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Ⅰ．水素・燃料電池戦略ロードマップでの検討内容 

 

水素をガスタービン又はボイラーで燃焼させることで発電を行う水素発電は、発電

段階において二酸化炭素を排出しない発電方式であり、水素製造時に発生する二酸化

炭素をＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留技術）によって回収して地中に貯留したり、再

生可能エネルギー由来の水素を活用したりすることにより、二酸化炭素の排出量を低

減することができることから、経済性を考慮する必要はあるものの、クリーンな発電

方式として、我が国の電源構成に新たな選択肢を提供できる可能性を有している。 

 

このため、２０１４年４月に策定された「第４次エネルギー基本計画」において、「水

素の利用技術の実用化については、定置用燃料電池や燃料電池自動車にとどまらず、

水素発電にまで拡がっていくことが期待される」とされ、水素発電を含む「水素の利

用技術について、技術開発を含めて戦略的な取組を今から着実に進めていく」ことと

された。そして、これを受ける形で同年６月に策定された「水素・燃料電池戦略ロー

ドマップ」（以下単に「ロードマップ」という。）では、水素発電について、水素発電

及びこれに必要な水素供給に関する要素技術が一定程度確立されていることや、ＬＮ

Ｇ導入に係る要素技術の確立から実際の導入までに概ね１５年程度の準備期間を要し

たこと等を踏まえ、２０２０年頃に自家発電用水素発電（※比較的小規模なものを想

定）、２０３０年頃に発電事業用水素発電（※比較的大規模なものを想定）及び海外か

らの未利用エネルギー由来の水素供給チェーン、のそれぞれ本格導入を開始すること

が目標に掲げられている。 

 

しかしながら、発電事業用水素発電の導入に当たっては、水素の供給サイドだけで

なく、発電事業者等の需要サイドも巻き込んで一体的に取り組むことが必要であるも

のの、需要サイドの検討が相対的に遅れている状況であったことから、水素発電の導

入に関する技術面、制度面、経済面の具体的な課題について、国内の主要な発電設備

メーカー、発電事業者、水素供給事業者等が参加して検討を行い、２０１４年度中に

具体的な課題及び必要な取組について結論を得ることとされた。 

 

 

本報告書は、これを受けて、国内の発電設備メーカー、発電事業者、水素供給事業

者等から成る「水素発電に関する検討会」が発電事業用水素発電の導入に関する検討

を行った結果を取りまとめるものである。 

 

なお、ロードマップでは、「燃料電池は、発電効率には優れるものの、規模拡大に伴

うコストの低減が現時点では容易ではない」とされていることも踏まえ、本報告書で

は、水素をガスタービン又はボイラーで燃焼させることで発電を行うものに焦点を当

てた。 
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図表 水素・燃料電池ロードマップ概要（～水素発電＋未利用エネルギー由来水素の活用～） 

 

［出典］水素・燃料電池戦略ロードマップ 
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Ⅱ．水素発電の意義 

 

水素発電の意義については、ロードマップにおいて、燃料となる水素の製造方法次

第では二酸化炭素の排出量が低減すること、我が国が十分に活用できていないエネル

ギー源の活用が可能となってエネルギー供給源の多様化に資すること等が掲げられて

いる。しかしながら、水素の供給と需要サイドの双方が積極的に取組を検討するため

には、水素発電の意義に関するより具体的な検討が必要であることから、いわゆる「３

Ｅ＋Ｓ」の「Ｓ」、つまり、安全性（safety）が確保されることを前提とした上で、残

りの「３Ｅ（環境性、経済性、エネルギーセキュリティ）」の観点から水素発電の意義

について深掘りを行う。 

 

水素発電の環境性については、発電段階では二酸化炭素を排出せず、水素製造時に

発生する二酸化炭素をＣＣＳによって回収して地中に貯留したり、再生可能エネルギ

ー由来の水素を活用したりするなど、水素の製造方法によっては二酸化炭素を排出し

ない二酸化炭素フリーな電源となり得る。このため、長期にわたる野心的な二酸化炭

素削減目標の達成が目指される場合には、再生可能エネルギーや原子力発電に加え、

クリーンな火力発電として、高効率火力発電や現在実証中のＣＣＳを組み合わせた火

力発電と並び、水素発電が重要になると考えられる。また、環境制約の高まりによっ

て、火力発電の二酸化炭素排出量の低減が過度に求められ、又は国内におけるＣＣＳ

の導入可能量に制約が生じた場合（※現在、国内の貯留適地や実施コストは調査検討

段階）には、クリーンな火力発電の中で、海外における水素製造時にＣＣＳを行うな

どすることができる水素発電の重要性が増すと考えられる。なお、太陽光や風力発電

といった出力が不安定な再生可能エネルギーが大量に導入される場合でも、調整電源

として火力発電が一定程度必要になると考えられるところ、当該調整電源としての火

力発電についても二酸化炭素の削減を目指すとすると、クリーンな火力発電の一つと

して水素発電が重要となるため、再生可能エネルギーや水素発電等の二酸化炭素フリ

ー電源は必ずしも相互に排他的ではなく、複数の発電方式の組み合わせもあり得る。 

 

一方、経済性については、ロードマップにおいて、２０２０年代後半に水素のプラ

ント引渡し価格を３０円／Ｎｍ３、つまり天然ガス火力発電の燃料を水素に機械的に

置き換えた場合の発電コストで１７円／ｋＷｈとすることを目標に掲げている。これ

は石油火力よりは安価であるものの、石炭やＬＮＧとの比較では経済性に劣っている。

今後、石油火力は徐々に減少することが見込まれている中にあっては、まずは３０円

／Ｎｍ３を目標とするにしても、更なるコスト低減を目指していくことが必要である。 
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図表 水素導入時の発電コスト試算 

 

［出典］コスト等検証委員会報告書を元に資源エネルギー庁作成 

 

また、エネルギーセキュリティについては、ロードマップにおいても言及されてい

るとおり、日本にとって未利用エネルギーである副生水素、原油随伴ガス、褐炭等か

ら水素を製造することで、エネルギーセキュリティの向上に資する潜在的な可能性は

ある。しかしながら、未利用エネルギーの賦存量のうち水素発電で実際に活用可能な

量については、海外からの水素輸送や内陸での水素輸送に要する日数やコスト、資源

国との関係での調達の柔軟性等を踏まえて精査することが必要である。 

 

以上を踏まえると、水素発電は、経済性の課題に加え、現状においては十分な量の

水素を安定供給するための検討が不足しているなどエネルギーセキュリティについて

も課題は残るものの、将来の二酸化炭素削減のためのオプションの一つとして一定の

意義があると考えられる。 

 

現在、２０３０年のエネルギーミックスについて、各エネルギー源の位置づけを踏

まえ、原子力発電所の再稼働、再生可能エネルギーの導入、地球温暖化問題に関する

国際的な議論の状況等を見極めて、速やかにこれを示すべく検討が行われているとこ

ろである。ロードマップでは、２０３０年頃に発電事業用水素発電の本格導入を開始

することを目標としており、水素発電が２０３０年時点でのエネルギーミックスに与

える影響は限られたものとなる見通しであるが、更に将来を見据えては、水素発電は

大幅な二酸化炭素削減を達成する上で極めて重要なオプションである。このため、特

に経済性やエネルギーセキュリティの課題を克服すべく、今から着実に水素発電の導

入に向けた技術開発や実証に取り組んでいくことが重要である。 
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Ⅲ．水素発電 

 
（１）水素発電の現状 

 
ア 我が国の状況 

 
（ア）自家発電における水素利用 

我が国では、発電事業用水素発電の実績はないが、製油所や製鉄所等においては、

水素を含む副生ガスを燃料として、ボイラー発電やガスタービン発電を行う事例が複

数存在している。 
 
これらの事例においては、燃料ガス中に一定の水素が含まれているものの、水素濃

度が低いものが多い。また、水素を燃焼する時に生じる窒素酸化物を低減するために、

燃焼中に局所的に生じる火炎温度が高い箇所に水や蒸気等の希釈剤を噴出することで

温度を下げる拡散燃焼方式が採用されている。 

 
図表 水素を含む副生ガスの発電利用の一例 

 発電方式 発電端出力 
発電端効率 

（ＬＨＶ） 
燃料種 水素濃度 

鹿島共同火力 

３・４号発電設備 
汽力 

７０万ｋＷ 

（３５万×２機）
約４０％ 

重油、高炉ガス、

コークス炉ガス 
５％ 

君津共同火力 

４号発電設備 
汽力 ３５万ｋＷ 約４０％ 

重油、高炉ガス、

コークス炉ガス 
５％ 

鹿島共同火力 

５号発電設備 

ＧＴＣＣ 

（拡散燃焼） 
３０万ｋＷ 約５０％ 

高炉ガス、コーク

ス炉ガス 
１０％ 

［出典］ 環境アセスメント審議書、各共同火力、ＪＸ日鉱日石エネルギー、三菱重工業ＨＰより資源エネルギー庁作成 

 

 

なお、天然ガス火力発電については、導入初期は汽力発電が中心であったが、１９

８０年代にガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたガスタービンコンバインドサ

イクル発電（以下「ＧＴＣＣ」という。）が導入されて以降は、汽力発電の熱効率を上

回るＧＴＣＣが主流となっている。さらに、ガスタービンでの燃焼については、当初

は希釈剤の使用により窒素酸化物の低減を図る拡散燃焼方式が採用されていたが、こ

の方式では、燃焼温度が低下により熱効率が低下し、また、希釈剤の噴射に要する補

機動力が必要となる。これらを克服するため、現在では天然ガスの燃焼制御技術の向

上にともない、予め燃料と酸化剤である空気とを混合することで、希釈剤を必要とせ

ずに熱効率を維持したまま窒素酸化物の低減が可能な予混合燃焼方式が主流となって

いる。 
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図表 拡散燃焼方式と予混合燃焼方式 

 

［出典］ 三菱日立パワーシステムズ  

 

 

（イ）石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ） 

石炭をガス化して利用することで従来の石炭火力発電より高い熱効率で発電しよう

とする石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）に関する取組が国内外で進められており、発

電の際に発生する二酸化炭素を分離・回収・貯留するＣＣＳと組み合わせることで二

酸化炭素の排出を大幅に低減することも検討されている。 

 

ＩＧＣＣにおける石炭ガス化ガスにはもともと水素が多く含まれるが、ＣＣＳによ

って燃焼前に二酸化炭素を回収することで更に水素濃度が高まる。このため、将来的

にＩＧＣＣとＣＣＳを組み合わせて活用することを想定し、水素濃度の高いガスを燃

焼可能なガスタービンの技術開発が進められている。 
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図表 二酸化炭素回収率毎のガス燃料組成のイメージ 

 
［出典］ 三菱日立パワーシステムズ資料を基に資源エネルギー庁作成 

 
 

 図表 ＩＧＣＣとＣＣＳの組み合わせ 

 
［出典］ 電源開発 

 
 
イ 諸外国の状況 

 
海外においてもＩＧＣＣとＣＣＳの組み合わせによる高効率で低炭素な石炭火力発

電に関する取組は進められており、その一環で水素燃焼のガスタービンの開発が進め

られている。ただし、ＩＧＣＣとは無関係の水素発電については、他の電源との比較
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で経済性に劣ると考えられており、水素発電自体を目的とした取組は行われていない

ことに留意が必要である。 

 

（ア）Ｅｎｅｌ社（イタリア） 
イタリアのＥｎｅｌ社では、将来的にＩＧＣＣとＣＣＳを組み合わせて行うことを

念頭に、２００９年に水素発電のデモプラント実証事業を開始。具体的には、周辺の

石油化学工場で発生する副生水素を燃料として水素発電で約１２ＭＷを発電し、その

際に発生した蒸気を石炭火力プラントに送って４ＭＷ発電する、合計１６ＭＷのＧＴ

ＣＣの実証事業であったが、現在は政府支援の終了に伴い運転が停止されている。 
 
２０１０年５月までの２，３００時間の連続運転では、窒素酸化物の排出量低減等

を目的に拡散燃焼方式による水素濃度８０％の発電実証を行い、また、短時間かつ低

負荷ではあるものの水素濃度１００％の専焼発電を行ったが、バーナや翼には目立っ

た損傷はなかったが、燃焼器内のサーマルバリアコーティングの損失が確認されてい

る。 
 
（イ）ＧＥ社（米国） 

米国では、今後、石炭火力発電所を新設する場合にはＣＣＳを行わなければ達成が

困難な水準の二酸化炭素排出基準が義務づけられるなど、厳しい環境規制が検討され

ている。このため、ＩＧＣＣとＣＣＳを組み合わせて行うことが将来的に有望視され

ている。 

 

この一環で、たとえばＧＥ社は、米国エネルギー省（ＤＯＥ）の Advanced Energy 

Systems /Hydrogen Turbine プログラムに参画し、水素ガスタービンの研究開発を行っ

ている。当該プロジェクトでは、２０２０年頃までに１，４５０℃級の水素タービン

の、２０３５年頃までに１，７００℃級の水素タービンの開発・実証を予定している。 

 

また、ＧＥ社は古くから予混合燃焼方式の燃焼器開発を行っており、実験室レベル

ではあるが、ＩＧＣＣにＣＣＳを組み合わせることを想定したガスタービンにおいて

水素濃度９０％まで対応可能な燃焼器を開発済みであり、天然ガスとの混焼試験にお

いては水素濃度３０％までの混焼が可能であることを実証済みである。加えて、拡散

燃焼方式では、韓国の石油化学プラントに納入されたＧＥ社のガスタービンが水素濃

度９５％で１７年間（１０万時間以上）もの運転を行っている。 

 
 

（２）水素発電の現状の技術水準 

 

ア 水素の特徴 

 

水素は天然ガスの主成分であるメタン等に比べて、体積当たりのカロリーが低い、
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燃焼速度が速い、可燃範囲が広く着火しやすい、断熱火炎温度が高いためＮＯｘが発

生しやすい、火炎不安定性が高いといった特徴があり、これらの水素の特徴に合わせ

た燃焼器構造の最適化が必要である。 

 

図表 水素とその他燃料の各種燃焼特性 

 

［出典］ 各種資料より資源エネルギー庁作成 
 

 

たとえば低カロリーであるという特徴に対しては、水素の燃焼によって天然ガスと

同等の発熱量を得るために天然ガスの約４倍の昇圧動力が必要となる。 

 

また、水素は燃焼速度が天然ガス等に比べて速いため、燃焼器に炎が遡る逆火が生

じて燃焼器が焼損するリスクがある。このため、水素濃度の高い複合ガスを燃料とす

る既存のガスタービンにおいては、逆火のリスクが比較的少ない拡散燃焼方式が採用

されているが、この方式では天然ガス火力発電で主流となっている予混合燃焼方式と

比べると窒素酸化物の発生を抑制するため希釈剤を入れなければならず、火炎温度が

下がり効率が低下してしまうという問題がある。 

 

 

イ 技術開発の状況 

 

既述のとおり、自家発電向けであれば、一定濃度の水素を含む副生ガスを有効利用

するため、これを燃料とする水素発電は行われているが、より高い濃度の水素を含む

副生ガスをより効率よく発電に利用したいとのニーズに対応するための技術開発が進

められている。 

 

たとえば、窒素酸化物の排出量を天然ガス発電並みの２５ｐｐｍ以下に抑えた上で

濃度６０％の水素まで利用可能な予混合燃焼方式の３万ｋＷ級のガスタービンについ

て、近い将来での市場投入が目指されている。これは、メインバーナ、パイロットバ

ーナ、追い焚きバーナと呼ばれる三種類の燃料供給ノズルを配し、追い焚きバーナか

ら水素を供給することで、安定した水素燃焼及び窒素酸化物の低減の両立が可能であ

る。また、これよりは熱効率が劣るものの、水素と天然ガスの割合を０％から１００％
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の範囲で自由に変更できる、水噴射による拡散燃焼方式の１，７００ｋＷ級のガスタ

ービン用燃焼器が開発済みであり、７，０００ｋＷ級のガスタービン用燃焼器の開発

も進められている。 

 

さらに、内閣府が主導する戦略イノベーション創造プログラムにおいても水素燃焼

技術に関する研究が行われており、その一環として、窒素酸化物の発生を抑制しつつ、

水素濃度１００％までの、専焼が可能な予混合燃焼方式の燃焼器についても開発が進

められている。 

 

また、ＩＧＣＣとＣＣＳの組合せを念頭に置いた開発ではあるが、高い水素濃度の

複合ガスを燃料として高効率に発電を行う「マルチクラスタ燃焼器」という新方式で

ある分散混合燃焼方式の燃焼器が開発されている。これは、空気孔において燃料と空

気の急速混合を行う技術と、この空気孔を多孔配置とすることで燃料のフローパター

ンを調整して火炎の形状と形成位置を調整する技術とを組み合わせたバーナを更に複

数構成としたもので、窒素酸化物排出量低減と逆火防止の両立を実現することが可能

である。これまでにバーナ構造の最適化、燃焼器の開発に加え、一部についてはプラ

ント試験による性能確認まで実施しており、石炭ガス化の試験設備（ＥＡＧＬＥ）で

のプラント試験においては、約２０％となる水素濃度下での最大負荷運転を行い、窒

素酸化物排出量については８．５ｐｐｍと１０ｐｐｍ以下となる水準を達成した。 

 

 

ウ 技術面、運用面での課題 

 

水素発電技術に関する主な課題は、水素専焼を含む高濃度水素の燃焼に対応した、

低ＮＯｘと高効率を両立させる、予混合燃焼方式等の希釈剤を用いない高効率な燃焼

方式を採用した燃焼器及びガスタービンの開発や、これらの長期使用に対する信頼性、

負荷変動や燃料組成変動への対応等の検証である。また、実際のプラント運用等に基

づくオペレーションに係る知見を蓄積させ、洗い出された課題を克服していく必要が

ある。 

 

このため、ガスタービン及び燃焼器に関する技術開発を推進するとともに、小規模

な水素発電を実際に行う等により、実際のプラント運用に際してのオペレーションを

確立していくことが必要である。その際、必要に応じて、技術開発予算も活用しつつ、

将来の事業用の水素発電の実現に向けた取組を進めていくべきである。 
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Ⅳ．水素発電の導入に向けた水素供給 

 
水素発電の導入には、安価で安定的な水素供給チェーンを確立することが必須の条

件となる。 
 
国内で流通し、活用されている水素は、化学プラントにおける苛性ソーダ製造等に

伴う副生水素や、製油所等における石油・天然ガス等からの改質によって目的生産さ

れるものが大半を占める。これらの水素は、プラントや設備の稼働状況により供給量

が左右され、追加的な供給余力としても限界があることから、水素発電という新たな

大量の水素需要に対応するには、他の水素調達手段を確立する必要がある。 
 
また、国内において流通している水素は主に工業用途として圧縮水素の形態で取り

扱われているが、この形態は体積当たりのエネルギー密度が低く、水素の長距離輸送

や大量貯蔵を目指す場合にあってはエネルギー密度の向上が必要である。 
 
こうした状況を踏まえ、水素発電等の将来の水素の大量需要に対応するため、副生

水素、原油随伴ガス、褐炭等の海外の未利用エネルギーから水素を製造し、有機ハイ

ドライドや液化水素等の新たなエネルギーキャリアを活用することで、安価で安定的

に国内へ水素を輸送する水素供給チェーンを構築すべく、要素技術の研究開発が進め

られている。 
 
 
（１）新たな水素供給チェーンの現状と課題 

 

大量の水素を長距離輸送し、貯蔵するための新たな方法としては、有機ハイドライ

ド方式と液化水素方式という、水素を体積当たりのエネルギー密度が高い水素キャリ

アへと変換する２つの方式が検討されている。 
 
これらの方式毎に、まずは水素供給チェーンの現在の技術的な水準を明らかにする。

具体的には、「水素の製造」、「水素キャリアへの変換」、「水素キャリアの輸送」、「水素

キャリアの貯蔵」、「水素の取出し」、「水素発電所への水素輸送」という段階に分けて、

その各段階について技術的な課題を整理する。その上で、これらの方式で水素発電向

けに水素を供給することの運用面等に関する課題を整理する。 
 
 
ア 未利用エネルギーからの水素製造 

 

水素発電の燃料となる水素の安価で安定的な水素源としては、海外における副生水

素、原油随伴ガス、褐炭、再生可能エネルギー等の我が国にとっての未利用エネルギ

ーが有望視されている。 
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ただし、これらの未利用エネルギーは現在は需要がないため取引価格が抑制されて

いるが、ＣＣＳや他の技術課題が解決されて資源価値が認識されていくにつれて取引

価格は上昇すると考えられる。このため、水素キャリアへの変換以降にかかるコスト

と同様に、水素の製造にかかるコストについても、低減に向けた検討が必要である。

また、現時点においてはＣＣＳの環境価値を経済価値に変換するルールが未整備であ

り、コストの検討しかできない状況であるが、ＥＯＲは限定的ながらも二酸化炭素の

売買取引例が存在することから、経済価値についての検討も可能であると考えられる。 
 

 

（ア）副生水素 

   副生水素は、製油所、製鉄所、化学プラント等、様々なプラントの工程において副

次的に発生しており、水素を含むガス組成はそれぞれである。このため、副生水素を

水素源とする場合には、不純物を除去し、また水素の純度を高める必要がある。 
 
   国内においても相当量の副生水素が発生しているが、例えばエチレンプラントでは

ナフサ分解プロセスにおける加熱炉の熱源として副生水素の大半が利用されているな

ど、自家消費されたり近傍の工場等へ融通されたりするなど既に何らかの利用がされ

ていることが多い。一方、海外においては地理的な条件などにより、必ずしも上記の

ように有効活用がなされていない副生水素が存在していると考えられる。 
 
   副生水素は、水素の購入や精製コストは生じるが、既に存在する水素を調達するこ

とで初期投資を抑えられる。一方、プラントごとに調達可能な副生水素には限りがあ

る。このため、副生水素は、水素供給の初期段階における水素源として有望であると

考えられる。 
    
（イ）原油随伴ガス 

   原油随伴ガスは、主にメタンを主成分とした炭化水素で組成され、これから水素を

製造する場合には水蒸気改質反応が利用されることが想定されている。水蒸気改質は、

脱硫処理などにより不純物を除いた原料と水蒸気をニッケル系触媒で充填した改質炉

に送入して８００℃前後で反応させ、水素のほかに得られる二酸化炭素を除去すると

いう工程が一般的である。 
 
   原油随伴ガスは、油田に再圧入されているものも一定量あるものの、未活用のまま

処理されているものも相当量存在する。一方、二次エネルギーとして新たに水素を製

造しなければならず、現地での大規模な水素製造設備を設けるための費用と期間を必

要とする。また、二酸化炭素フリーの水素を製造するためにはＣＣＳを行う必要があ

るが、海外のＣＣＳを行いやすい優良な帯水層を活用できる可能性もある。このため、

原油随伴ガスは、中長期的な将来における水素の大量供給に向けた水素源として開発

を進める必要がある。 
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（ウ）褐炭 

   褐炭からの水素製造は、粉砕、乾燥させ微粉にした褐炭をガス化炉に投入し、酸素

と反応させて一酸化炭素と水素を製造した後、シフト反応器で一酸化炭素と水蒸気を

触媒反応させて水素と二酸化炭素に転換、最終的に二酸化炭素や不純物を除去するこ

とで行われる。しかし、瀝青炭などを用いたガス化については多数の商用事例がある

一方、褐炭を用いたガス化の事例は乏しく、褐炭の中でも比較的高品位のものが利用

されている。 
 

また、褐炭は安価であるが、水分が多くエネルギー効率が低い、乾燥すると自然発

火しやすいなど、長距離輸送や貯蔵に適さないという特徴を有している。このため、

採掘地付近でのガス化及び水素製造が効率的である。 
 
褐炭は可採埋蔵量が豊富な資源であり、現地以外で活用されている量も限られてい

る。一方、原油随伴ガスと同様に二次エネルギーとして新たに水素を製造しなければ

ならず、現地での大規模な水素製造設備を設けるための費用と期間を必要とする。ま

た、二酸化炭素フリーの水素を製造するためにはＣＣＳを行う必要があるが、海外の

ＣＣＳを行いやすい優良な帯水層を活用できる可能性もある。このため、褐炭は、中

長期的な将来における水素の大量供給に向けた水素源として開発を進める必要がある。 
 

（エ）再生可能エネルギー 

   再生可能エネルギーからの水素製造については、風力発電、太陽光発電、水力発電

など、まずそれぞれの方法によって発電し、その電力によって水を電気分解するのが

一般的である。製造方法としては、アルカリ水電解法と固体高分子膜電解法が広く知

られるが、固体高分子膜電解法は高純度の水素を製造可能であるものの水素製造に大

きなコストがかかり、現段階の技術水準においては比較的小規模の場合に適している

と考えられることから、大量の水素を製造する場合、古くから実用化されているアル

カリ水電解法によることが想定される。 
 

再生可能エネルギーは、本質的に短長期的な出力変動を伴うとともに、国内外問わ

ず供給地が偏在しているという特徴を持っており、こうした偏在性を吸収する手段と

して、水素によりエネルギーを貯蔵し、需要地へ輸送するという方法が有効であると

考えられている。また、利用段階だけでなく製造段階においても二酸化炭素フリーな

水素とできるメリットがある。 
 
しかしながら、高効率な再生可能エネルギーからの水素製造については基礎的な研

究開発段階であり、再生可能エネルギー発電の導入拡大も含め、安価で安定的な水素

の大量供給を行うためには長期的視野のもとで取組を進めていく必要がある。 
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イ 水素供給チェーン①（有機ハイドライド） 

 
（ア）チェーン概要 

有機ハイドライド方式は、トルエン等と反応させることでメチルシクロヘキサン等

の有機化合物に水素を固定し、水素キャリアとして輸送・貯蔵する方式であり、気体

状態の水素の約５００分の１の体積にすることが可能であるほか、常温・常圧での取

扱いが可能である。 
 
また、有機ハイドライド方式においては、触媒反応を通じて水素を貯蔵したり（水

素化）、取り出したり（脱水素化）することができることから、これを供給チェーンに

活用した水素発電所においては、水素供給事業者が脱水素化を行って水素を発電事業

者に供給するパターンや、発電事業者がメチルシクロヘキサンを受け入れて自ら脱水

素化するパターンなど、複数の水素供給のパターンが考えられる。 
 

図表 有機ハイドライドチェーンの概略図 

 
［出典］千代田化工建設 

 
 
（イ）チェーン工程の内容、課題等 

トルエンからメチルシクロヘキサンへの水素化反応においては、２５０℃以下の反

応温度が必要ではあるものの、既に実用化されている技術であり、新たな要素開発が

必要となるような課題はないと考えられる。しかしながら、将来の水素供給チェーン

に向けてはこれまでにない規模の水素化設備が求められるため、スケールアップによ

る水素化反応率等の影響についての確認が必要である。 
 
メチルシクロヘキサンやトルエンの輸送については、既に海上輸送を含む取引の実

績があり、ケミカルタンカー等の既存インフラを活用可能である。また、貯蔵につい

ても大量貯蔵の実績があることから、輸送同様に石油タンク等の既存インフラを活用

可能である。 
 

メチルシクロヘキサンからの脱水素化については、従来よりも耐久性のある触媒が
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開発され、小規模ながらもデモプラントでの実証運転が行われており、３５０℃～４

００℃の反応温度により一度の脱水素化反応につき９５％超の反応率が得られている。

将来の供給チェーンに向けた課題としては、脱水素化時の反応温度が高く、既存の排

熱利用ができず脱水素化に必要な熱を生み出すためだけにエネルギーを投入する必要

があることが挙げられる。このため、脱水素化時の反応温度については、排熱等の未

利用熱利用が可能となる水準を目指して低減させていく必要がある。加えて、脱水素

化の反応率向上、設備のスケールアップ等の技術開発課題が考えられる。 
 
また、脱水素化工程直後の水素は濃度９９．９％以上の常圧に近い気体として取り

出されるが、例えば水素ガスタービンでは数ＭＰａ程度の圧力が求められるなど、水

素の利用方法によって昇圧等の対応が必要となる。 
 

図表 有機ハイドライドチェーンの各工程 

 
［出典］資源エネルギー庁作成 
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（ウ）チェーン全体、運用面での課題等 

脱水素化工程で水素と分離されるトルエンは、水素化プロセスでの再利用を想定し

ており、メチルシクロヘキサンとともに供給チェーンの中で循環することとなる。こ

ういった循環チェーンの運用は例が見られないことから、チェーン全体の実運用によ

る課題の洗い出しが必要となる。 
 
揚荷基地からガスタービン等の発電設備に至るまで、脱水素及び昇圧をチェーン工

程のどこで行うかについては、基地と発電所の立地関係や、供給事業者から発電事業

者へ、どのタイミングで水素又はメチルシクロヘキサン等を引き渡すか、化学プラン

ト等の他用途にも供給するか等の諸条件により変動し得ると考えられる。このほか、

天然ガス等との水素混焼発電を実施する場合、純水素のまま引き渡すか、天然ガスと

予め混ぜた状態で引き渡すかといったケースも想定されるなど、様々な供給パターン

に応じたチェーンの運用に関する検討が必要である。 
 
また、脱水素化は化学反応によるものであり、水素ガスタービン設備への水素供給

等、水素利用側の負荷変動速度に追従できないケースが想定される。このため、水素

供給の不足分を見越したサイズのガスホルダーを設置するなど、負荷追従に対応でき

るシステム構築への検討が必要である。 
 
（エ）経済性 

供給チェーンのコストとしては、２０２０年代後半において、水素調達時のＣＣＳ

費用も含むプラント引渡しコストとして３０円／Ｎｍ３程度を目標としており、２０

３０年以降についても、供給チェーンの規模拡大や低廉な水素源の開発、触媒等の技

術開発等、更なるコスト削減の余地を見込んでいる。なお、水素源の開発に当たって

は、現地での水素化反応に用いるトルエンに輸入関税が課されるかどうかも重要な要

素の一つとして留意が必要である。 
 
 
ウ 水素供給チェーン②（液化水素） 

 
（ア）チェーン概要 

液化水素方式は、水素ガスを－２５３℃に冷却することで液体状態にして輸送・貯

蔵する方式であり、気体状態の水素の約８００分の１の体積にすることが可能である

ほか、液化時に水素純度が高められるため高純度で利用可能である。 
 
また、液化水素方式を活用した水素発電所においては、ＬＮＧを利用する発電所の

ケースと供給チェーンを含めた基本の設備構成が類似すると考えられる。さらに褐炭

のガス化によって水素を製造するケースにおいては、ＩＧＣＣプラントの全体構成と

も類似する。 
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図表 褐炭を活用した液化水素チェーンの概略図 

 
［出典］川崎重工業 

 
 
（イ）チェーン工程の内容、課題等 

水素の液化については、ＬＮＧの冷熱の有効活用や設備の大規模化等によって効率

化されつつあるものの、更なる液化設備の大規模化、液化効率の向上などが今後の課

題である。 
 

液化水素の輸送については、既に陸上の液化水素輸送はなされているものの、海上

輸送及び積み下ろし時に必要となる専用の運搬船やローディングシステムは存在せず、

これらの開発が必要である。その際、ＬＮＧ輸送で確立された技術を活用しつつ、よ

り低温な液化水素の輸送を効率的に行うための断熱性向上や、運航、荷役等のオペレ

ーション及び海上輸送に係る国際基準の確立などが今後の課題である。なお、海上輸

送における船の安全基準については、国際海事機関による国際基準化を図るべく、国

土交通省と関係国政府の間で協議が行われている。 
 

液化水素の貯蔵については、国内最大のものとしてロケット燃料に用いるための５

４０ｍ３の貯蔵タンクが存在している。これを更に大規模化するとともに、極低温の

維持等によるボイルオフレート低減、大流量の液化水素移送ポンプの開発など、効率

化に向けた課題が存在する。 
 

液化水素を発電に利用する場合、水素ガスへの気化が必要である。気化の際に生じ

る冷熱によって液化酸素が発生しやすい環境となることから、液化酸素の発生抑制や

発生時の安全対策に関する検討は必要であるものの、ＬＮＧ気化器等の既存技術を活

用可能である。 
 
また、気化直後の水素濃度は９９．９９９５％以上とされ、利用側のニーズに応じ

て高圧（数ＭＰａ程度）での取出しも可能である。なお、将来的には液化水素昇圧ポ

ンプの開発による更なる効率化の余地がある。 
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図表 液化水素チェーンの各工程

 
［出典］資源エネルギー庁作成 

 
 
（ウ）チェーン全体、運用面での課題等 

液化水素供給チェーンの技術的な課題は、海上輸送など現存しない設備やシステム

の開発のほか、これまでにない規模の水素需要に対応するための液化、貯蔵、気化な

どに要する各種設備の大規模化と効率化であり、それぞれ研究開発が進められている

ところである。 
 
また、液化水素からの気化や昇圧をチェーン工程のどこで行うかについては、揚荷

基地と発電所の立地関係や、供給事業者から発電事業者へどのタイミングで液化水素

又は水素ガスを引き渡すか等の諸条件により変動し得ると考えられ、様々な供給パタ

ーンに応じたチェーンの運用に関する検討が必要である。 
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（エ）経済性 

水素供給チェーンのコストとしては、水素調達時のＣＣＳ費用も含む２０３０年時

点のＣＩＦコストで３０円／Ｎｍ３を目標としており、２０３０年以降についても、

機器構成が類似するＬＮＧ供給チェーンのコスト低減実績を参考に、機器や基地の大

型化や量産による習熟効果、稼働率向上等によるコスト削減余地を見込むことができ

る。 
 
しかしながら、ＬＮＧの導入時にはオイルショック後の需要増といった背景があり、

ＬＮＧ調達コストが導入時から４０％下がったという経緯があった一方、省エネの更

なる進展や人口減少等、今後は当時に比べて電力需要が伸び悩む可能性があり、ＬＮ

Ｇと同じような投資スピードでの開発が進まず、水素調達コストが高止まりするリス

クが存在する。 
 
 
（２）課題と今後の取組 

 

有機ハイドライドチェーンにおける主な技術的課題は、水素化反応においては設備

の大規模化、脱水素化反応においては設備の大規模化に加え、反応率の向上や反応温

度の低減等が挙げられる。また、トルエン及びメチルシクロヘキサンの循環運用に当

たっての最適化検討が運用上の課題として考えられる。 
 
液化水素チェーンにおける主な技術的課題は、水素液化における液化設備の大規模

化及び効率化、液化水素に対応した海上輸送及びローディング手段の開発、液化水素

貯蔵設備の大型化及びボイルオフレートの低減等が挙げられる。また、海上輸送での

荷役オペレーションや国際基準の確立についても運用上の課題と考えられる。 
 
上記のとおりまだ技術確立がなされていない要素技術について、これらの技術開発

等を進めるとともに、実際に実証規模のチェーンを構築する等、チェーン全体として

のオペレーションを確立していくことが重要と考えられる。その際、必要に応じて、

技術開発予算も活用しつつ、将来の大規模な水素供給チェーンの構築に向けた取組を

進めていくべきである。 
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図表 水素供給チェーンの全体像

 

［出典］資源エネルギー庁作成 
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Ⅴ．水素発電の導入に向けた水素の取扱い・規制等 

 

水素発電という新たな発電方式の導入に向けては、法規制を含めて水素の取扱いに

万全を期すことが重要である。水素発電所の設備構成は、従来の火力発電所と比較し

た場合、発電部分と燃料供給部分のそれぞれで以下のような特徴があることから、こ

れらを踏まえて必要な法規制等に関する検討を進めていくことが必要である。 

 

＜発電部分＞ 

・ガスタービン等の燃料として水素が使用される。 

 

＜燃料供給部分＞ 

・有機ハイドライド方式におけるメチルシクロヘキサンやトルエンの貯蔵設備、メチ

ルシクロヘキサンから水素を取り出す脱水素設備 

・液化水素方式における液化水素用の貯蔵設備、液化水素を気化する気化器 

 

図表 水素発電の設備構成の例 

 
［出典］資源エネルギー庁作成 

 

 

（１）火力発電に関する一般的な法規制 

 

一般的に火力発電所を設置、運用するに当たっては各種の法規制の適用を受けるこ

ととなるが、水素を燃料とする場合に特に検討が必要なものとしては、電気事業法、

高圧ガス保安法、消防法、石油コンビナート等災害防止法が挙げられる。このうち電

気事業法は火力発電所の設置、運用の面に全般的に適用されるが、具体的な発電方式

毎の技術基準は省令で定められており、発電用火力設備については「発電用火力設備

に関する技術基準を定める省令」において技術基準が規定されており、さらにこの技
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術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示したものとして「発電用火力設備の技

術基準の解釈」（平成２５年５月１７日付け、２０１３０５０７商局第２号）が規定さ

れている。 

 

図表 主要な関係法律の目的（概要） 

法律名 法律の目的 

電気事業法 

この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者

の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持

及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを

目的とする。 

高圧ガス保安法 

この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動

その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び

高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の

安全を確保することを目的とする。 

（高圧ガスに特化して関係、ただし電事法適用の電気工作物は対象外） 

消防法 

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から

保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷

病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資するこ

とを目的とする。 

（広く全般的に関係するが、特に石油等の危険物貯蔵の面で関係） 

石油コンビナート

等災害防止法 

この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災

害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法 、高圧ガス保安法 、災害対

策基本法その他災害の防止に関する法律と相まつて、石油コンビナート等特別防災区域

に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策の推進を図り、もつて石油コ

ンビナート等特別防災区域に係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを

目的とする。 

（特別防災区域（石油等の危険物や高圧ガスの貯蔵や取扱量が多い石油コンビナート等

であって政令で定める区域）において関係） 

 

 

なお、電気事業法においては具体的な燃料に応じた区分はなされていない。また、

一定程度の濃度での水素混焼の実績も複数あり、設計上の水素を含む燃料組成が発電

設備建造工事の際に届出されている。 

 

 

（２）水素、トルエン等に関する一般的な法規制 

 

水素発電の燃料供給では、一般的な火力発電所では使用されていない、水素（液化

水素を含む）、トルエン及びメチルシクロヘキサン（以下、「ＴＯＬ／ＭＣＨ」という。）
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が使用されることとなる。これらの物質は一般的な用途として既に広く流通しており、

消防法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法等の既存の法規制において各種の規制がな

されている。 

 

 

  ア 消防法関連 

ＴＯＬ／ＭＣＨは、消防法において第４類第１石油類（非水溶性）に該当する危険

物として位置づけられており、取扱数量や製造所、貯蔵所又は取扱所といった施設区

分に応じ、貯蔵設備の設置距離、警報設備の設置、予防規程の作成等、安全確保のた

めの様々な義務等が規定されている。 

 

図表 消防法の主な規制 

消防法の対象物質 物質としての取扱い 

ＴＯＬ／ＭＣＨ 危険物（第４類第１石油類（非水溶性）） 

根拠規定 対象設備 対象物 規定内容 

危政令 第 21 条 

危規則 第 37、38 条 

製造所 

一般取扱所 

屋外タンク貯蔵所

火災 

自動火災報知設備、消防機関への連絡電話、非常

用ベル装置、拡声装置、警鐘のいずれかの警報設

備の設置 

危規則 第 28 条の 32 

危告示 第 45、46 条 
移送取扱所 危険物 配管系への漏えい検知装置の設置 

危規則 第 28 条の 37 

危告示 第 52 条 
移送取扱所 可燃性蒸気 

移送基地内への非常ベル装置および拡声装置の

設置とポンプ室への可燃性蒸気警報装置の設置 

注）危政令：危険物の規制に関する政令 

  危規則：危険物の規制に関する規則 

  危告示：危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 

 

 

イ 高圧ガス保安法 

水素及びＴＯＬ／ＭＣＨは、高圧ガス保安法においてその状態（１ＭＰａＧ以上の

圧縮ガス又は０．２ＭＰａＧ以上の液化ガス）に応じて「高圧ガス」に定義されると

ともに、一般高圧ガス保安規則によって「可燃性ガス」に分類されており、これらの

満たすべき技術基準として、他の設備との離隔距離、関係する電気設備の防爆性能構

造等が規定されている。 
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図表 高圧ガス保安法の主な規制 

高圧ガス保安法の対象物質 物質としての取扱い 

水素 

ＴＯＬ／ＭＣＨ 
可燃性ガス 

根拠規定 対象設備 対象物 規定内容 

一般則 第 6条第 1項 31 号 

一般則基準 第 23 条 
定置式製造設備 

可燃性ガス

毒性ガス 

酸素 

その他 

当該製造施設から漏えいするガスが滞留するお

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 

コンビ則 第 5 条第 1 項 53

号 

コンビ則基準 第 36 条 

特定製造事業所

の製造施設 

当該製造施設から漏えいするガスが滞留するお

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 

コンビ則 第 10 条 29 号 

コンビ則基準 第 35、84 条 

コンビナート製

造事業所間の導

管 

当該ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状

況に応じ、必要な箇所に、ガス漏えい検知警報設

備又は漏えい検知口を設けること 

注）一般則：一般高圧ガス保安規則 

  コンビ則：コンビナート等保安規則 

  一般則基準：一般高圧ガス保安規則関連例示基準 

  コンビ則基準：コンビナート等保安規則関連例示基準 

 

 

ウ 労働安全衛生法 

水素及びＴＯＬ／ＭＣＨはいずれも労働安全衛生法の定める危険物に分類されて

おり、通気・換気対策のほか、電気機械器具に対する危険度に応じた防爆性能の確保

等が規定されている。 

 

図表 労働安全衛生法の主な規制 

労働安全衛生法の対象物質 物質としての取扱い 

水素 危険物（可燃性ガス） 

ＴＯＬ／ＭＣＨ 危険物（引火性の物） 

根拠規定 対象設備 対象物 規定内容 

労安則 第 275 条 
化学設備に係る

作業場 

引火性蒸気 

可燃性ガス 
作業箇所及び周辺のガス濃度測定 

労安則 第 322、382 条 
ずい道等の建設

作業場 
可燃性ガス 

定期的な濃度測定の上、爆発または火災の生じ

る恐れがあるときは、自動警報装置の設置 

注）労安則：労働安全衛生施行規則 
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（３）水素の取扱い・規制に関する課題と今後の取組 

 

電気事業法においては、具体的な燃料による区分はされていないものの、例えば発

電用火力設備に関する技術基準及び技術基準の解釈における「第７章 液化ガス設備」

は、ＬＮＧ等の既存火力発電用燃料を想定した規制内容となっている。 

 

このため、水素発電の実施に当たっては、水素発電を行うための水素関連設備の用

途や規模等を踏まえ、安全性等について必要十分な規制内容となっているか技術的な

検討を行った上で、必要に応じ水素発電を踏まえた規制内容への見直しを行うべきで

ある。 

 

その検討に当たっては、例えば勿来で行われたＩＧＣＣ実証（平成１３年度～）の

際、これに先立つ平成１２年に、既存のＩＧＣＣの小規模実証（１．２５万ｋＷ）の

データ等を参考に、高圧ガス保安法や技術基準解釈の規制状況に準じて「発電用火力

設備に関する技術基準を定める省令」の改正が行われ、新たに「第８章 ガス化炉設

備」が追加されるなどの法規制の整備が行われたことを踏まえ、既存の水素を活用し

ているプラント等における法規制も参考にしつつ、発電事業の特殊性も考慮すること

が有用と考えられる。 

 

図表  水素を活用しているプラント等の前例 

 

 

 

 

  

事業所等 事業所等の概要
水素の主な
取扱形態

主な適用法令 主な規制内容

液化水素工場
（(株)ハイドロエッジ）

・LNGから水素を製造、液化水素とし
 て出荷
・液化窒素、液化酸素等の産業ガス
 についても取扱

液化水素
高圧ガス保安法

（コンビ則等）

・各種設備、敷地境界等からの保安距離の確保
・使用材料等の制限
・耐圧性能、気密性能等に関する各種試験の実施

ロケット射場
（ＪＡＸＡ種子島宇宙センター）

・ロケット用燃料として、国内最大の
 液化水素タンク（540m3）を保有
・液化酸素等の他の高圧ガス、液化
 ガス供給設備も運用

液化水素
高圧ガス保安法

（一般則等）

・液化水素供給設備について、可燃性ガスや酸素
 設備との保安距離の確保
・使用材料等の制限

消防法
・屋外貯蔵タンク等について、高圧ガス設備など他
 施設との保安距離や保有空地の確保等

高圧ガス保安法
・デモプラントの設備について、危険物保有設備等
 や保安物件に対する保安距離の確保等

有機ハイドライド実証プラント
（千代田化工建設(株)）

・水素化・脱水素化反応の連続運転
 を行うデモプラント
・ＴOL/MCHの貯蔵タンクも小規模な
 がらそれぞれ保有

   ＴＯＬ　
   ／ＭＣＨ
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Ⅵ．水素発電の導入に向けた取組の方向性 

 
（１）基本的な考え方 

 
水素発電の導入には、ロードマップでも認識されていたとおり、水素の供給サイド

と需要サイドの一体的な取組が必要である。ここまで整理したとおり、現時点では、

水素の供給サイド、需要サイドの双方について、基礎的な技術はある程度確立されつ

つあるものの、未だ応用的技術面での課題が残されている。また、法規制を含め運用

面についても、将来的に想定されているような規模や水素濃度での運転は我が国では

経験がなく、課題が残されている。 
 
こうした課題の解決に向けた取組には他の発電方式の開発と同様に莫大な投資が必

要になると考えられるところ、開発にかかる投資を抑えつつ取組を合理的に進めるた

めには、将来的に水素発電が目指すべき形態を確定することが有効である。つまり、

水素発電には、発電方式の区分（ガスタービン発電（※以降、ＧＴＣＣを含む）、汽力

発電）、燃焼方式の区分（拡散燃焼方式、予混合燃焼方式等）、燃料種の数（水素濃度）

の区分（専焼、混焼）等に応じて様々な形態が考えられるところ、これらに応じて解

決すべき課題が様々に存在することから、今後の技術開発や実証等の道筋を確定する

ためには、水素発電の目指すべき形態を検討することが重要である。 
 
一方、水素発電の目指すべき形態を確定し、これに応じた技術開発や実証等の取組

を行ったとしても、これだけで水素発電が実現するわけではない。水素発電の実現に

は、既述のとおり「経済性」及び「エネルギーセキュリティ」に関する課題の解決も

必要なためである。 
 
この経済性及びエネルギーセキュリティに関する課題は、主として水素の供給に係

るものであり、これを解決するためには、水素の供給を複数の地域からまずは少なく

とも年間１０～２０万トン程度の規模で行う必要があるとの試算がある。こうした規

模まで水素の供給を拡大するための過渡期のあり方は、水素発電の目指すべき形態に

向けた技術開発や実証等の取組だけに必ずしも一致するものではない。 
 
また、水素発電に限らず、水素全般について言えることであるが、水素の安全性に

ついて不安感を持つ意見もあることから、水素の社会受容性を高める取組を進めるこ

とも重要である。 
 
したがって、水素発電の目指すべき形態に向けた技術開発や実証等の取組を進める

とともに、水素発電の経済性及びエネルギーセキュリティ等に関する課題を解決する

ための２０３０年頃までを見据えた過渡期の取組を同時に進めることが必要である。 
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（２）水素発電の目指すべき理想的な形態 

 

ア 将来的に目指すべき形態 

 

（ア）発電方式、燃焼方式 

ガスタービン発電と汽力発電を比較した場合、熱効率の高さ、プラント設置スペー

スの小ささ、負荷変動対応の柔軟さ等の観点からは、ガスタービン発電が優れている。

一方、対応可能な燃料種の柔軟さ等の観点からは、汽力発電が優れているものの、ガ

スタービンのうち拡散燃焼方式であれば、既に高濃度の水素にも一定程度対応できて

いる。したがって、将来的な発電方式としては、「ガスタービン発電」を目指すことが

適当と考えられる。 
 
その上で、燃焼方式については、拡散燃焼方式と予混合燃焼方式を比較した場合、

熱効率の観点からは、予混合燃焼方式が優れている。水素発電の最大の課題である経

済性の課題を解決するためには可能な限り熱効率を高めることが重要であることから、

逆火対策等の技術的ハードルがあったとしても、将来的な燃焼方式としては「予混合

燃焼方式」又は希釈剤を用いない新方式の燃焼方式を目指すことが適当と考えられる。 
 
（イ）燃料種の数（水素濃度） 

水素に加えて天然ガス等の他の燃料を使用する混焼発電では、複数の燃料種毎に輸

送や貯蔵に係るインフラが必要となり、二重の設備投資が必要となることから、イン

フラにかかるコストを低減するためには「水素専焼発電」を目指すことが適当と考え

られる。燃料関連インフラが水素に関するものだけの一系統である水素専焼の方が燃

料の制御が容易であるという利点もある。 
 
エネルギーセキュリティの観点からは、水素と他の燃料を使用する混焼発電は、常

に水素に加えて他の燃料を必要とするため、水素だけでなく、当該他の燃料の影響を

強く受けることとなってしまい、水素発電で将来的に期待されるエネルギーセキュリ

ティの向上が限定的となり、水素発電の意義が弱まってしまう。こうした点からも、

将来的には「水素専焼発電」を目指すことが適当と考えられる。 
 
ただし、将来においても、自家発電用途などプラント内又は周辺施設において副生

水素が余剰している場合には、水素の専焼発電にこだわる必要はなく、当該副生水素

をそのまま発電に使用することが合理的である。 
 
また、水素濃度が９０％を超えるあたりから、燃焼の安定性等の観点で技術的なハ

ードルが極めて高くなると考えられているところ、技術開発や実証等の取組を進める

中で将来的にもこの課題を解決するための対策に膨大なコストを要することが判明し

た場合等には、次善策として、海外から国内に水素を輸送した後に国内の水素供給チ

ェーンの供給元で水素を一定の濃度まで低下させるなど水素供給にかかるコストを最
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大限抑えた上で水素の混焼発電を行う可能性は否定しない。ただし、この場合には、

既述のとおりエネルギーセキュリティ等の観点から、水素発電の意義が減じてしまう

ことに留意が必要である。 
 
 
イ 取組の方向性 

既述のとおり、現在、窒素酸化物の発生を抑制しつつ、水素の専焼発電が可能な予

混合燃焼方式の燃焼器の開発が進められており、まずはこれに着実に取り組んで行く

ことが重要である。それ以降の技術開発や実証においては、この成果を踏まえて更な

る規模の拡大や効率の向上等を目指すべきである。 
 
また、水素の製造から利用までトータルでＣＯ２フリーの水素発電の導入がより具

体的に見通せた段階においては、水素発電の導入及び水素供給チェーンの構築を加速

するために必要な制度面での検討を行うことも重要である。 
 
いずれにせよ、２０２０年頃以降の具体的な取組については、戦略的イノベーショ

ン創造プログラムの進捗状況等を踏まえて、改めて詳細な検討を行うことが必要であ

る。 
 
 

（３）水素発電の過渡期の形態 

 

ア 過渡期の形態 

足下の電力需給の厳しい状況、水素発電に関する技術開発の進捗状況、火力発電所

の計画から稼働までの長いリードタイム等を踏まえると、将来的に目指すべき水素発

電の形態からバックキャストした取組を進めるだけでは、２０３０年頃に発電事業用

水素発電の本格導入を開始するというロードマップの目標を達成することは現実的で

はない。 
 
また、水素発電及び水素供給チェーンの立ち上げ当初においては、水素発電や水素

供給の不確実性や不安定性が一定程度残ることから、ＬＮＧ導入当初と同様に、バッ

クアップとして天然ガス等の既存の燃料でも対応できる体制を整えておくことが適当

である。 
 
このため、ロードマップの目標を達成する上では、まずは水素発電の経済性及びエ

ネルギーセキュリティに関する課題を解決すること、つまり水素の供給サイドである

水素供給チェーンの確立に主眼を置き、水素の需要サイドについては、技術的な課題

が一定程度クリアされており、かつ、水素の専焼発電の実現につながる混焼発電の導

入を目指すことが適当であると考えられる。 
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なお、水素の混焼発電は、副生水素を活用した既存の自家発電用水素発電のように

予めガスの組成が安定した水素を含む複合ガスを使用する場合と異なり、水素と天然

ガス等の他の燃料を混ぜることにより新たに組成された混合ガスを使用することから、

燃料の混合方法等の燃料制御に一定の課題があるほか、ガス混合の方法によっては、

水素濃度が高いまま取り扱われる工程が存在する可能性も考えられ、そういった場合

の配管等の材質や安全対策などについても検討が必要である。将来の水素の専焼発電

についても、その導入初期においてはＬＮＧ供給のバックアップが必要になると考え

られることから、複数の燃料の制御に関する課題に取り組むことも有用である。 
 
また、発電事業用設備において水素を燃料として取り扱った前例は我が国には存在

しないことから、水素の取扱いに関するオペレーションを確立する上でも、現時点で

も規模が比較的大きな発電設備を活用できる可能性がある混焼発電を行うことも有用

である。 
 
 

イ 取組の方向性 

水素の混焼発電を行う場合には、新設する水素発電所にＬＮＧ供給をバックアップ

で付設するよりも、既存の天然ガス火力発電所に水素供給を付設する方が建設費を抑

制できる可能性がある。 
 
特に１０％程度の比較的低い水素濃度であれば、通常の天然ガス火力発電用ガスタ

ービンであっても対応できると考えられていることから、その実現可能性について検

討する余地はある。ただし、その際には、水素混焼発電を行うことにより生じ得る発

電停止のリスクにどう対応できるか、既存の天然ガス火力発電所内又は周辺地域に水

素供給に必要なインフラを整備できる余地があるのか、現在の厳しい電力需給下にお

いて水素供給インフラのつなぎ込みに要する工事の間の発電停止に対応できるかなど

について、具体的な天然ガス火力発電所を念頭に実現可能性調査を行うことが必要で

ある。 
 
その上で、既存の天然ガス火力発電所の改造では対応が困難であると判断される場

合には、水素の混焼発電を行う特別な実証プラントを必要最小限の規模で建設する必

要がある。その際、水素の混焼発電に関する実証に必要な水素需要に対応するだけで

は、水素資源国との関係等から必要な水素供給チェーンを構築できない場合には、工

業用途では現時点でも３０円／Ｎｍ３を超える価格が許容されていることや、燃料電

池自動車等の燃料用途においても高濃度の水素が高い価値を有していることなども踏

まえ、工業用途や燃料電池の燃料用途への水素供給等、水素発電に限らない用途での

水素供給のあり方も併せて検討すべきである。 
 
また、水素の社会受容性を高めるためには、たとえば小規模な水素混焼コージェネ

レーション等の分散型エネルギーシステムの一部に水素を組み込んだスマートコミュ
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ニティの取組を行うことも有効であると考えられる。ただし、その際には、安全性等

について必要十分な規制内容となっているか技術的な検討を行った上で、必要に応じ

水素発電を踏まえた規制内容への見直しを行うことが必要である。 
 
以上の取組を、必要に応じて技術開発予算も活用しつつ、今から着実に進めていく

べきである。 
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