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【再掲】 主要設備面積試算 と 水素量試算 

項目 面積試算 

能力 サイズ 面積 

再エネ電源（太陽光） 
(※)設置場所によりサイズ・面積は変動します 

20 MW 600 m × 600 m 360,000 m2 (36 ha) 

水素システム ー 300 m × 150 m 45,000 m2 (4.5 ha) 

再エネ電源 

水素システム 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

再生可能エネルギー由来水素量試算 
(※)前記の主要設備仕様案時 

年間 206 t-H2 
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主要諸元 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

項目 仕様 

機能 (1)水素製造・貯蔵・供給 

(2)電力系統の需給バランス調整 

  (上げ・下げDemand Response) 

年間水素製造能力（定格) 900t-H2／年 

水素製造装置入力電力 (最大) 10MW 

(定格) 6MW 

(範囲) 1.5MW ～ 10MW 

水素製造装置製造能力 (定格) 1200Nm3／時間 
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通信／制御インターフェース構成 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

水素エネルギー運用システム 

制御 
情報 

情報/制御 

情報/制御 

選択された 
状態情報 

PV 既存調整力設備 WT 

電力系統側制御システム 

PV 

水素製造装置 

水素貯蔵供給設備 

水素供給 
設備 

出荷計画 

当日Demand 
Response予告 

翌日Demand 
Response可能量 

プラント監視制御装置・ 
プラント監視操作装置 
(水素貯蔵供給装置) 

水素 
需要予測システム 

遠隔 
モニター 
装置 

気象データ 
サーバー 

表示情報 気象予報 
データ 

再エネ電源 

水素システム 

水素発電装置 

水素 

電気 
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通信／制御インターフェース説明 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

インターフェース名 内容 

翌日DR可能量 水素システムの電力需要計画値および上げDR／下げDR

可能な時間帯と電力量を通知する。 

当日DR予告 当日の水素システムに対する上げDR／下げDR依頼を通
知する。 

出荷計画 翌月からXヶ月間分の、日々のトータル出荷量[m3] 

制御情報 水素貯蔵供給装置や水素製造装置への制御指令情報 

状態情報 水素貯蔵タンク、水素液化／圧縮装置、水素製造量等
の状態情報 

(※) 
DR：Demand Response 
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想定スケジュール 

建築・高圧ガス関係(15) 

建築工事 建屋建設工事(15) 

単体 
試験 
・結合 
(3) 

システム 
試験・ 
試運転 
調整 
(6) 

許認可 

計画・設計(12) 

制御システム FS(3) 開発・設計(12) 実装・製作・施工(12) 

水素製造装置 製作・施工(21) 

ユーティリティ 
(敷地内) 

製作・施工(15) 計画・設計(12) 

水素貯蔵 FS(3) 製作・施工(24) 

再エネ電源 
(太陽光) 

設計・製作・施工(22) 

【補足】 
本工程は現時点での想定であり、実証場所(設置場所)により変わってまいります。 
工期についても現時点での想定であり、可能な限り短縮していくように調整を進めてまいります。 

実証運用 
(12) 
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【更新】 技術的要件①水素システム 
※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

分類 大項目 中項目 小項目 条件 必要時期 

敷地外 インフラ 

接道 
幅・耐荷重・ 
高さ 

幅8m以上・工事/輸送車両が通行可
能な動線が確保されていること 

建設工事開始時 

水道 
上水・下水・ 
工業用水 

(検討中) 
(工業用水/上水:約700m3/日＋上
水:約10m3/日) 

建設工事開始時 

電力 種類・容量 
特別高圧により最大負荷容量
25MVA(検討中)を供給できること 

システム試験・試運転調整開始2ヶ月前 
(建屋工事用に必要な分は建屋着工時に無け
れば発電機で対応) 

通信 通信方式・速度 （検討中） （検討中） 

敷地内 敷地 

伐採・ 
地盤改良 

敷地面積・ 
形状 

45,000m2 (4.5ha) (300m×150m) 建設工事開始時 

造成・擁壁 敷地高低差 極力平坦であること 建設工事開始時 

地盤 
地盤性状 極力地盤が固く、支持層が浅いこと 建設工事開始時 

土壌汚染 汚染がないこと 建設工事開始時 

その他 

地中障害・ 
遺跡 

遺跡がないこと、障害が極力ないこと 建設工事開始時 

高さ制限 
建築工事に支障のない高さまで上空が
使用可能なこと 

建設工事開始時 

立地規制 
水素システム設置にあたり都市計画法
や工場立地法等の支障のないこと 

確認申請・高圧ガス事前協議時まで 

法的規制による 

周辺条件制限 
高圧ガス保安法に基づく離隔距離 確認申請・高圧ガス事前協議時まで 

• 面積  ： 45,000 m2 (4.5 ha) (300 m × 150 m) 

• スケジュール ： 2018年央までの間で可能な限り早期に着工 

• 用地条件 
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水素システム レイアウト 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

• 全体レイアウト (参考) 

– 45,000 m2 (4.5 ha) (300 m × 150 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素貯蔵・供給設備(離隔距離含む) 

(160x80) 

受変電 

設備 
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管理棟 
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守衛
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水素貯蔵・供給設備 
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受水槽 

上下水道設備
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窒素 
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水素製造 
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ユーティリティ設備・ 
消火設備・倉庫等 

(80x30) 
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【再掲】 技術的要件②再エネ電源(太陽光) 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

• 面積 (※)設置場所によりサイズ・面積は変動します 

– 20MW：360,000 m2 (36 ha) (600 m × 600 m) 

 

• スケジュール 

– 設計事業の開始を2017年9月から想定 

 

• 用地条件 

– 水素システムとできるだけ近いこと（水素システムの自家消費用のため） 

– 建築資材等の搬入が可能な接道があること 

– 極力平坦であり、土壌汚染・地中障害・遺跡が無いこと 

– 設備を据え付けるために必要な地盤強度を有していること 

– 据え付けに対して山を削る等の作業が必要な場合には、整地のための追
加の時間が必要となる 
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再エネ電源(太陽光) レイアウト 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

• 全体レイアウト (参考) 

– 20MW：360,000 m2 (36 ha) (600 m × 600 m) 
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720m 

250kW 

・250W PVパネル(1.6m×0.8m) 
・1モジュール：2枚×5枚＝10枚 
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送電線（電力供給について） 

 工期に影響すると考えられる主な要因 

 道路管理者や近隣、地権者等との交渉（特に、地権者が見つからない場合） 

 （地中線の場合）埋設予定個所に文化財や支障物、掘削規制があること 等 

 自営線施設による工期短縮案について 

 一般送配電事業者が実施する送電線工事が長期化する場合、工期短縮策として、需要
家（実証設備システムの設置者）が、電力供給が間に合う地点に受電設備を設置し、比
較的簡易な設備である自営線を事業場所まで施設する方法が考えられる。この方法は、
需要家として、自営線分の追加費用や用地交渉などが必要となる。 

 今回のプロジェクトで自営線工事が適用される場合、その追加費用手当、用地交渉や、設
備の所有・維持に係わる整理が課題。 

 特別高圧により最大負荷容量25MVA(検討中)を供給するためには、その供給能力
を有する既存の66kV送電線から受電する必要がある。 

 近隣に66kV送電線が無い場合は、大規模な送電線工事が必要。 

 工期は、供給設備から需給地点までの送電線の距離等により変動するが、用地交渉
（鉄塔用地の取得、線下用地の地役権設定など）が難航するなどで長期化する場
合がある。 

 スケジュールとしては、2019年8月から電気の使用を開始できることが必要。 
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前回の御指摘事項に対して 
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議事要旨に対して 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

• 系統由来の電気で作った水素と、再生可能エネルギーから作った水素をしっかりカウン
トする仕組みが必要。 

– この仕組みについては、水電解で使用した電力量について、系統側と再エネ側でカウン
トできる機構を入れる方法で対応致します。 
具体的な入れ方については、システム技術開発フェーズ(フェーズB)の実装設計にて対
応致します。 

• システム概念図に組み込まれている水素発電装置については、調整力の確保という観
点から見れば、一定規模の水電解装置の負荷変動制御だけでも調整力を生み出すこ
とができる。したがって、大規模な発電設備は必ずしも必要ない。 

– 水素発電装置については、売電収入を考慮してシステム構成に入れているもので、シ
ステム技術開発フェーズ(フェーズB) における必要性については、FS(フェーズA)にて検
討を行います。 

• プロジェクトの極めてタイトな工程を踏まえれば、再生可能エネルギーの電源として太
陽光発電に絞ることも理解できる。ただし、将来においては、幅広く選択肢を残しておく
ことが大事であり、例えば模擬的に風力等の変動電源からの入力を可能とするなど、
限られた条件の中でも工夫をしてほしい。 

– 検討をさせて頂きます。具体的な方法については、システム技術開発フェーズ(フェーズ
B)の実装設計にて対応致します。 
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議事要旨に対して 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

• 輸送方式については、どれだけ水素を作り、それをどこで使うのかによって経済性
を試算することが必要。一般的に長距離の輸送がメインとなれば液水に優位性
が出ることは分かるが、より具体的に検討すべき。 

– 10MWでの発電、年間900トン（FCV1万台分）の水素の製造、輸送を前
提とすると、100-200km以上の輸送距離で液水が経済的に優位となる試算
結果となっております。 

– CAPEX・OPEXを考慮した経済性については、FS(フェーズA)にて検討を進め
ているところであり、結果が出次第、御報告させて頂きます。 

• 本プロジェクトは、将来的に再生可能エネルギーの導入拡大に伴って供給過剰
が発生する問題に対し、一つの解を示すものと理解する。再エネの余剰エネルギ
ーをどう貯蔵し、使うか、あるいは、不足する調整力をどのように補っていくか。一
般の方にも本プロジェクトの意義が伝わるよう、説明をよく工夫してほしい。 

– 本WGにおいて対応させて頂きます。 
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議事要旨に対して 

※現在検討中であり、数値等
は変更となる可能性があります 

• 研究者サイドからの希望としては、実証の中で様々なことにチャレンジしてほしい
が、2020年という区切りが決まっているスケジュールを見ると1つに決めて進め
ざるを得ない点は理解。その上で、限られた期間で何をどこまで達成するのか検
討する必要がある。やはり、何か新しい技術に取り組んでもらいたい。 

– 限られた期間で何をどこまで達成するかについては、FS(フェーズA)にて検討を
進めていることろであり、結果が出次第、御報告させて頂きます。 

• DRについては、30分同時同量のみではハードルが低すぎるのでもっと高い目
標にチャレンジすべき。 

– 水電解装置は30分よりも短い周期で制御する方向で検討しており、30分同
時同量とは別に、短周期での需給バランス調整の確認も実施する予定です。
具体的な数字については、システム技術開発フェーズ(フェーズB)の実装設計に
て決定させます。 


