
水素利用等先導研究開発事業の目的・ねらい

※本事業において、大規模化に向けた経済性等の客観的調査の実施を予定

本事業は、２０４０年以降という長期的視点を睨み、「カーボンフリーなエネルギーの新たな選択肢」と
しての水素の地位を確立させることを目指します。具体的には、主として再生可能エネルギーを活用した高
効率低コスト水電解水素製造技術、水素の長距離輸送、長時間貯蔵を容易にするためのエネルギーキャリア
技術及び大規模水素利用技術の先導的な研究開発に取り組みます。また、水素製造量・コストの観点におい
て従来からの水電解以外の多様な技術の選択肢を追及します。

研究開発項目Ⅴ 炭化水素等を活用した二酸化炭素を排出しない水素製造技術調査

２０１９年度から実施する本事業では、多様な水素化物等を水素源として安価かつ大量の水素を製造する、
二酸化炭素を排出しないコア技術（注）の可能性を調査します（基礎的な実験等の研究開発を含みます）。
（注）技術的新規性の低いもの、二酸化炭素を排出しないという意味においてCCS（Carbon dioxide Capture and Storage）を必要とするもの及び水電解水素製造技術等NEDOで既に実施している
ものを除きます。
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当該技術における課題
●メタンから炭素と水素を製造可能とする触媒開発とその連続プロセス化及び最適化
●回収炭素の有効利用法の探索と製造・利用における安全性の評価
●提案プロセスの技術成立性、事業性の評価及び社会実装に向けたシナリオ策定

本事業における開発技術の概要
●メタンから固体炭素と水素を連続的に製造するための触媒探索

→高いメタン分解率、回収可能な炭素成長、連続プロセス

●「触媒を用いた熱化学的メタン分解による水素製造プロセス」を開発し、炭素を大気に放
出しないCO2フリー水素製造技術を確立する。

●技術の社会導入に向けて、技術成立性、事業性及び固体炭素の有効活用法を検討すべ
く、各要素技術からシステム、シナリオに至るトータルで研究する

・メタンから回収可能な固体炭素とCO2フリー水素併産を可能とする触媒探索及び開発
・メタンからの効率的かつ連続的なCO2フリー水素製造に適したリアクターの開発
・CO2フリー水素連続製造プロセスにおける熱・物質フローの最適化
・回収炭素の化学的・物理的性状解明と素材としての有効活用方法の調査・探索
・提案プロセス社会導入時の固体炭素の取り扱いにおける人体リスク評価
・炭素およびCO2フリー水素製造併産プロセスの技術成立性および事業性評価

・提案プロセスの社会実装のためのシナリオ策定・開発計画の検討

国立研究開発法人産業技術総合研究所・国立大学法人京都大学・株式会社IHI

水素利用等先導研究開発事業／炭化水素等を活用した二酸化炭素を排出しない水素製造技術調査

メタンの熱分解による水素製造技術の研究開発
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＜研究開発課題および体制＞＜メタン分解水素製造＞

メタン分解による炭素は固体として回
収し、CO2を大気に排出しない水素製
造法。複数のメタン源を想定し、研究
開発を実施。

CH4 → C(s) + 2H2、ΔHr：75 kJ/mol
CAT

研究開発のポイント（新規性、技術的優位性等）
・メタン熱分解から回収可能な炭素と水素を製造できる新たな触媒の探索と反応条件の絞り込み
・メタン連続熱分解反応における固定層、流動層、ロータリーキルン等の異なるリアクターの適応性と最適化
・回収炭素の素材としての有効利用法の検討のための物理・化学的性状調査
・提案プロセスの技術成立性評価および社会実装時の事業性の検討

研究開発の目標
・900℃以下の温度域でメタン分解率80%以上を実現する触媒の開発とこれを用いた連続反応装置の提案。
・固体炭素の性状評価、物性評価から素材としての有効利用の可能性を明らかにする。
・メタン分解プロセス概念設計と本事業において得られた知見をもとに経済性が達成するための条件を検討する。 3

*Carbon Black



当該技術における課題

本技術は「メタンを直接、水素と炭素に分解」する技術であり、主に以下の課題が存在。

 触媒の失活回避
メタン分解時の生成炭素で、触媒の活性点が物理的に覆われるため、短時間で触媒
が失活する。

 生成炭素の排出
高温の水素とメタンの混合ガスから、固体である生成炭素を反応炉外に排出する。

本事業における開発技術の概要

資源量が豊富な天然ガスの主成分であるメタンを直接分解することにより、CO2を発生さ
せることなく、水素を安定して大量に製造する技術の確立を目指す。

本技術は、反応条件を変えることにより、生成ガス中の水素濃度を自由にコントロールす
ることができる。このため、熱利用分野におけるCO2削減要求に幅広く対応できる。

メタンを使用することにより、既に整備されているLNGチェーンや、都市ガス導管網などの
供給インフラを活用することが出来るため、水素社会の基幹インフラの構築が容易になる。

水素利用等先導研究開発事業／炭化水素等を活用した二酸化炭素を排出しない水素製造技術調査

株式会社伊原工業・国立大学法人岐阜大学

メタン直接分解による水素製造に関する技術調査
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メタン水素／メタ
ン混合ガス

ヒーター

（生成炭素
排出装置）

生成炭素

金属板触媒

＜研究概要＞
水素化合物である天然ガスを想定し、その主成分であるメタンを直接分解する技術

の成立性を調査する。

• 800℃で高い水素変換効率を
示す金属板触媒を開発

• 熱損失低減と水素／メタン混
合ガスの流動の最適化および
生成炭素の離脱を促進する反
応炉構造を開発

• カーボンブラックのように結晶
性の良い球状炭素構造を有す
る、生成炭素の活用を探る

研究開発のポイント（新規性、技術的優位性等）
CO2を発生させずに炭素のみを固体として反応炉から排出させるので、反応炉外での触媒

と炭素の分離処理等が不要であるとともに炭素の隔離貯留が容易である。
生成炭素は、純度と結晶性が高く、工業用材料としても有望である。

研究開発の目標

反応炉温度800℃、生成ガス中の水素濃度50％を目指す。 5



水素利用等先導研究開発事業／炭化水素等を活用した二酸化炭素を排出しない水素製造技術調査

公益財団法人地球環境産業技術研究機構

膜反応器を用いたメタン直接分解によるCO2フリー水素製造技術

本事業における開発技術の概要
① メタン直接分解反応を水素生成側に促進できるよう、精

密に細孔制御されたシリカ膜及びパラジウム（Pd）膜な
どの水素選択透過膜を開発する。

② 高い転化率で水素を生成することができると考えられる
Ni-Fe-Al系触媒等を調製するとともに、コーキング等触
媒に起因する課題を整理し、膜反応器に適した触媒の
探索と開発を行う。

③ 検討した水素選択透過膜と触媒を組み合わせ、メタン
直接分解用膜反応器を試作し、その有効性の実証およ
び最適反応条件の検討を行う。

当該技術における課題
メタン直接分解（CH4→C(s) + 2H2 ΔH = 75 kJ/mol）は、CO2を排出しない反応であるが、高い転化率

を得るためには反応温度を高くする必要があり、その加熱でCO2が多く発生してしまう可能性がある。
そこで、膜反応器を適用し、反応系外に水素を引き抜くことで、反応を水素生成側にシフトさせ、より低

温側で高い転化率を得ることにより高効率で省エネルギーな水素製造を目指す。
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メタンを熱分解して、水素を製造する。
CH4 → C（カーボン：固体） + 2H2
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＜反応器（膜反応有効性実証用、イメージ）＞

図4 メタンの直接分解を検討する膜反応器例

＜膜反応器事前実験結果＞

研究開発のポイント（新規性、技術的優位性等）
①膜反応器を適用するために、500℃以上の耐熱性と生成する水素（動的分子径；0.289 nm）と未反応

メタン（0.38 nm）を分離することができる精密に細孔径制御された分離膜を開発する。
②Ni-Fe-Al系の触媒を中心に、組成比の変更、触媒調製方法（共沈法、水熱合成法等）を検討し、触媒

の性能を比較検討する。さらに、得られた固体カーボンの性状を評価し、触媒性能評価の結果と合わ
せて、膜反応器に適した500～600℃で活性を有する触媒を見出す。

③①および②で開発された分離膜と触媒を用いて、膜反応器としての特性を把握するための単管膜
反応装置を試作し、本反応系における膜反応器の有用性の実証および最適反応条件の検討を行う。

研究開発の目標
①500℃以上の耐熱性を有し、水素透過率5 x 10-7 mol m-2 s-1 Pa-1、透過率比（H2/CH4）3000以上の

透過分離性能を有する分離膜を開発する。
②低温活性（500～600℃）を有し、メタン直接分解用膜反応器においてメタン転化率60%以上の触媒を

見出すとともに、コーキング対策の指針を得る。
③メタン直接分解用膜反応器の有効性を実証し、最適反応条件を見出す。

図3 Pd膜の透過分離機構

図2 シリカ膜の分離機構

水素透過性◎

選択性◎
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当該技術における課題

多段階の化学反応を用いて熱エネルギーと水から水素を製造する熱化学水素製造技術において，低
温領域（500℃以下）で動作するアルカリ金属レドックスサイクルが存在する。このサイクルを用いれば，
太陽熱や未利熱を用いてCO2 フリー水素を製造可能である。本技術の課題は以下の点である。

・反応中間体である酸化物の腐食の抑制と反応メカニズムの理解
・実用化に向けた効率的な反応制御技術の確立

水素利用等先導研究開発事業／炭化水素等を活用した二酸化炭素を排出しない水素製造技術調査

国立大学法人広島大学

アルカリ金属を用いたレドックスサイクルによる熱化学水素製造

本事業における開発技術の概要

①反応容器用材料の腐食性試験と腐食回避の可能性の検討
セラミックス材料等と酸化物との反応性評価

②反応制御技術の検討
流動層及び種々の加熱方式を用いた反応制御
ガス分離方法の検討
熱力学データの取得
スケールアップ後のコスト試算及び成立性検討

2019年度は，反応容器用耐腐食性材料の決定と腐食回避の可能性の検討，及び反応制御技術の検
討を実施
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500 C

 Na2O，Na2O2の腐食

研究開発のポイント（新規性、技術的優位性等）
・太陽熱や未利用熱で得られる温度域（500℃以下）で，水から水素(CO2 フリー)を製造可能
・ナトリウム(Na)の相変化を利用し，反応のエントロピー変化を増大させることで制御温度を低温化

研究開発の目標
・多角的な分析を用いた腐食，反応メカニズムの理解
・反応容器用耐腐食材料の探索及び目途付け
・流動層等を用いた効率的な反応制御技術の確立

ナトリウム-レドックスサイクル @<500 C

水 (H2O) 水素 (H2)

水素化物 (水素源)

2NaOH(s) + 2Na(l) → 2Na2O(s) + H2(g)
2Na2O(s) → Na2O2(s) + 2Na(g)
Na2O2(s) + H2O(l) → 2NaOH(s) + 1/2O2(g)
2Na(g) （→ 2Na(s)） → 2Na(l)

H2O → H2 + 1/2O2

CO2 フリー

未利用熱(<500 C)
 太陽熱
 排熱
 余剰電力の熱変換 等

流動層を用いた反応制御の概念図 多段階の化学反応と平衡制御を利用し，水を熱化学的に分解

 腐食メカニズムの解明
 耐腐食材料の探索
 反応制御技術の確立

主たる研究課題

本研究
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