガス圧力＞酸素ガス圧力となるよう圧力差を生

じる下流側の機器圧損を考慮した設計水封圧力としていたが、この関係が逆転して

設計とは逆の圧力差が増大し、苛性循環タンクを介して水素ガス／酸素ガスを隔離

するための水封機構を、設計とは逆の方向に押し切る形で水封破壊が発生した。苛

性循環タンクと接続する装置のうち、水素ガス水封槽（気相部）の接続点が最も低

い位置にあるため、ここが水封破壊の箇所と推定された。 

  水封破壊後は、隔離の役割を担っていた苛性カリウム水溶液がなくなったことか

ら酸素配管と水素配管が連通となり、水素ガス系統に酸素ガスが流入した（図９参

照）。 

 

図９ 水電解装置周辺の配置図（電解槽・苛性タンク・水封槽など） 

 

６．２．着火源、爆発 

 水封機構が壊れた後もアルカリ水電解装置は稼働継続して水素ガス／酸素ガス

を発生し続けたため、水素／酸素混合気は苛性循環タンクと連通となった水素ガス

水封槽（V103）を通じて水素ガス安全水封槽（V104）、水素ガスホルダー（V201）、

水素ガス加熱器（E201）を通じて脱酸素塔（R201：微量酸素混入時の酸素除去用）

に到達した。水素ガス水封槽、水素ガス安全水封槽、水素ガスホルダーの内部酸素

濃度の経時変化の推算したところ、短時間で水素：酸素＝2:1 の混合気を形成した

ことが推定される。 

微量の混入酸素を除去する目的で設置された脱酸素塔の触媒に、（水素ガス系統

へ混入した）想定を大幅に超える量の酸素が接触したことから、脱酸素反応（発熱

反応）を加速させ、その発熱ガスが下流に流されることにより、12:52 過ぎから下

流側の水素ガス冷却器(E204)出口温度が上昇し始めた。（図 10参照） 
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図１０ 脱酸素塔周りの温度変化 

 

脱酸素塔の脱酸素触媒には、設計を超える量の酸素が到達し、塔の入口（上流側）

付近の脱酸素触媒と反応し、部分的に自然発火温度に相当する高温（500℃以上）

に達し、脱酸素塔内で 1 回目の小規模の爆発が発生（12:55'13）した。この際に、

水素圧縮機出口(精製器入口)の圧力計は破壊され、同時に１MPaGで作動する安全

弁が作動した。 

脱酸素塔内の１回目の小爆発により、脱酸素塔入口に設置された触媒の飛散防止

カバー（ステンレス製で、触媒が下流から上流に飛散することを防止するもの）が

破損されて触媒粒が下流側から上流側に飛び散り、その一部が水素ガス加熱器に到

達した。事故後に当該部分を分解点検したところ、飛散防止カバーの破損と、（設

計上はあり得ない）水素ガス加熱器内に脱酸素触媒が存在したことを確認したため、

これが上述の 1回目の小爆発、及び飛散の結果と推定する。 

1回目の小爆発の後、安全弁が作動したことにより精製器入口圧力が減じている。

その後の温度上昇により再度自然発火温度に到達し、脱酸素塔内で 2回目の小爆発

が発生した。この時さらに多くの触媒粒が下流から上流に飛び散って水素ガス加熱

器に到達して、その後の急激な温度上昇の原因となった。 

その後、流入酸素が触媒と反応して多量の反応熱を生成し、水素ガス加熱器内部

の水素・酸素混合気の温度が 480℃近くまで上昇した。12:57'14 の圧縮機の停止操

作により、水素ガス加熱器の内圧が大気圧まで下がる過程において、混合気は水素
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ガス加熱器内の高温状態にある触媒と反応し発火条件が成立し、着火した。 

 

図１１ 着火・小爆発に関わるデータ 

 

水素ガス加熱器にて発生した火炎は、水素配管内を遡り、上流側に火炎伝播した。

具体的には、火炎は停止している水素圧縮機の 1 mm以下の隙間を通り抜けて導火

線の様に上流側のガスホルダー（V201）に到達し、ガスホルダー内で水素／酸素混

合気が爆発してホルダー蓋部が飛び実証棟屋根を破損した。さらに火炎は水素配管

内を上流側へ向けて伝播して水素ガス安全水封槽、水素ガス水封槽に順次到達し、

それぞれの容器内で爆発し、各容器が破損した。 

なお、一番上流側に存在する電解槽は、これら破損した各容器と配管で接続され

てはいたものの、苛性循環タンクには可燃性ガスである水素ガスがなく支燃性ガス

である酸素ガスしか存在していなかったため、また、水素ガス水封槽の水封により

火炎が遮断されたことから、着火せず破損に至らなかった。 
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図１２ 火炎伝播の様子 
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７．事故原因の結論及び対策方針 

 

  これまで事故調査・対策委員会においては、事故発生原因の科学的・技術的観点

から運転記録データの分析、酸素配管の詰まりや水素ガス系統への酸素ガスの混入

経緯等の理論的考察を行い、多様な発生事象を結びつけて事故過程を推定した。こ

れらによって事故発生シナリオが解明され、事故発生原因として、酸素ガスベント

の配管凍結・狭窄、酸素・水素の混合気の形成と着火が発生したと結論付けた。 

今回の事故発生シナリオを踏まえた安全対策を以下のとおりとする。 

 

７．１．水素／酸素の混合気を形成しないための対策 

１）酸素ガスベント配管凍結を防止するために、加温して保温材で保護 

  ・酸素ガスベント配管には電熱ヒータを巻き付けて加温するとともに保温材で保

護する。 

・ベント出口部に熱電対を設けて加温不良（設備不具合）の場合にこれを検出し、

設定値以下になればインターロックを働かせて設備を停止させる。 

 

図１３ 凍結防止（酸素ガスベント配管の保温・加温） 

 

２）アルカリ水電解装置における生成酸素と生成水素の確実な隔離 

① 苛性循環タンクの分離、液封量の増大 

  従来は苛性循環タンク１つで酸素ガス側と水素ガス側から吐出される苛

性カリウム水溶液を回収しており、酸素ガスと水素ガスとの接続部は配管

の液封（約 650ml）のみで隔離される構造であったため、液封が切れて双

方のガスが混合する可能性があった。そこで、苛性循環タンクを、酸素側

苛性回収タンク／水素側苛性回収タンク／苛性循環タンク（回収した苛性

カリウム水溶液の濃度を均一化させるタンク）の 3 つに分割することで、

苛性カリウム水溶液で酸素ガスと水素ガスとの接続部を遠ざけること、従

来の 650ml から大幅に増量させた 10L 以上のタンク内苛性カリウム水溶

液で液封を強化すること、そしてさらに以下の対策を実施することで、酸

素ガスと水素ガスを確実に分離することとする。 
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② 常時窒素パージによる希釈 

  苛性カリウム水溶液に溶存する酸素ガス／水素ガスがタンク内の気相部

に滞留しないように、常時、３つのタンクの気相部を窒素でパージする。

具体的には、水素側苛性回収タンクの気相部をパージした窒素は水素ガス

ベントラインへ導き、酸素側苛性回収タンクと苛性循環タンクの気相部を

パージした窒素は酸素ガスベントラインへ導くことで、酸素と水素が接触

しないようにする。 

③ 緊急遮断弁の設置 

  インターロック作動時は、アルカリ水電解装置への給電を遮断してガス生

成を停止させると同時に酸素側苛性回収タンク及び水素側苛性回収タン

クが苛性循環タンクと接続する部分を緊急遮断弁で遮断する。 

 

 

図１４ ガス分離（酸素／水素ラインの分離） 

 

７．２．事故が発生した場合における機器保護等の対策 

１）水素ガスホルダーの飛出し防止 

  今回は水素ガスホルダーの蓋が爆発の急激な圧力上昇により、液槽から飛び出

して屋根を破損した。このため、急激な圧力上昇を避ける緊急脱圧装置を設け

るとともに、仮に急激な圧力上昇が発生した場合でも蓋が液相から飛び出さな

いようなストッパーを設けることで屋根の破損などの災害を防止する。 
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２）水封槽の損傷防止 

  破損した水素ガス水封槽及び水素ガス安全水封槽の破損を防ぐために、耐圧試

験圧力を見直し、当該耐圧試験をパスした容器を設置することとする。 

 

７．３．運転時の各事故要因の形成を防止するための異常早期検知の対策 

１）計測機器の増設等による異常の早期検知 

①酸素ガス及び水素ガス系統における圧力センサ増設 

従来は電解槽内での圧力異常を検知するために電解槽直近のガス圧力を測定

していたが、気液二相流の圧力を測定していたため安定した測定が出来なかっ

た。改良後は、気液分離後の位置にガス圧力計を増設し、安定したガス圧の計

測を可能とする。 

  ②苛性タンクの液位計増設 

従来は苛性循環タンクに一つの液位計が設置されていたが、改良後は水素側と

酸素側の苛性回収タンクにもそれぞれ液位計を設置して液封の苛性カリウム

水溶液の液位異常を検知する。 

 

２）計測値の信頼性向上 

苛性カリウム水溶液のアルカリ成分はガス濃度計の誤検知を引き起こすこと

から、水封槽内径を大きくすることで水封槽の空塔速度を低下させてアルカリ

成分除去機能を高め、安定してガス濃度を計測するようにする。 

 

 ３）自動停止システム 

これらの各種計器は全てインターロックと連携させ、仮に一つの計器が故障して

も他の計器が異常を検知したらインターロックにより設備を安全に自動停止さ

せる。また、インターロックが作動して自動停止した場合に流入させる窒素圧力

を変更し、系内の圧力が高まった場合でも安全に窒素パージが可能となるよう調

整する。 

 

 

 

以上 

 

 

 


