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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 

水素発電・Power to Gas（P2G）分野 全体討議議事要旨 

 

日時： 2019年 6月 18日(火) 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））、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：  水素発電のモデレータを務めさせて頂く。午前中にはオランダのマグナム発

電所における水素発電プロジェクトということで、Vattenfall 社からの講演に

もあった通り、CO2削減のために 2050 年に向けて最終的に 500 万 t/年の水素

消費量（水素需要）を目指し、2030 年には発電所で石炭を利用しなくなると

いう話もあった。Vattenfall 社としては、2025 年までには Blue Hydrogen を

活用した 100%水素専焼の商用運用を進める、その時のマルチクラスターのテ

クノロジーについては魅力的であるという話があった。また MHPS 社からは

混焼、専焼技術に関する具体的な数値目標や安定的な運用に資する研究開発

状況についての発表があった。混焼については 30vol％、安定的には 20％程

度の混焼で発電できるということであった。専焼のほうも開発を進めていて、

マグナム発電所への導入計画への対応も含めて市場投入に向けた開発を進め

ていくということであった。川崎重工様からの水素ガスタービンでは、混焼か

ら専焼までの検討とドライ水素の低 NOx 技術開発についてもあった。水素の

需要については Vattenfall 社から、それについての技術開発については各事

業者からあったが、このあたりのコストについて先生方から率直なご意見を

お聞きしたい。 

 

倉本委員：  テクニカルな点ではないが 1 点。オランダは CO2 排出に対して敏感な国で

あり、国土の 30%が海抜ゼロ以下で温暖化による影響も大きく、国民全体で

CO2への問題意識が高い。たとえば、大学では新しく入った人の自転車を買う

ための補助金がある。なるべく CO2 を出さないということを強く意識してい

る国であることを、1999-2000 年にオランダ・デルフトに滞在した際に感じ

た。今回の講演で驚いたのは、大きなエネルギー事業者である Vattenfall 様

が具体的な CO2 削減にコミットし、水素発電のデモンストレーションに言及

されていたことである。そこに日本には無い何か強いモチベーションがある

ことを感じた。質問した背景としては、再生可能エネルギーから出る水素が常
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に一定量来るとは考えにくいため、バックアップとして天然ガスからの改質

反応が入っていると考えた。その改質反応は、再エネ由来の水素が来ているう

ちは動かなくても良いが、足りなくなってくるとバックアップのために天然

ガスの改質反応で水素を供給しなければならない。そのような大きな非定常

性をともなう天然ガス改質反応によるかなり大量の水素を供給する操作では、

負荷がかかるのではないか、と考えて質問した。改質水素の活用は、エネファ

ームのような小規模であれば成立すると思うが、大規模で成立するのかは気

になるところであった。 

 

小野委員：  他にないか。 

 

矢加部委員： 2 つ重要なテーマがあると考えており、大規模な水素需要を喚起して、水素

の値段を下げるには海外の CO2 フリー水素を輸送してくることは両輪で進め

ていく必要があるというのが 1 点。それから水素需要と国内における安定的

な再エネ普及との関係、の 2 点が重要であると考えている。今日の午前中の

水素発電の話はその中でも一番大きな水素需要を作っていけるテーマのひと

つであり、日本に大規模な水素を持ってきたときには専焼が必要であって、か

つ大規模発電を実現することが必要である。一方で大規模発電は時間がかか

るので、その途中をおさえて、川崎重工のコジェネシステムから本日発表のあ

った全ての事業の例を活用していく必要があると考える。また、昨日の大規模

水素サプライチェーンとの関連性も詰めていく必要があるだろう。 

 

塩路委員：  ガスタービンの水素利用というのは、比較的技術水準が高く、研究開発が進

んでいる印象を受けた。これから実用化に向けて進められるのではないか。 

 

小野委員：  燃焼器の技術開発は進んできているという点については同意。 

 

佐々木委員： 個人的には、燃料電池の研究をしていると水素を燃やすのはもったいないと

いう印象をもっている。燃やすより燃やさないほうが効率は良いのだが、需要

量を考えると燃やすことも必要である、という中で水素タービンの技術開発

が進んでいることは良いことであると考える。今回、ユーティリティの方がオ

ランダから来ていただいて、水素発電の導入に言及いただいたのは非常にあ

りがたい。良い社会実装の例となっていただければと思う。倉本先生の話に近

いが、私はドイツと日本とを比べることがあるが、ドイツでは週末に外へ散歩

に行くことが多いが、日本では環境に日々触れる機会が無いと感じる。ドイツ

と日本で異なるのは、環境に対する意識の違いではないか。若い人でも自然に
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触れる機会が多いドイツでは、コストが高くても導入するメリットを感じら

れるようだが、日本ではあまりこのような意識は若い世代にもなく、ここを変

えるのは難しいかと思う。環境価値も$50/t-CO2 程度であることも考えると、

すぐにコスト競争力は出にくいので、環境意識の高い欧州から打って出るこ

とが重要ではないか、と考える。日本の中で事業を考えようとするならば、ま

ずヨーロッパに打って出て戦っていただきたい。 

 

塩路委員：  本日の発表のなかで興味深かったのは、シミュレーションの技術であった。

水素燃焼器の課題は NOx と逆火であるという認識であったが、開発にシミュ

レーションを活用されていて、NOx 排出量と発電の安定性を確保した条件で

の許容範囲の検討や、特に逆火までシミュレーションで捉えることができる

のは非常に有用なのではないかと感じた。 

 

小野委員：  コストの観点から欧州に打って出るコメントを頂いたが、継続した技術開発

は必要だということがわかった。水素の純度が低くても燃焼では使える点で

もコストメリットがありそうという点も MHPS からの発表にあった。この点

も注目しておきたいと思う。 

 

倉本委員：  小規模であっても、これを中心に熱と電力を供給するとなると、街の開発の

初期段階でそれを組み込んだ計画運転が必要になってくる。都市計画を含め

て考えなければならないが、それをどのくらいのスケールに落とし込むか、と

いうのが問題となる。また、日本には成熟した街がたくさんある中で、今後ど

う変わっていくのか、そして海外に展開することが可能なのかを含めて興味

がある。このあたりは、都市計画などに知見をもっておられるメンバーの大林

組が担っていくと考えており、期待している。 

 

川崎重工業（株） 

足利氏：   大林組と都市計画を含めた検討を進めている。今後も継続して議論していき

たい。開発項目のひとつである熱融通技術は、新たな都市計画の中での敷設だ

けではなくて、既存設備のリプレースとしての活用も可能である。当然、従来

あるコジェネのリプレースではなくて、双方向での融通が必要となった場合

にも対応可能である。そういったところは技術として、大林組と開発していき

たい。 

 

小野委員：  引き続き P2G についての話題に移る。 

 



4 

 

大平委員：  本日の発表では進行中のものだけでなく既に終了したプロジェクトも含ま

れていましたが、様々な示唆があった。生成した水素の利活用先や更なる大型

化など、山梨では高効率な電解システムを使った事業を進めるなかで課題が

出てきた状況と認識している。福島の浪江町の Power to Gas に関しては、現

状世界最大級の水電解装置であるが、ビジネスを考えるとこの 10 倍以上の規

模が必要となる中で、電力需給調整、水素の供給の 2 つをあわせて新しい課

題がないかというところの検証と技術開発を行っている。Power to Gas は単

一の技術で構成されている訳ではなく、これが決定版というものがないなか

で、今後も実証などを通じて更に課題出しをしていく必要があるだろう。今後

どういったところに技術的な体力を置きながらやっていくかというところを

考えている。キーとなる水電解に関しては、効率、コストは非常に大きな課題

と認識している。一方、実際 Power to Gas をまわしてみると、電解だけでは

なく、補機類のところでも電力を食っているというのがある。また、電力だけ

ではない価値を追求していきたいと考えており、どう一般的な目標に落とし

こんでいくのかというあたりにご示唆を頂ければと考えている。 

 

塩路委員：  ローカル水素の利活用の取組みは、脱炭素化を進める上で非常に重要である

と考えている。本日の P2G は、再エネの大量普及を考えると大きなミッショ

ンであり、今後も継続した取組みが必要だろう。ただ、地域の特性や規模毎に

システムの制約条件や目的関数が異なることが想定される。規模に応じた発

電の方法、どう運用していくか、貯蔵は長期なのか、短期なのか、それらと適

合するものはなにかなど、制約条件や目的関数は多様である。組合せだけでな

く運用方法も考えると、膨大なケースになってしまい、一般化するのは難しい

と考える。これは NEDO の役割ではないか。想定する条件毎にケースを整理

する必要があるだろう。また、今回の発表で言及の少なかったコスト管理につ

いては、CAPEX、OPEX のそれぞれについて整理していくことが大事なので

はないかと思う。 

 

矢加部委員： 途中もコメント致しましたが、一番重要なのは設備の稼働率を上げることで

あると考える。稼働率を上げるために様々な研究がされているところである。

調整力市場など制度的な問題もあるが、再エネ設備と一対一対応で P2G シス

テムを考える必要がある。しかもそれを分散、またはまとめて有効利用できる

というようなシステムを作っていかざるを得ない。一方で、一対一で最適なケ

ースで言えば、山梨のように水素を使う側の話しも含めて取り組んでいくの

が一番だと思う。今回の発表では、今から検証していくというのもあると思う

が、なかなか具体的なコストの数字に関する言及がなかった。江澤課長からも
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あったLNG 等価で 13.3円/Nm3に相当する数字を生の数字を恐れることなく

積極的に出していってほしい。生の数字を出すのは難しいかもしれないが、そ

の上でどれくらい技術や制度が必要なのかを含めて議論していきたい。 

 

倉本委員：  Power to gas の話を聞いていて、系統と再エネ電力の連携は簡単ではない、

という印象を持った。系統に入れて、化石燃料からの電力を補完するという意

味での逆潮は当然今までやってきたが、それによる系統の不安定性というよ

うな問題もあったと思う。では、それを切り離すとしたらどの程度切り離すの

かというところも、なかなか最適解があるところではない。スケール、タイミ

ング、場所によって違ってくるので、そこをどう整理するのか、ひとつひとつ

の事例を重ねていくことが必要と考える。コストは大変かもしれないが、その

地域でできることの最適解をまずは追求していきながら全体を作り出してい

くことが必要だと思う。そういった意味では自治体の取組みが重要であり、地

域毎の検討を進めることが重要ではないか、と感じた。また、電解に再エネ電

力の定常成分を使うのか、変動成分を使うのかも事業ごとに変わっており、こ

れらはケース毎に異なるものと想定されるが、ここは整理することが可能な

のではないかと感じた。それを支えるオプション、デバイスという意味では本

日紹介があった PEM 電解装置の高性能化、および大規模化である。小、中規

模での実績を積むことで、これらは整理されていくものと考える。10 年ほど

前とは違い、水素のデリバリーに関しては乗り越えてきている実感がある。立

て付けの部分のうやむやをもう少し整理できれば良いと思う。これらに対す

る答えは持ち合わせていないし、すぐに答えがでない問題であるが、整理した

らそれを海外に展開、または山梨県に無い環境に対してどう持っていくかと

いうところも重要であると考える。 

 

佐々木委員： 私からは 2 つある。機器開発は CAPEX を、効率改善は OPEX をそれぞれ

改善するので、NEDO として技術開発を継続して頂きたい。気になるのは事

業毎にオーダーメードとなっている点。それはそれで良いと思うが、例えば中

国では、30 kW スタックという技術目標を共通化させて競争させている。標

準化されたものができてくると、それを使ってうちはこれが作れるという企

業が 60 社 70 社出て来て社会実装が進むというシナリオもある。共通化した

目標を置いて参画プレーヤの競争を促すような仕組みがあると良い。こうし

た共通化目標を置くことで、社会実装が進みやすくなる側面もあると思う。各

事業で表に出てこないような細かいコストが絡んでおり、各社様の思惑も絡

んでいることと想定されるが、このあたりを NEDO がうまく吸い上げて本質

的な技術課題を明確に抽出し、それに対して企業・大学が参画するような流れ
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になれば良いと思う。この金曜日に出ると思うが、FCCJ から明確な目標を出

してもらえれば、我々は頑張る側として、この目標だったら自分の研究、技術

でこれが出来るという流れが出ると思う。例えば、一律でコスト目標を設定し

て、競争型、切磋琢磨型の研究開発事業を行うことも手段のひとつと考える。

そういったことも含めて、技術開発を進めていただきたい。本日の話を聞く中

でも本質的な課題が出てきたと思うので、それについても取り組んでいただ

きたい。 

 

大平委員：  まだ Power to Gas 現段階では実績を積む段階であると考えているので、

様々な事例を試してほしかった。様々な地域でカスタマイズされた事業を実

施しているが、システムが多様化すると共通化が進まないのは事実である。そ

のバランスを取るためには、どこかで比較をかけていかなければならないと

思っている。そういった比較にあたっては、Power to Gas において、日本は

モデリングやシステムの解析などが弱いのではないかと思っている。日本で

はどちらかというと、まずは作って試すというのが主流ということもあり、モ

デリングなどによる解析の共通化は欧州では進んでいるものの、日本では進

められていない。これらを、どういったタイミングでやっていけば良いのかと

いうのもひとつの課題である。ただ、ご指摘のようにケースが増え過ぎるとコ

スト低減につながらないというのも事実なのでうまくやっていきたい。そう

いった意味では、欧州のように共通の指標を設定するなど、目指すべき方向性

を決めることが重要と考えるが、ご意見を頂きたい。 

 

塩路委員：  モジュール化や標準化はひとつの有効かつ重要な手段であると考えるが、ま

だ少し先の段階ではないかと思える。そのタイミングをどうはかっていくの

か、海外の様子を注視しつつ考えていくべきではないか。 

 

倉本委員：  NEDO の事業であったバイオマスで似たような話題があった。たとえば、

メタン発酵からバイオマス発電を補助金で行っていたが、結局、補助金事業が

なくなると設備も継続稼働しなくなり、設備だけが残り、まったく使われなく

なった事例もある。世の中の情勢としては低炭素化や再生エネルギーなどに

Power to Gas は背中を押されている状況なので、そこに関しては継続性が重

要であると考える。制度の問題とモノづくりをうまく絡めながら進めていく

ことが重要ではないか。 

 

佐々木委員： 全体的な話になるが、国内では環境価値が$50/t-CO2くらいとのことなので、

環境価値の高い国から普及していくことも重要な視点というのが 1 つ。もう 1
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つは、国内では環境価値プラスαの価値をいかにつけていくかという点に尽

きる。成功事例を積み上げていく段階であるとの認識だが、環境価値プラスα

の価値をどこまでやるかというのを水素社会構築の中で作っていく必要があ

る。補助金頼みではない成功事例の積み上げが特に重要ではないか。 

 

矢加部委員： 成功事例を示すことは非常に重要と考える。誰でもできる、という点を示す

ことが必要なので、たとえば東芝さんのシステムなど出せるところは出して

いって、細かい競争をしなければならないところは競争して普及促進につな

げてほしい。 

 

以上 


