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水素発電・Power to Gas（P2G）分野

水素・燃料電池プロジェクト評価・課題共有ウィーク
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位置付け

燃料電池市場の確立

省エネルギーの推進
インフラ整備（ハード、ソフト（規制・標準等））

固体高分子形燃料電池技術開発
固体酸化物形燃料電池技術開発
水素ステーション技術開発（含む規制・標準等）

水素エネルギー需要の創出・拡大

低炭素エネルギーシステムの実現

水素発電技術開発
（水素長距離輸送技術開発）

水電解水素製造技術開発
Power to Gas技術開発
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水素発電

水素混焼技術の技術開発・実証 水素混焼技術の導入・本格化

2020年頃 2030年頃 2040年頃現在

水素燃焼技術の
普及目標

水素混焼プラント実証

水素専焼技術の技術開発 水素専焼プラント実証 水素専焼技術の導入・本格化

【発電コスト目標】 17円/kWh

・実証と合わせて2020年代に技術確立
・中小型設備での実証開始

・大型設備での実証開始

・実証と合わせて2030年頃に技術確立
・中小型設備での実証開始

・大型設備での実証開始

・発電事業規模の水素発電の本格的導入開始

・発電事業規模の水素発電の本格的導入開始

水素価格低減、燃焼高効率化による
発電コストの更なる低減

目標に向けた
水素燃焼技術
の開発要件

【水素燃焼へ向けた対応課題】 【普及へ向けた更なる技術開発】
・NOX排出量の低減

・逆火リスクの低減

・燃焼振動の抑制

・未燃分の低減

・高効率化の実現

・燃料に関するフレキシビリティ確保

・設備の長寿命化・メンテナンス効率化

・設備費用の低減

・周辺補機類の開発による高性能・低コスト化

トレードオフ関係
にある課題に対
する最適化

達成すべき
技術開発課題

【 2020年頃に向けた課題】
（2018年頃までに達成すべき課題）

【 2030年頃に向けた課題】
（2027年頃までに達成すべき課題）

・水素混焼ドライ型燃焼器の実証
・水素20％混焼、NOx排出量LNG火力相当を実
現する燃焼器の開発（2020年までに設計）

・普及拡大に向けた高効率化・低コスト化
・水素20％混焼、NOx排出量LNG火力相
当の燃焼器の実証（2025年頃）

【水素燃焼技術】 ・普及拡大に向けた高効率化・低コスト化
・普及拡大に向けた高効率化・低コスト化水素混焼ガス

タービン

水素専焼ガス
タービン

赤：中小型、青：大型

赤：中小型、青：大型

・40ppm未満の低NOx排出※3 ・逆火リスク
低減を両立したドライ型燃焼器の実証
・ドライ型・50ppm未満の低NOx燃焼器およ
び燃焼振動対策、冷却技術の開発（2025
年まで）、実証（2020年代後半）

・普及拡大に向けた高効率化・低コスト化
・普及拡大に向けた高効率化・低コスト化

【 2030年以降の普及に向けた課題】
（2030年頃までに達成すべき課題）

・40ppm未満の低NOx排出※3 ・逆火リスク
低減を両立したドライ型燃焼器の開発
・ドライ型低NOx燃焼器の大型化および燃焼振
動対策、冷却技術の研究開発（2020年頃ま
で）

出展： NEDO 水素エネルギー利用拡大に向けた技術動向及び将来見通しに関する調査（2017年3月）
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水素発電（三菱重工/MHPS：水素専焼GT（大型））

既存のタービン/圧縮機に、水素燃料適用可能な品開発燃焼器を組み合せ、短期間で
高効率/高信頼性を両立するガスタービンへ適用。

燃焼器
空気と燃料を混合、燃焼させて、
タービンを作動する為の高温/高圧
ガスを生成させる。

ガスタービン全体図 出典：MHPSカタログ

ノズル

スワラ
支持筒

燃焼筒

クラスタバーナ

高効率

数百ＭＷ級発電事業者向け大型ガスタービンに適用可能な水素専焼ドライ低ＮＯｘ
燃焼器の開発。
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水素発電（川崎重工：水素専焼GT（小型））

低NOx水素バーナ
水素

高速空気流

水素噴射孔

空気通路

水素火炎

急速混合

２ＭＷ級自家発電用小型ガスタービンに適用可能な水素専焼ドライ低ＮＯｘ燃焼器
の開発。

エンジン運転条件に相当する高圧・高温条件下での水素燃焼試験を実施

①５０％から定格１００％負荷運転に相当する条件で，ＮＯｘ ４０ｐｐｍレベル。

②定格１００％に相当する条件で2時間の耐久，試験後の燃焼器に焼損等なし

③定格１００％に相当する条件で，燃料流量変動付加/燃料遮断試験を実施後、異常燃焼の発生無し
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Power to Gas

・FIT余剰買取終了（2019-） FIT全量買取終了（2032-）

電力市場の変化
・非化石価値取引市場

・リアルタイム市場の創設

2020年頃 2030年頃 2040年頃現在

P2Gシステムが
提供しうる価値

P2Gシステムにか
かわる外的な環
境の変化

FIT制度

①アンシラリーサービス
資する調整力を提供

【上流】（電気側）

②再エネ余剰電力
の吸収・変換による
出力変動抑制

実証等を通じたP2Gシステムの

規模の拡大及び調整力としての

適用性の確認

地域や離島などの局所領域においての、
出力変動抑制及び余剰電力対策

P2Gシステムの本格的導入
（P2Gシステムの更なる大規模化も

進む可能性）

P2Gシステムを電力調整力として活用したアンシラリーサービスの提供

【下流】（水素側）

③CO2フリー水素製
造による水素利用側
での環境性向上

地域や離島などの局所領域における、
再エネ電力由来CO2フリー水素の利活用

P2Gシステムの本格的導入による
CO2フリー水素活用の更なる拡大
（水素需要地への中長距離輸送等も

進む可能性）

工場や自家発電も含めた
CO2フリー水素利活用の
用途・規模の拡大

エネルギーミックス
・長期エネルギー需給見通し（2030）
（再生可能エネルギーの導入水準
22－24%）

出展： NEDO 水素エネルギー利用拡大に向けた技術動向及び将来見通しに関する調査（2017年3月）

水電解装置を
はじめとした要
素技術開発

【要素技術開発】

システム側の要請・課題

を踏まえた目標再設定・

要素技術ブラッシュアップ

開発技術を含み、

スケールアップ等も

行ったシステム

の検証・開発実証

【システム検証・開発実証】 【システム検証・開発実証】【要素技術開発】

P2Gシステムの
本格的な導入へ

開発技術の
検証も含めた
システムの検
証・開発実証

P2Gシステム本格的導入期における水素価格20円~40円/Nm3の実現を目標に
さらなる低コスト化、高効率化、耐久性向上、大規模化をめざした技術開発

水電解装置コスト20万円/Nm3/h、電力変換
装置6万円/Nm3/h以下が見通せる技術の確立

本格的導入に向
けた、技術開発
のプロセスの
イメージ
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・セルスタック耐久性向上
・外部因子によるセル劣化対策
・シール性能の向上
・スタック大型化
・低コスト化に向けたセルスタック製造
技術開発

・電流密度0.6A/cm2
@1.8Vの実現
・負荷変動、低負荷運転時の電極の耐
久性向上
・隔膜の耐久性向上・ガス分離能向上
・大規模化※4に向けたセル数の増加
・水電解装置効率向上

Power to Gas

2020年頃 2030年頃 2040年頃現在

P2Gシステム
技術開発課題

アルカリ形

固体高分子形

固体酸化物形

【水電解技術】
・低コスト化に向けた
システムの大規模化
・補機動力の低減に
よるシステム効率の向
上

・システム開発実証結果を
踏まえた技術開発
・更なる電流密度上昇
・更なる部材耐久性向上
・更なる効率向上
・低コスト化に向けた電極の
Ni使用量低減

・更なる低コスト化
・更なるシステム効率向上
・システムのフットプリント低減
・補機のコスト低減

【要素技術開発】 【システム検証・開発実証】 【要素技術開発】 【システム検証・開発実証】

中長期的に継続して
取り組むべき課題

P2Gシステム本格的導入期
における低コスト化、高効率
化、耐久性向上、大規模化
をめざした水電解装置の技
術開発

・電流密度の向上
・負荷変動時の電極の耐久性能向上
・高分子膜の機械的耐久性の向上
・高分子膜の薄膜化
・大規模化に向けたセル数の増加
・水電解装置効率向上

・低コスト化に向けた
システムの大規模化
・補機動力の低減に
よるシステム効率の
向上

・更なる電流密度向上
・更なる部材耐久性向上
・更なる効率向上
・純水中不純物に対するロバ
スト性の向上
・電極触媒の貴金属使用量
低減

・更なる低コスト化
・更なるシステム効率の向上
・システムのフットプリント低減
・補機のコスト低減
・大規模化したシステムにおける
加圧対応・耐久性の保証

・開発したシステム実証
・システムの効率的な熱マ
ネジメント
・スケールアップ実現

・更なる電流密度向上
・更なる部材耐久性向上
・更なる効率向上

・システムのフットプリント低減
・低温作動化
・補機のコスト削減

・負荷運転を継続した際の劣化メカニズムの研究・体系化（共通）
・セル劣化の評価手法の検討・標準化（共通）
・電極近傍の物質輸送・反応メカニズムの解明
・貴金属使用量低減技術・非貴金属電極触媒の開発（固体高分子形）
・高電流密度／低温作動セルの研究開発（固体酸化物形）
・アルカリ型高分子膜の開発（新規技術）

【システム技術（上流）】

・交流―直流変換器の効率
5％以上の向上

・蓄電池、キャパシタ等含めたシステ
ム最適設計
・システムでの再エネ・水素製造・蓄
電池制御技術確立
・システム応答速度の検証
・システムの規模拡大
・システム利用率向上を図る運転計
画検討

・交流―直流変換器効率の
更なる向上
・交流―直流変換器の更なる
低コスト化

・更なるシステム規模拡大の
検討
・システムコスト低減に向けた
蓄電池容量の最適化
・システムのフットプリントの低
減

制度設計・
規制関連

・水電解装置の国際標準化の検討（アルカリ・固体高分子形・固体酸化物形に対応した内容）
・CO2フリー水素の定義を与える認証の検討
・P2Gシステムの各種形態と導入に適した地域特性の整理・モデルケースの設定
・P2Gシステムの安全性・社会受容性の検討

P2Gシステム本格的導入期
における低コスト化、高効率
化、耐久性向上、大規模化
をめざしたシステムの技術開
発

出展： NEDO 水素エネルギー利用拡大に向けた技術動向及び将来見通しに関する調査（2017年3月）
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Power to Gas（旭化成：アルカリ型水電解）
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Power to Gas（仙台：東北大学、前川製作所他）

PV最大活用＋非常用電源

オフグリッドで、平時はPV有効利用に活
用しつつ、非常用に長期電力貯蔵を可
能とするシステム
発電予測、燃料電池の耐久性、システ
ム効率を考慮した、変動補償に適した
制御技術を確立
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Power to Gas（苫前：豊田通商、川崎重工、NTT-F他）

実証システムのイメージと役割

（高圧水素・液化水素輸送）

水素添加装置

(水素利用 )

電力・熱利用

川崎重工
【3】水素製造システム開発
「追従性の高い」・「高効率」な水素製造システム設計・運転

有機ハイドライド輸送

LPG混焼ボイラ

脱水素装置

フレイン・エナジー、室蘭工大
【4】脱水素装置に搭載する反応管内
の触媒高性能化

水電解装置

Power to Gasシステム

川崎重工業・
【2】統合コントローラープラットフォーム構築

風力を「売電用・水素製造用」に最適分配

豊田通商・テクノバ
【1】コストビジネスプラン策定

NTTファシリティーズ

コスト構造解析実施、課題抽出

(1)CAPEX：水素製造装置

(2)CAPEX：水素添加装置

(3)CAPEX：脱水素装置

(4)OPEX：電気代(水素製造装置用)

(5)OPEX：水素製造装置(運転員人件費)

(6)OPEX：水素添加装置(運転員人件費)

(7)OPEX：脱水素装置(運転員人件費)

10% 2%
3%

11%

42%

16%

16%

発電量予測を搭載した風力の最適分配（販売・水素
製造）を行う統合コントローラーを開発
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Power to Gas（福島：東芝ES、山梨：県企業局他）
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