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水素・燃料電池プロジェクト評価・課題共有ウィーク 

水素サプライチェーン分野 全体討議議事要旨 

 

日時： 2019年 6月 17日(月) 16:40-17:20 

場所： 経済産業省 本館地下 2階 講堂 

委員： 倉本委員（（国研）産業技術総合研究所）、佐々木委員（（大）九州大学）、塩路委員

（（大）京都大学）、矢加部委員（東京ガス（株））、渡辺委員（（一財）電力中央研

究所）、横本委員（（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構）、小野委員（経

済産業省） 

 

議事要旨 

小野委員：  経済産業省の小野です。宜しくお願い致します。サプライチェーン 2 事業と

も 2015 年度から始まり、基礎設計、要素技術検討などおこない実証段階の設

計が行われ、現在、実証設備を製作していると理解している。たくさんの質問

が出て、私も 2030 年、あるいはその先、という質問をした。しかし、あくま

でこれらは来年度までに行われる実証事業であって、その先も見すえた質問

がたくさん出るのはこれらの 2 事業に対する期待の高さと感じた。この 2 事

業は世界にも例がない取り組みなので、先生方からたくさんの意見、質問があ

りました。本評価・課題共有ウィークについては、今回初めて行っているとこ

ろもあり、行き届かない部分があったかと思うが、意見がたくさん出たところ

をもう一度それぞれの事業で整理しながら進めさせていただきたい。まずは

渡辺先生から HySTRA の事業について質問いただいた内容について、もう一

度説明いただき、その質問の意図をお話しいただければと思う。 

 

渡辺委員：  ガス化技術、水素製造という意味での褐炭ガス化について伺わせていただい

た。2 本立ての計画の中で、目的は規模感を変えたときの性能を見るために現

地と日本での検証ということであったが、そのプロジェクトの中で日本に持

ってくるということにもなるので、褐炭を日本に運びこむ、そういったことか

ら成り立つ事業みたいなことまで想定しているのか、この事業が終わった後

にどうやって実用に向けて、というのを頭に置きながら取り組んでいるのか

質問をさせていただいた次第。 

褐炭については水分量が非常に多く、持ってくるとなると、燃料を運んでい

るのか水を運んでいるのかというところもあるし、自然発火性もあるので安

全面で気をつけないといけない。そういった課題があるので、どのように、ど

こで使うのか、といったイメージを確認したいということだった。 
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小野委員：  ありがとうございます。続きまして塩路先生お願いします。 

 

塩路委員：  HySTRA の今回のプロジェクトでは、まず実証実験を行えるように要素技

術を固めていって、最終年度で実証実験をし、思い描いている課題を検証、あ

るいは新たな課題を見つけていくストーリーとして認識している。今後のス

ケールアップを見据え、パイロットプラントを通して実用化に向けた課題を

明確にするというのが一番の目的だったと思う。そうした中で、実証実験のス

ケール、規模、各要素技術の目標などをお答えいただいたが、むしろ実証実験

におけるそれぞれの実施項目の規模や技術課題の考え方が整合してないので

はないか、特に水素製造の部分、ガス化のところが最終的な姿と少し異なる試

験形態で行われているように思えた。そこを含めてどのような規模感で、今後

どういう考え方で進めていくのか、詳細が聞きたい。そのプロセスを通じて将

来の課題がもう少し明確にならないかと思い、質問させていただいた。 

 

小野委員：  実証プロジェクトの中でのサイズ感の整合性の無さというところか。 

 

塩路委員：  別に整合させなくてもよいが、ただそれを通じてどういう風に展開していく

つもりなのかというのを明確にしてほしかったなというのが意図だ。 

 

小野委員：  それでさっきの商用化した時のギャップにこういうレベルでやれば整合性

が無くとも構わないということでしょうか。 

 

塩路委員：  そうです。 

 

小野委員：  ありがとうございました。 

 

矢加部委員： 私のコメントとしては、本日の紹介いただいた内容は定性的な目標で定量的

な所が無いとまずコメントした。それについては定量的な目標があるとご回

答いただいたと思っている。とはいえ、今回一番の目玉というか実証としてや

りたかったことは豪州褐炭を、実際にガス化して液化し、貯槽して輸送して持

ってくる。使うところはどうするかわからないが、それを一気通貫でやるとい

うところが大きい、と確認させていただいた。目に見えないというのは信じが

たいし、いったん目に見えると本格的になってくると思うので、それが目的か

確認させていただきたかった。 

 

小野委員：  ありがとうございます。 
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倉本委員：  私が質問させていただきたい部分は矢加部先生、塩路先生から出ているので、

今後の課題と方針というところで、NEDO の実証事業できちんと予算が使え

る中で、安全率を高くとるとか間違いが無いようにするといったところの心

配をせずにお金を投入できるということがあったと思うが、実用化を具体的

に想定した場合には、容器一つ作るにも莫大な費用がかかってそれを使用す

ることがそもそも成り立たないくらい高価になる可能性があるかもしれない。

その辺りの乖離がどれくらいなのかということを質問した。今の時点でわか

るところ、わからないところがあるということだったが、たとえばタンクに液

化水素を入れて船で運ぶときの振動という、言ってみれば非常に原始的なと

ころではあるが重要、というコメントもあったので、こういった場ではそうい

うところを見える化して説明いただきたかったが、質疑応答でその点をお聞

きした。 

 

小野委員：  ちなみに西村様に伺いたいが、課題はないとおっしゃったが、タンクや荷役

設備などが、技術的に設計がうまく進んで出来そうである、ということを言え

るところまで進める上で特段、課題はなかったという理解でよいか。 

 

HySTRA 

西村氏：   はい、船や基地をオペレーションする事業者もこの事業に入っているので、

運用や安全面に不安を持ったまま実証事業に入って進めることは許されない

ので、課題は消しこんで設計に反映して運用するとしている。そういうお答え

であります。 

コストなどの合理化については今後できるところはしていきたい。概算の

数字よりも何か事故やトラブルを起こしてしまうと世界中に悪い話が伝わる。

最近外国で事故が起きているが、あのようなことが絶対起こらないよう、ある

面では保守的にやっているところがあるので、実証をして水素も LNG のよう

にここまで簡略化できるというのを合理化することができるとなれば、デー

タを取った上で合理化をしていけばよいが、運用面、安全面が担保された後の

話なので、実証ではしっかり確認していきたいと思う。 

 

小野専門職： 先ほど説明していただいた中で、課題をつぶしていくとおっしゃっていたが、

つぶされた課題は何かあったら具体的に説明いただきたかった。例えば船用

の液水のタンクを今回初めて作られたということで、これは HySTRA さんし

か経験されてないことがある。その中で課題はあるけれども課題は解決しま

したということでプレゼンされるよりは、こういう課題があって、それについ
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てはこうして解決した、ということを示された方が良かったのではないかと

今聞いていて思う。 

 

HySTRA 

西村氏：   ありがとうございます。NEDO 様にはデータなど報告してあり、また事例紹

介の機会があれば準備させて頂きたいと思う。 

 

小野委員：  ありがとうございます、それでは佐々木先生お願いします。 

 

佐々木委員： 今日はウィークの初日ということで、はじめてのディスカッションかと思う

が、NEDO では評価委員会があると思うが、今日のこの場はすごく緊張感が

あって、そういう面では特定の評価委員会ですと、メンバープラスアルファぐ

らいしか入らないで、こういった形でオープンな場で議論するというのはと

ても貴重な機会をつくっていただいたと思う。まずはこういうイベントを企

画していただいたことを高く評価したいと思う。 

二点目として、まさに今日のテーマはそうだと思うが、国として、この国は

どうやって生きていくのかな、というところがまさに国プロだし、日本として

やるべきことがサプライチェーンを作っていくということだと思うし、液化

天然ガスでの成功事例もあり、今、日本が水素をやるということは、日本が国

としてやっていくことだと思うので、今日の事業、いろいろ批判はあったが、

やるべき事業としてしっかり進めていただきたいと思う。むしろハイリスク

なことにチャレンジしていただいている方々に心より敬意を表したい。 

三点目としては、この前に座って思ったのは、この評価はあまりに難しいと

感じた。二つのそれぞれの技術が違う中で頑張っておられる中、なかなか甲乙

つけがたいというのが全体の感想。他方、この業界について思うのは、水素も

盛り上がり、来年の東京オリパラがあったりする、ということだが、お祭りが

終わったその後に、我々それぞれ生きていけるのか、我々全体の危機感を持つ

べきだ。大きな絵を描いてそこに向かっていくのも良いが、まずは形にして、

自立したモデルを作らないといつまでこれが続くかなという危機感は持って

いる。それから、注意しないといけないのは冒頭、IEA の発表にもあったが、

褐炭を持ってくるという HySTRA の話でも、再エネ含めて世の中の前提条件

がかなり変ってきていると感じる。なので、水素・燃料電池戦略室というのが

できて、それに向けて着実に進めてきたのが日本の強みだが、今エネルギーの

前提条件がどんどん変わっていく中でそれに合わせた事業の見直しをきっち

りやっていくべきだ。 

最後に NEDO“技術開発”機構なので技術を磨いていくというのは当然と
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思うが、前提条件が変わっていく中で、決して最先端の技術だけで世の中が変

わるわけではなく、ローテクで先にマーケットを取ってしまった方が勝つと

いうやり方もあるので、そういうことも含めて臨機応変に技術開発プロジェ

クトを進めてほしいと思う。今日は初日のため全体的なコメントにさせてい

ただいた。貴重な機会をありがとうございました。 

 

小野委員：  ありがとうございます。本日は初めて行うイベントの初日でありますので、

先生方、プレゼンをしていただいた 2 事業の方々大変だったと思います。 

それと今後マーケットを掴むには必ずしも最先端技術でなくともというと

ころは勉強になる。 

 

横本委員：  この事業を担当させていただき、技術開発で誰もやっていないことをやると

いうのは大変に難しいことだと考えている。事業が来年から本格的に動き始

める中、足元としてはやることはきちんとやる、ただ先生方からは期待がある

ので、2020 年、30 年どうなるか、という話でこれから来年度の実際の事業が

動き出す中で、一歩踏み込むだけでなく更に踏み込んでいきたい。倉本先生に

石炭ガス化のオーストラリアの動向をお聞きしたい。 

   

倉本委員：   誤解を恐れずに私の認識を言えば、日本の石炭ガス化は、特に産総研ではず

っと開発をしてきている。燃焼化にしても、燃焼のエミッションコントロール

にしても、ガス化の効率にしても非常に緻密にやっているという意味では豪

州に比べて圧倒的に日本が上だと理解している。我々は使う側、豪州は売る側

という立場が決定的に違いを生んでいるのかと思う。豪州で出る良質な石炭

は海外輸出用、褐炭は自国で使って安くビジネスをする、エネルギーも担保す

ると理解している。そういう国にある CSIRO の研究開発も我々がやっている

ようなガス化効率を上げるようなリアクター系や反応解析なども、彼らも同

じようなこともやっているが、問題意識はかなり違うと思う。そういう中で質

問させていただきたいのだが、CSIRO はテクニカルな所でどういう貢献があ

るのか。我々の感じている必要性に対して彼らも同じ認識を持っているのか。

CSIRO が他に何をやっているかというと、出てきた燃焼灰をどう使うか、出

てきたミネラルの解析のプロトコルなど細かいところで中国など海外から人

が来てやっている。我々がやっている非常に高度なガス化のところで、

EAGLE や J-POWER さんがずっとやっている中で CSIRO がどのくらいの

関与でどう貢献しているのか興味がある。 
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HySTRA 

西村氏：   ありがとうございます、CSIRO については我々と共同研究をやっていて、

ひとつは石炭の分析関連。褐炭がどのような特徴をもつのか、炭の特徴を見て

もらっている。 

また、それ以降に、どのように褐炭をどのような形でガス化するか、といっ

たときに、ガス化炉をラボ用に持っているのでガス化試験を行ったり、またそ

れをモデル化してどのような燃焼モデルになるのかを将来的にやろうとした

り、ということを始めたばかりだが、燃焼モデルができればたとえばシミュレ

ーションでどのように燃焼させるのが一番良いか、などでコラボレーション

出来るのではないかと考えている。現地の石炭のキャラクタリゼーションな

どを長年ずっとやっているので、そういうところで頼らせていただいている

というところもある。 

 

小野委員：  ありがとうございます、続きまして AHEAD さんのプレゼンに関する質問

でのご意見をお願いします。 

 

渡辺委員：  細かい質問で申し訳なかった。NEDO の別プロジェクトで火力のガスター

ビンコンバインドの調整力を向上させるプロジェクトに携わっており、先ほ

どの質問の中では負荷変化率 5％とか 10％とかの数値をだしたが、あれは現

状の電力事業者の要求値がそれくらいで、今の狙いは、負荷変化速度は

20%/min、起動から定格まで 10 分という目標をたてて進めているプロジェク

ト。現状、燃料は LNG であるが、将来的には燃料水素も当然スコープに入っ

てくる。先ほどのご回答は、ベース電源として使われることを想定していると

いうことで、理想的ではあるが、その時問題になるのがコストの燃料代が安く

ないとペイしない。再エネが大量に入ったときに、系統安定上、同期発電機を

なくす訳にはいかない。必ず必要になる中で、水素燃焼タービンがどの位置づ

けになるか私もちょっと見通せていない。特に 2050 年以降の姿がわからない

が、技術的な備えとしては調整力というのを頭に入れておきながら進めない

といけないだろうということで、聞かせていただいた次第。 

 

小野委員：  ありがとうございます。水素発電については我々のロードマップではコスト

ありきの混焼、と書かれているが、一方で、コストを待っていると混焼ができ

るのかとなるので、いかにそういうステージに持っていくのとかというのも

考えなければいけないと思っている。塩路先生よろしくお願いします。 

 

塩路委員：  質問させていただいたが、割合見通しやすいテーマだと思う。とはいえ、今
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まで検討されたのはシミュレーションベースが中心であるが、シミュレーシ

ョンは本当に頼れるだろうかなというのが気になる。途中で示されたグラフ

も、本当に中で起こっていることなのか、私自身が乱流を扱っていたのもあっ

て、それとはちょっと違うとはいえ、いずれにせよ検証が重要と思う。本当に

検証した際にいろいろなトラブルが起こるのではないかというのを心配して

いる。実証試験の最中に止まったりするとややこしいし、どのようなことが起

こる可能性があるかを少し突っ込んで質問した。偏流然り、不純物の話然り、

気液平衡の話のみで本当にそれで大丈夫なのか、触媒を追加すればよいとい

うお答で、それはその通りであろうがそれが許されるのか、それらをもう少し

課題としてきちんと明確にしてほしいと思って申し上げた。 

 

小野委員：  AHEAD の試験は今年の年末ごろから始まるので、その辺りでデータが出て

くると思うので、実証実験では課題収集が非常に重要だと思う。では、矢加部

先生お願いします。 

 

矢加部委員： 私のコメント、質問については、若干誤解があったので先ほど訂正したが、

スケールについては液化水素、有機ハイドライドそれぞれ長所短所があるが、

有機ハイドライドについてはスケールアップするときの大きな課題は見えや

すいのではないかという質問をした。それに対してまずはスケールメリット

としては 0.6 乗則に従うということ、不連続な課題はないだろうという回答を

いただいた。コストについては既存のシステムをどの程度使えるかが大きく、

そこでだいぶ変わるというお答えであった。 

追加質問では PSA はコスト上昇につながるのではないか、という質問につ

いて、熱の活用なども期待できるというお答えだった。脱水素の熱利用につい

ては熱調達について熱収支について大きなテーマだと思っている、というこ

とで将来的には SOFC の排熱が 550℃程度でマッチするので、熱収支を良い

方向に持っていくのは大きなテーマかと考えているというお話だったと思う。 

 

小野委員：  脱水素の話のところは既設のもので SOFC を利用できればコストに直結す

るところなので引き続き検討していっていただきたい。倉本先生お願いしま

す。 

 

倉本委員：  私はトルエンについて質問させていただいた。サプライヤによって使えるト

ルエンとそうでないものがあるというのは興味深い答えだったし、触媒反応

なので繰り返し使い続けていくところで劣化の影響がでるだろうと想像して

そのところをお尋ねした。触媒反応は合成反応や分解反応だったりするので
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選択率というのは当然出てくるので、ある文献では複雑な化合物が同時に生

成されるというのがあったので、どの程度まで許容範囲なのかは大規模・長期

間使うプロセスでは重要ではないか。繰り返し連続的に反応がおこるので、蓄

積されていって大変なことが起こるのではないかと思い、その辺り実用化が

近づいてくると問題になるのではないかと想像する。 

もう一つは水素の使い方について、トルエンにしても液化水素にしても、あ

る所から急にどんと多目に入ってくることになるので、そこからデリバリー

して使うのか、そこで大量消費するのか、時空間的にいろいろな組み合わせも

あると思うが、それを FC で使う時に一番問題になるのが微量であってもアロ

マの問題かと思う。コンタミにアロマが入ってくるとかなり厳しいかと思う。 

 

小野委員：  ありがとうございます、触媒の耐久性については非常に重要かと思う。触媒

の耐久性については AHEAD では研究されているのか。 

 

AHEAD 

遠藤氏：   現在の設計では 2 年連続運転で 95%まで落ちたら触媒を入れ替えるが、経

済的には 3~4 年で取り替えればコストも軽減される。不純物をできるだけ出

さない触媒改良というのも非常に重要で蒸留等の負荷も軽減される。触媒反

応はキー技術のため継続的に研究開発を進めていく。 

 

小野委員：  ありがとうございます、佐々木委員お願いします。 

 

佐々木委員： 二点申し上げたい。一点目は先ほど芳香族化合物で被毒するという話だった

が、確かにその通りだが、直接 SOFC に入る前に問題が起こりそうな気がす

るので、そこは改善を図って頂ければ。 

二点目はポテンシャルの検討会に参加して、先週、報告書が出ましたが、そ

の中で、非連続的なイノベーションは何ができるのか、というところで、水素

価格十分の一、というのが本当に可能なのかというところを議論していたが、

我々30 円を目指して将来 10 円といつも言っているが、純度によってかなり

水素の価格が変わるのではないか、ということをポテンシャル検討会で議論

していたところである。FCV 向けなら付加価値込みで高く売れるのではと思

われるし、水素発電では 20 円でもちょっと難しいというのがあるし、IEA の

話が出たが、ケミカルプラントだと 20 円を割らないと、という話もある、製

鉄業界の人からは 10 円を割らないとだめだ、というのを聞いたこともあるの

で 30 円、20 円という議論だけではなくて、純度も含めて今回のプロジェクト

の水素がうまく入るところも出てくるのではないか。そういうところの議論
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も進めていただければと思う。 

 

小野委員：  あるプロセスに最適な水素が手に入れられれば、という話かと思う。ありが

とうございました。たくさんのコメントを HySTRA、AHEAD のプレゼンに

対して先生方からいただいた。かなり技術的な話も多く、あるいはこのような

考え方もあるのではないかという意見もあったと思う。冒頭に申し上げたが、

この 2 事業は来年度までの NEDO の実証事業であり、今行われている事業の

中での課題抽出は必ず行われる必要があるものであり、さらに期待の大きさ

からその先の話もプレゼンの中でも触れられており、技術開発についても

METI・NEDO と一緒に出来るところがあればやっていきたいと思う。その辺

りを今日の意見とプレゼンの中から課題を抽出して、今後やらなくはいけな

いことを評価ウィークの最終日に発表させていただきたいと思う。今日のプ

レゼンについては、初めての評価ウィークでかつ初日ということで、たくさん

至らない点があったと思うが誠実に対応いただきありがとうございました。

先生方も事業に対するたくさんのご意見をありがとございました。商用化に

向けてたくさんのステップがあると思うが、そこに向けた課題を抽出しなが

ら、ひとつひとつ解釈して具現化してコストを下げつつ、2030 年 30 円、その

先の 20 円を目指して頑張っていきたいと思うので、引き続き宜しくお願いい

たします。 

 

以上 


