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第４回ＷＧでの事業者プレゼン概要 
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 水電解装置価格の低減のため、セル電圧を抑えながら電流密度を向上させる研究開発を行っている。
電極・隔膜の改良、電解層構造の改良などがポイントとなる。 

 温度が上がると電解効率が良くなるという水電解装置の特性を踏まえ、設備利用率向上のため、定
格以上の受電（オーバーロード）を前提としたシステム設計を行うことも考えられる。 

 水電解装置の入力電力に対し高い追従性を持っており、変動の大きい再生可能エネルギーの出力変
動を吸収するアプリケーションとして応用が可能と考えられる。 

■関連事業者によるプレゼン概要＜水電解装置＞ 

 水電解装置と燃料電池を組み合わせたエネルギー貯蔵システムについては、大規模な貯蔵領域にな
ると蓄電池よりもコスト優位性を持つと考えられる。 

 水素システムで長期間のエネルギー貯蔵を行う場合は、水素貯蔵に係るコストがシステムコストの大部
分を占める形となる。欧州では既存インフラを活用することで貯蔵コストを抑えている。 

 水素吸蔵合金は常温・常圧かつコンパクトに水素貯蔵が可能であり、高圧ガス保安法の規制を受け
ないという特徴がある。今後は水素純度の向上、低コスト化、水素残量の正確な計測方法等について
開発を行っていく。 

■関連事業者によるプレゼン概要＜エネルギー貯蔵＞ 



第４回ＷＧでの委員からの主なご意見 
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 P2Gシステムを活用できるシーンはどこなのか。CO2フリー水素を使えばコストメリットが出る、というのは
どういったケースなのかという議論が出発点であると認識している。 

 技術革新によりどこまでコストダウンできるかによってCO2フリー水素の広がり方が変わってくると考えて
いる。P2Gシステムが経済的に優位性を持つ領域をもう少し掘り下げて検討する必要があるのではな
いか。 

■P2Gシステムの活用シーン 

 P2GはkWとkWhを柔軟に組み合わせることができる一方、蓄電池についてはその組み合わせが限定
的である。大規模・長期間のエネルギー貯蔵領域ではkWhの大きさが求められるため、蓄電池に比し
てP2Gがコスト優位性を持つポテンシャルを持つのではないか。 

 水素の貯蔵方式については需要と供給を含めてシミュレーションする必要があるが、用途と規模によっ
て最適な貯蔵方式は変わってくると考えている。 

 水電解装置の電解効率が注目されがちだが、エネルギー貯蔵システムとして他のアプリケーションとの
比較という観点からは、例えば、蓄電池は効率は高いものの温度管理を行う必要があるなど、エネル
ギーシステムとして総合的に検討を行うことも必要である。 

■エネルギー貯蔵技術の比較 
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エネルギーキャリアの比較 

体積水素密度 
(kg-H2/m3) 

長所 短所 技術段階 

液化水素 • 約70kg/m3 
• 気体水素比で1/800の
容積 

（-253℃に冷却時） 

 工業用の水素輸送方法としてすでに普及。 
 MCHや圧縮水素に比べ体積密度質量が
高く、高効率な輸送が可能。 

 高純度のため精製不要。 
 

 冷却の際に一定のエネルギーが必要。 
（-253℃まで冷却） 
 輸送・貯蔵時のボイルオフが課題。 

商用段階 

ＭＣＨ • 約47kg/m3 
• 気体水素比で1/500の
容積 

（常温時） 

 常温常圧で安定的に貯蔵可能。 
 既存の輸送・貯蔵インフラが利用可能。 

 トルエン等除去のため精製が必要。 
 脱水素の際に一定のエネルギーが必要。 
（400℃程度まで加熱） 

実証段階 

圧縮水素
(20Mpa) 

• 約14kg/m3 
• 常温常圧の気体水素比
で1/200の容積 

 精製不要。 
 外販用の水素輸送方法として普及済み。 

 圧縮に一定のエネルギーが必要。 
 高圧ガス保安法等の法規への対応が必要。 

商用段階 

パイプライン 
(水素導管） 

・中圧管及び低圧管  エネルギーロスが少ない 
 精製不要。 
 工場敷地内などにおいてはすでに多数整
備の実績あり。 

 水素の製造方法次第では、安定的な供
給が可能。 

 工業敷地内を除くと実績に乏しい。 
 設置・整備に係るコストの負担が大きくなる。 
 遠隔地への輸送が難しい。 
 付臭を行う場合は、脱臭工程が発生する可能性
あり。 

実証段階 

 液化水素、MCH、圧縮水素、水素パイプラインの特徴を下記のとおり整理した。 

 水素パイプラインについては水素輸送の方法としてエネルギーロスが少ない*と考えられる
一方、工場敷地内を除くと整備実績に乏しい。現状や課題等について整理する必要が
あるのではないか。 

[出所]:各種公開情報より資源エネルギー庁作成 

* 圧縮水素が0.86であるのに対し、水素パイプラインは0.91 
  (JARI「エネルギー効率とGHG排出の分析」より試算) 
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【国内】水素パイプライン敷設実績 

 工場敷地内融通を除き、日本国内での水素パイプライン敷設実績として３事業が存在。 

水素タウンモデル事業 地域連携・低炭素技術実証事業 水素タウンプロジェクト 

敷設イメージ 

実証場所 山口県周南市江口地内 ・周南市地方卸売市場 
・道の駅「ソレーネ周南」 

福岡県北九州市 
八幡東区東田地区 

導入期間 2007年4月～2010年3月 2015年4月～2020年3月 2009年7月～2011年3月 

建設事業者 山口合同ガス 岩谷瓦斯 西部ガス 

パイプライン総延長 300m（埋設部分のみ） ・200m（周南市地方卸売市場） 
・150m（道の駅「ソレーネ周南」） 

1.2km 

敷設コスト － － － 

安全対策 圧力配管用炭素鋼管、溶接接合、二
重管（埋設部分）、常時監視、漏えい
検知センサー 

SUS403管、溶接接合、定期点検 炭素鋼鋼管、常時監視、電気防食、
振動検知、付臭 

※工場敷地内におけるパイプライン敷設については、神奈川県の鶴見曹達をはじめ、多くの事例が存在する 

[出所]:各種公開情報よりNRI作成 
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【国内】山口県周南市における水素導管敷設計画 

 環境省実証事業にて山口県周南市では、公共施設での純水素燃料電池の運用環境整備を計
画している。 

 本事業では、液化水素ステーションと地方卸売市場の間に水素パイプラインを敷設し、地方卸売
市場内の純水素燃料電池に供給することで、CO2削減効果と経済性を実証することとしている。 

企業 役割 

トクヤマ 全体総括、未利用副生水素
の回収、水素の直接供給 

東ソー 未利用副生水素の回収 

山口県 全体総括の補佐、他地域展
開戦略の実行 

周南市 FCV・FCバス、FCフォークリフ
ト等の実証 

下関市 

 事業概要 

 地方自治体と連携し、地域の特
性を活かした、水素の製造から
輸送、貯蔵、供給、利用にいた
る各段階において低炭素化され
たサプライチェーンの構築・実証 

 水素導管の敷設計画 

 敷設距離は約200m 

 パイプラインから漏れ出す気化ガ
スを回収する装置を新設し、
CO2削減効果とコスト削減効果
を検証 

 純水素燃料電池向けに供給し、
給湯等に活用 

 現時点での取組状況 

 2016年より施工開始 

 

 委託事業名 

 地域連携・低炭素技術実証
事業（環境省委託事業） 

 実施予定年度 

 平成27年度～平成31年度 

 コンソーシアムメンバーと役割 

[出所]:山口県ホームページ等よりNRI作成 
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【国外】水素パイプライン敷設実績 

 アメリカでは全長100kmにおよぶ水素パイプラインが複数整備されており、総延長で約2,500km、
特にメキシコ湾周辺のテキサス州およびルイジアナ州を中心にパイプラインネットワークが整備されて
いる。 

 ヨーロッパでは、フランスやドイツにおいて全長200km超の長距離パイプライン網が整備され、隣国
と接続された結果、パイプラインネットワークの総延長は約2,800kmにも及ぶ。 

 これらのパイプラインは、主に工業用に使われる水素の輸送に使用されている。 

米国における水素パイプラインネットワーク 欧州における水素パイプラインネットワーク（一部） 

[出所]:平成26年水素ネットワーク構築導管保安技術調査（経済産業省） [出所]:Air Liquide社 
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（参考）諸外国で操業中の主な水素パイプライン 

運営者 場所 素材 操業年数 口径（mm） 距離（km） 
圧力

（MPa） 

AGEC 
アルバータ 
（カナダ） 

Gr.290(API 5L 
X42) 

1987年～ 273～ 3.7 3.8 

Air Products 
ヒューストン 
（アメリカ） 

－ 1969年～ 114～324 100 0.3～5.5 

Air Products 
ルイジアナ 
（アメリカ） 

ASTM 106 － 102～305 48.3 3.4 

Air Products 
テキサス 

（アメリカ） 
天然ガスライン用鋼 23年以上 114 8 5.5 

Air Products 
テキサス 

（アメリカ） 
鋼 20年以上 219 19 1.4 

Air Liquide ドイツ 鋼(SAE 1016) 1938年～ 168～273 240 ～2.5 

Air Liquide フランス 炭素鋼 1966年～ 各種 290 6.5～10 

Guif Petroleum 
Canada 

モントリオール 
（カナダ） 

炭素鋼 － 168 16 － 

ICI,Billingham イギリス 炭素鋼 － － 15 30 

NASA-KSC 
フロリダ 

（アメリカ） 
316SS 28年以上 50 1.6～2 42 

Phillips 
Petroleum 

テキサス 
（アメリカ） 

ASTM A524 1986年～ 203 20.9 12 

[出所]: Pipline Design & Construction: A Practical Approach（2003年）を参考に水素の辞典（2014年）掲載 
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（参考）水素パイプライン整備に係るコスト分析 

 水素パイプライン敷設コストは、高圧（コンプレッサー要）であれば$700/m弱、低圧であれば
$40/m程度になるとの分析結果が存在する。 

 高圧パイプライン 

 日本原子力研究所 
「水素供給コストに関する評価」 
（2005年） 

• $621.4/m （$1,000,000/mile） 

（前提条件） 

パイプライン内径：25mm、水素圧力：20MPa 

コンプレッサー容量：水素流量とパイプライン長に依存 

 Air Liquide 
「DOE Hydrogen Pipline Working Group Meeting」 
（2005年） 

• $694.0/m （$694,000/km） 

 

 低圧パイプライン 

 国土技術政策総合研究所 
「低炭素・水素エネルギー活用社会に向けた都市システム技術の開発」 
（2014年） 

• 4,383円～4,405円/m 
（前提条件） 

材料コスト：2,073（ステンレスフレキシブル管）～2,095（白ガス管）円/m 

施工コスト：2,310（鋼管溶接接合※）円/m ※山口県周南市水素タウンモデル実証より、安全性を考慮し溶接接合が求められると仮定した 
[出所]:よくわかる水素技術（初歩と実用シリーズ）および各種公開情報よりNRI作成 

水素パイプライン建設費試算例 
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【国内】水素への付臭に係る検討 

 パイプラインによるガスの供給に関しては、主に都市ガスを想定した「ガス事業法」が整備されている。 

 ガス事業法では、ガスの供給のために施設するガス工作物に対して「ガス工作物の技術上の基準
を定める省令」が定められており、付臭による漏洩検知が義務付けられている。ただし、一定の要
件を満たした場合には、特定の事業者に対して、付臭措置が免除される。 

 ガス事業としてパイプラインを運用し、付臭した水素ガスをそのまま利用した場合、燃料電池セルス
タックへの悪影響等が懸念されている。 

規制対象（一部抜粋、要約） 水素ガス供給に関する適用 

ガス事業法 下記事業で対象とするガス 
• 一般ガス事業 
• 簡易ガス事業 
• ガス導管事業 
• 大口ガス事業 
• 準用事業 

• 「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」を
遵守する必要がある。（具体的な技術的内容
は「ガス工作物技術基準の解釈例」において例
示。） 

（参考） 
高圧ガス保安法 

高圧ガス（圧力が1MPa以上の圧縮ガス、液化ガ
スの場合は現に0.2MPa以上となっているか、
0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下のもの）の
製造、貯蔵、販売等の取扱いを規制。（ガスの種
類を問わない） 

• 付臭に関する規程は存在しない。 

ガス供給に関する法規制概要 

[出所]:各種公開情報よりNRI作成 ※NRIは、上記法令の施行状況及び解釈について保証しない 
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（参考）ガス付臭に関する法規制 

 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十二条（付臭措置） 

 ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給されるガス（ガスを供給する事業を営む者に供給される
ものにあっては、低圧により供給されるものに限る。）は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭され
ていなければならない。ただし、準用事業者がその事業の用に供するもの、中圧以上のガス圧力により行う大口
供給の用に供するもの、適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されているもの（低圧により行う大
口供給の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む他の者に供給するものに限る。）及びガスの空気中
の混合容積比率が千分の一である場合に臭気の有無が感知できるものにあっては、この限りでない。 

 

 ガス工作物技術基準の解釈例 第77条（臭気の確認）  

 省令第22条に規定する『容易に臭気によるガスの感知ができる』及び『臭気の有無の感知ができる』とは、次の
各号のいずれかに掲げる方法及び頻度等で測定し、ガスの空気中の混合容積比率が容量で1000分の１で
においが確認できることをいう。 

• パネル法においては、次に掲げるいずれかの試料気体の調製法により希釈ガスを作成し、あらかじめ選定された正常なきゅう覚を有する臭気の
判定者（パネル）４名以上によりにおいの有無を判定し、感知できた希釈倍数から各パネルの感知希釈倍数を求め、ガスの臭気濃度を求
めること。ただし、各パネルの感知希釈倍数の相加平均値を求め、その相加平均値の10分の１以下又は10倍以上のデータがある場合には、
そのデータは採用しない。 

• 付臭剤濃度測定法においては、次に掲げるいずれかの方法で測定したガス中の付臭剤濃度（ｍｇ/ｍ３を単位とする。）から、換算式
（直線回帰式）を用いてガスの臭気濃度を求めること。換算式は、基準臭気濃度と付臭剤濃度とを同時に測定したデータ（以下「測定
データ」という。）を用い、次の表の左欄に掲げるいずれかの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法にて算出すること。この方法におけ
る臭気濃度の管理値は、2000倍（ガスの空気中の混合容積比率が2000分の１でにおいが確認できること）以上とすること。 
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【国内】水素ステーションにおける規制見直し 

 水素ステーションは、漏洩検知手段として付臭剤の利用が義務化されていたが、2002年よりその
普及に向けて漏れ検知装置等による代替手段の検討がNEDOおよびJPECのもと開始された。 

 付臭剤に代わる検知手段として、水素漏洩検知器の技術開発動向調査と現行機器の性能検
証を行った。その結果､1,000ppm程度の低濃度の漏洩でも十分検知可能であることが判明した。 

 これらを踏まえ、水素ガスへの付臭剤の利用義務は廃止され、低濃度（1,000ppm程度）で
反応可能な漏洩検知器と警報器、自動運転停止装置の設置義務へと見直しが行われた。 

水素ステーション規制緩和に向けた検討フロー 

[出所]: JPEC「水素インフラに関する安全技術開発の概要」 

高圧ガス保安規則（一部抜粋） 

（圧縮水素スタンドに係る技術上の基準） 
第七条の三 製造設備が圧縮水素スタンド（当該圧縮水素スタ
ンド内の圧縮水素の常用の圧力が八十二メガパスカル以下のも
のに限り、液化水素を使用する場合にあつては、当該圧縮水素
スタンド内の液化水素の常用の圧力が一メガパスカル未満のも
のに限る。以下同じ。）である製造施設における法第八条第一
号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる
ものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているも
のについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に
供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の
基準によることができる。 

七 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞
留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、か
つ、警報するための設備を設けること。 

[出所]: 一般高圧ガス保安規則 
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【国外】米国における水素パイプラインに関する法規制 

 米国では、パイプライン安全法に基づき、運輸省が連邦規制（Code of Federal Regulation 
Part 192）を策定している。 

 同規制は主に天然ガスパイプラインに関する規程（材料・設計・建設・保守および運転）を定
めており、現状、水素パイプラインも同様の規則で規制されている。 

 しかしながら、実際の運用においては、パイプライン事業者はこれらの規則等を満足するとともに、自
社独自で安全規則・技術基準を定めており、それに則って運用を行っている。 

[出所]:日本ガス協会「平成26年度 水素ネットワーク構築導管保安技術調査（総合調査）  報告書」 

• 水素パイプラインに関する安全規制はCFR Part192（天然

ガスとその他ガス）の中で規定されており、水素パイプラン限定
の規制はない。将来的には、CFRの中で水素パイプライン供
給専用の規定を取り込む可能性はある。（出所：米国運輸
省） 

• 州規則として、1971年に作成し運用し、連邦政府の法律を
元に作成したものをベースに自身で規則を付加したものを用い
て、規制を行っている。連邦政府及び州が規制しているのは、

基本的な事項のみになり、水素と天然ガスの規制において差
はない。より具体的な規制については、事業者ごとに独自に作
成されており、事業者ごとにガスの種類の違いに準じた規制を
持っている場合がある。（出所：テキサス州鉄道委員会） 

• 漏えい検査の方法は、地表面の目視検査、始点と終点の流
量バランスで確認している。（出所：Air Product） 

米国におけるパイプライン事業の枠組み 米国での水素パイプラインに関する有識者見解 
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【国外】アジア産業ガス協会による水素パイプライン関するガイドライン 

 日本・オーストラリア・ニュージーランドおよび南太平洋諸島以外の主要な産業ガスサプラ
イヤーによって設立されたアジア産業ガス協会（AIGA）は水素パイプラインに係るガイド
ラインを策定。 

 同会によって定められた基準書では、水素パイプラインの設置に際して付臭を求める記
載は存在せず、漏洩検知器の設置（１%濃度の水素漏洩検知で警報、2%濃度の
水素漏洩検知で機器自動停止）を求めている。 

 3.2.6 Instrumentation 
Hydrogen gas detectors may be installed to sound an 
alarm or activate shutdown if gas leakage is detected. 
Sensors should be installed at locations most likely to 
have an accumulation of hydrogen in the event of a 
leak. Sensors should be installed at or above the height 
of the hydrogen system. The detectors should be set to 
alarm at 1% hydrogen concentration (25% of the lower 
flammable limit) and to shut down the system at 2% 
hydrogen concentration (50% of the lower flammable 
limit). Fire detectors also should be considered in the 
event a hydrogen leak is ignited. 

AIGAにおけるユーザーサイトでの水素漏洩対策手段 

[出所]: AIGA「 STANDARD FOR HYDROGEN PIPING SYSTEMS AT USER LOCATIONS 」 
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まとめ・今後の検討 

 水素輸送手段としてのパイプラインの活用可能性 
 海外では大規模・長距離のパイプラインによる水素輸送が行われており、その総延長は数千km。
ガス供給事業は実証を除き確認されていない。 

 国内でもコンビナート等において工業用に水素パイプラインが用いられているが、ガス供給事業とし
て敷設した実績はなく、実証段階。 

⇒ Power-to-gas等によって製造した水素を近傍で利用する場合には、圧縮水素ではなくパ
イプラインによる輸送・配送が有力な手段となりうる可能性。 

 

 パイプラインによる水素輸送に係る制度的課題 
 米国では、パイプライン安全法が制定されている一方、水素パイプライン独自の規制は整備され
ていないことから、事業者が自社の運用基準を制定する等して運用している。なお、工業用の水
素パイプラインでは、漏えい対策として付臭を行っている事例は確認されなかった。 

 国内では、ガス事業法上の規制により原則として燃料ガスに付臭する必要があるが、水素を燃料
電池発電に利用する場合には、セルスタックへの影響が懸念されることから、発電の直前で脱臭
を行う必要がある。 

⇒ 高圧ガス保安法では、水素ステーションにおける漏洩対策として付臭ではなく検知器の設置
を義務づけていることや、諸外国の事例においては付臭による漏洩対策は見られなかったこと
等を考慮し、保安の確保を前提に、水素パイプラインの敷設・運用について検討していく必要
があるのではないか。 



  時期 議題 内容 
プレゼン候補者 
（敬称略） 

第1回 5/13 
①WG趣旨説明、検討の目的・射程 
②P2Gを巡る現状 

• WG開催趣旨、目的、アウトプット、スケジュール 
• 海外動向、NEDOプロ概要説明 

① METI 
② NEDO 

第2回 6/22 

①再生可能エネルギー接続状況と系
統負荷対策等について 

②P2Gの経済性・導入可能性等につ
いて 

• 再エネ接続による系統逼迫状況、蓄電池等の系
統負荷対策、水素利用に対する期待と課題 

• 余剰電力の考え方、再エネからの水素製造の経
済性、P2Gの適地・導入可能性 

① 九州電力、東北電力 
② 日本エネルギー経済

研究所、エネルギー総
合工学研究所 

第3回 8/9 

⓪グリーン電力証書の現状 
①未利用電力を活用した水素製造泳
ぎ発電予測技術 

②蓄エネルギー技術の最適運用 

• 国内外のグリーン電力証書取引について 
• 発電予測技術について 
• 再エネの短周期成分の分離、活用方策について 

⓪METI 
①②NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ、ﾕｰ
ﾗｽｴﾅｼﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、富
士電機 

第4回 9/29 
①P2G技術の現状と見通しⅠ 
②他の競合技術との比較分析 

• 水電解技術、水素貯蔵技術、純水素燃料電池
について 

• 蓄電池等の蓄エネルギー技術との比較 
①②JSW、旭化成、東レ 

第5回 10/25 

①P2G技術の現状と見通しⅡ 
②CO2フリー水素の定義について 
③CO2フリー水素のアプリケーション
（地産地消・都市における利用に
ついて） 

• 工場のCO2フリー化等CO2フリー水素の利活
用方策について 

• 再エネ由来水素、副生水素等のLCA 
• 既存のエネルギーインフラを踏まえたCO2フリー
水素の地方における地産地消、都市への輸送
の考え方等を整理 

① 東芝 
② トヨタ自動車 
③ ＪＸエネルギー、岩谷

産業、東芝 

第6回 11/24 
①国内外のCCSについて 
②海外のCO2フリー水素について 

• 国内、国外のCCSを取り巻く状況について 
• EOR技術、海外からの水素輸送について 

① METI（環境U） 
② 川崎重工業、千代田

化工建設 

第7回 12/22 
①海外のP2G事例（出張報告） 
②取組方針の整理、報告書骨子案 

• 秋の出張報告 
• 骨子案の審議 

① METI、NEDO 
② METI 

第8回 1月下旬 ①報告書案の審議 • 報告書案の審議 ① METI 15 

CO2フリー水素WG 検討スケジュール（案） ※今後の議論の状況に応じて適宜変更があり得る。 


