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1 水素の今日的意義

1-1 地球温暖化

　地球の表面には窒素や酸素などの大気が取り巻いています。地球に届いた太陽光は地表で

の反射や輻射熱として最終的に宇宙に放出されますが、大気が存在する ので、急激な気温の

変化が緩和されています。とりわけ大気中の二酸化炭素は約0.04％とわずかですが、地表面か

ら放射される熱を吸収し、地表面に再放射 することにより、地球の平均気温を14℃程度に保つ

のに大きな役割を演じています。こうした気体は温室効果ガスと呼ばれます。もし、このような気

体がなけ れば、地球の平均気温は−19℃であり、氷の世界になってしまいます。

　18世紀後半頃から、産業革命に伴い人類は石炭や石油などを大量に消費するようになりまし

た。これによって大気中の二酸化炭素の量は産業革命前（1750年頃）と比べ40％程増加しまし

た。二酸化炭素の排出量と世界平均地上気温の上昇変化はおおむね比例関係にあるとされて

います。

ゆえに、これからも人類が同じような活動を続けるとすれば、地球の平均気温は今より上昇する

と予測されています。

　IPCC第5次評価報告書によると2100年の世界地上平均気温は、現在（1986-2005年）と比較

して0.3～4.8℃上がると予測されています。日本において排出される温室効果ガスの9割以上は

二酸化炭素でその影響が心配されています。このように地球温暖化は二酸化炭素などが原因で

あり、これは人為的な活動に起因することは、疑いの余地はありません。

①

この百年でCO2は280→370ppm、平均気温は0.6℃上昇 



1-2 水素燃料はCO2排出ゼロ

石油類の構造

　石油の成分のほとんどは炭化水素であり、色々な炭化水素の混合物から構成されている。

その他、硫黄化合物、窒素化合物、金属類も含まれている。工業的に有用な石油製品を作るた

めには、分留によって成分を分ける。精製することにより、天然ガス、ナフサ（ガソリン）、灯油、

軽油、重油、潤滑油、アスファルトなどが製品として得られる。

天然ガスの構造

　英語では、「Natural Gas」という天然ガス。その名のとおり、自然界、主に地殻（地球を卵にた

とえると殻の部分）の中に存在する可燃性のガスのことをいいます。種類としては、ガス田に気

体の状態で蓄えられているものと、原油に溶けた形で存在するものの大きく2つがあり、主成分

はメタンです。では、メタンとは何か。化学式CH4で表されるメタンは、1つの炭素原子に4つの

水素原子が結合した最も単純な炭化水素。酸素と結びつくことで燃焼します。

　LNGとは、Liquefied Natural Gasの頭文字。液化天然ガスのことで、常温・常圧では気体の

天然ガスを冷やして液体にしたものです。メタンの沸点は-162℃のため、ここまで冷やすと液体

になります。液化するメリットは、その体積を1/600に大きく減らせること。これによって、大量の

輸送と貯蔵が可能となるのです。

　先に示したとおり天然ガスの主成分であるメタンの化学式はCH4。炭素原子（C）は一つだけで、

燃焼時のCO2排出量が少ない化石燃料です。図のとおり、その値は石炭を100とした場合、およ

そ60。なお、石油はおよそ80になります。

水素燃料の構造

　水素は元素のなかでも一番小さな原子番号を持ち、宇宙全体では一番多く存在しています。

Ｈ2で安定した状態となり。炭素（Ｃ）が存在しませんので、燃やしても二酸化炭素は出ません。
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1-3 水素を作る

　単体では天然にほとんど存在しない水素を作るために必要なエネルギー源と原料の組み合わ

せには、既に工業化されたメタンの水蒸気改質法、水の電気分解法などがあり、研究開発段階

の方法として水と熱だけから水素を作る熱化学分解法がある。この中には、地球温暖化の元凶

と見なされている二酸化炭素を排出しない水素製造もある。

これらの方法で製造した水素の価格について、現状の水素製造価格と概略の比較を行ったが、

いずれも十分経済的に競合できる範囲にある。生産量の大小、集中型・分散型といった生産方

式、消費地近接の程度などから生ずるエネルギー源の特長を考えることにより、需要密度および

需要量が異なるそれぞれの地域に最適な水素生産・供給システムを構築することができる。

　水素は水力、風力、太陽光などの自然エネルギーから製造が可能

　水素は自然界にはほとんど存在せず、炭化水素や水などの形で化合物として存在している。

このため、何らかの方法でこれらの化合物にエネルギーを加えて水素を製造する必要がある。

現状では、工場で産出される副生水素でまかなっており、足りない場合には化石燃料を改質して

製造している。これらの水素製造プロセスではエネルギーを加える過程でCO2を排出してしまう。

そこで、再生可能エネルギー（風力・水力・太陽光など）で作られた電力によって、水を電気分解

して水素を製造すれば、生産時のＣＯ2の排出もゼロとなる。

③



1-4 水素を貯める

　水素は非常に軽いガスなので、製造後に温度・1気圧の状態でそのまま保管するには非常に

大きなスペースが必要で効率的ではありません。そこで、水素を貯蔵する方法としては以下の

4種類が主に使われています。

・高圧で圧縮して貯蔵

・低温で液化して貯蔵

・金属などに吸蔵・吸着させて貯蔵

・他の物質に変換して貯蔵

　気体のまま高圧で貯蔵する方法は、現在もっとも一般的に使われている方法ですが、高圧水

素用のタンクには普通の鋼鉄を使うことができません。というのも、高圧水素には鋼鉄などの金

属中に入り込み脆くする性質があるためです。そこで、高圧水素タンクには水素で脆くならない

特殊ステンレス鋼やアルミニウム合金、高分子複合材料が使われます。

　液体にして貯蔵する場合は、-253℃まで水素を冷却したあと、魔法瓶と同じように真空エリア

を挟んだ二重構造の容器に入れて保管します。これは、真空エリアが外部との熱の伝達を遮断

し、液化水素の温度が上がることを防ぐためです。とはいえ、完全な真空ではなく、また振動な

どによっても熱が生じるため、一定量の水素は温度上昇で気化するので、気化した水素ガスを

安全に取り除く技術や、より真空に近づけ気化量を減らす研究開発が進められています。

　金属に水素を吸蔵させて貯蔵する方法は、金属内に水素が入り込む現象を逆に利用して、水

素を金属中に保存してしまうものです。こうした金属は水素吸蔵合金と呼ばれています。水素吸

蔵合金による貯蔵は身近なところではニッケル水素電池で実用化されているほか、大規模な貯

蔵施設の開発も進められています。また金属ではありませんが、カーボンナノチューブや非常に

表面積の大きな分子の表面に水素を吸着させて貯蔵する方法も研究されています。

また、水素を別の物質に変換(たとえばトルエンと反応させてメチルシクロヘキサンに変換)して、

その状態で貯蔵する方法も研究されています。

　

④

WE-NET研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

http://hydrogen-navi.jp/technology/storage.html


1-5 水素を運ぶ

製造された水素を運ぶ方法としては、現在以下の4種類の方法が利用されています。

・高圧で圧縮して運ぶ

・低温で液化して運ぶ

・パイプラインで運ぶ

・他の物質に変換して運ぶ

　高圧で水素を圧縮して運ぶ方法は、水素の輸送手段としてはもっとも多く使われています。

高圧タンクに詰めた水素で走る燃料電池自動車(FCV)はまさにこの例ですし、実験用などに使

われる小規模な利用では高圧タンクに入れた状態で産業ガス会社から販売されています。また、

より大量の水素を輸送する場合には、高圧水素タンクを積み重ねて置けるようにした専用の

トレーラー (ローリー)で輸送します。

　水素は−253度まで冷却すると液化して体積が約800分の1になり、同じ体積でより多くの水素

を運ぶことができるようになります。液化水素は、ロケット燃料のように液化水素自体が必要な

場合や、大量の水素を輸送する場合に使われています。輸送の際には液化水素タンクを備え

たタンクローリー車や、液化水素タンクを備えたトレーラー用コンテナで運びます。

　都市ガスのように水素専用のパイプラインを使う方法は、大量の水素を輸送する場合に最適で

すが、パイプラインの距離に応じて設置コストがかかります。現在の日本では、水素のパイプライ

ン輸送は製鉄所で作る水素を近所の化学工場に輸送するなどの近距離利用に限られています。

さらに、作り出した水素をそのまま輸送するのではなく、いったん別の化学物質に変えて輸送し、

利用先で再び水素へ戻すという方法も開発が進められています。例えばトルエン(C7H10)を水素

と反応させてメチルシクロヘキサン(C7H16)に変えて輸送する技術の実用化が進められています

が、トルエンやメチルシクロヘキサンは常温・常圧のままケミカルタンカーやタンクローリー車など

で運ぶことができるほか、体積が600分の1になることが利点です。他にも水素を一旦変化させる

物質として、アンモニア(NH3)なども研究されています。

⑤

液体水素タンカー構想図 



1-6 燃料電池を用いて電気に変換（Fuel Cell)　
　
　燃料電池の原理は、簡単に言えば「水の電気分解」を逆にしたものです。

「水の電 気分解」では、電解質※を溶かした水に電流を通して水素と酸素を発生させますが、

燃料電池では、電解質をはさんだ電極に水素を、そしてもう一方の電極に酸素を送ることに

よって化学反応を起こし、水と電気を発生させます。

　平たい乾電池のように、プラスとマイナスの電極板が固体高分子膜（電解質膜）をはさむ構造

になっています。これをセルと呼びます。セルのプラス極（酸素極）とマイナス極（水素極）には

数多くの細い溝があり、この溝を外部から供給された酸素と水素が電解質膜をはさんで通るこ

とによって反応が起こり、電気が発生します。1枚のセルの出力は限られていますので、必要な

出力が得られるよう、多くのセルを重ねます。このセルを重ねて一つのパッケージにしたものを

燃料電池スタック、またはFCスタックと呼びます。

1. 外部から供給された水素（H2）が、水素極で2個の電子（e-）を離して水素イオン（H+）になり

　　ます。

2. 水素から離れた電子は、外部回路を通って反対側の酸素極に電流として流れます。 ここで

　　電力が発生します。

3. 酸素極では、空気中から取り入れられた酸素分子（O2）が、外部回路から戻ってきた電子を

　　受け取り、酸素イオン（O2-）になります。

4. 酸素イオンは、電解質を伝って移動してきた水素イオン（2H+）と結合して、水（H2O）になり

　　ます。

⑥

http://www.jari.or.jp/Portals/0/jhfc/beginner/dictionaly/list.html


1-7 エネルギー効率

　火力発電所では発生した熱を捨ててしまうことで、高効率なものでも60パーセント位で、その上、

10％程度、送電ロスでなくなってしまう。つまり、総合効率が実質50％なのに対し、燃料電池場合、

分散電源なので送電ロスは殆どなく今回の燃料電池では、発電効率60％、また、熱も使った場合、

総合効率が80％を超える。。つまり、実質30％程度燃料電池の方が有利になる。

2 水素社会の実現に向かって

2-1 水素の利用

　水素は化学原料として産業用に広く使用されてきました。水素をエネルギーに利用することも、

長い実績があります。日本でも、初期のガス灯用燃料や都市ガス用ガスとして、日常生活で広

く利用されてきました。

水素をエネルギーとして利用するには、燃料電池で電力を作り出す方法、水素を燃やして使う

方法の大きく2つに分けられます。

　燃料電池とは、燃料を空気中の酸素と反応させることで電力を取り出す電池で、先ほど説明

させて頂きました。

　水素を利用する燃料電池は、自動車の動力源や「エネファーム」などの家庭用燃料電池シス

テム、さらにはより大型化した業務用発電機としても導入が進められています。また燃料電池

フォークリフトは、米国では6000台程度が普及しているとされます。

⑦



　水素を直接燃やす方法で実用化されている典型例は液化水素を燃料に使うロケットで、国産

ロケット・H-IIAをはじめ日本・アメリカ・ロシアなどで液化水素ロケットが運用されています。

そして、水素の新しいエネルギー利用方法として注目されているのが水素発電です。水素発電

では水素を燃焼させた熱エネルギーで大型タービンを回して発電を行います。
既存の天然ガスタービン発電機にも水素を一部混ぜることが可能であり、水素からは二酸化
炭素が発生しないため、その分だけ二酸化炭素の排出量を少なくすることができます。さらに

水素のみを燃料に使い、全く二酸化炭素を排出しない発電機の開発も行われています。

⑧

ﾛｹｯトﾀﾝｸ（模擬） 

液体水素貯槽 宇宙開発事業団種子島宇宙センター 

「NEDO水素エネルギー白書」より 



2-2 水素エネルギーの基本計画

　エネルギー基本計画は、エネルギー政策の基本的な方向性を示すためにエネルギー政策基

本法に基づき政府が策定するものです。

エネルギー基本計画は、2002年6月に制定されたエネルギー政策基本法に基づき、政府が策定

するもので、「安全性」、「安定供給」、「経済効率性の向上」、「環境への適合」というエネルギー

政策の基本方針に則り、エネルギー政策の基本的な方向性を示すものです。

平成26年4月に第四次エネルギー基本計画が発表されました。

　　　　
2-3 家庭用燃料電池（エネファーム）の普及

　家庭用燃料電池「エネファーム」とは、「エネルギー」と「ファーム＝農場」の造語です。

「エネファーム」で発電する原理は、水の電気分解の逆。都市ガスやＬＰガスから取り出した水素

と空気中の酸素を化学反応させ、電気をつくり出します。さらに、発電の際に発生する熱を捨てず

にお湯をつくり給湯に利用。エネルギーをフルに活用するシステムです。

⑨

「NEDO水素エネルギー白書」より 



2-4 我が国における水素・燃料電池関連の市場予測

2-5 燃料電池自動車の普及に向けた地方自治体の取り組み例

　燃料電池自動車等の水素利活用技術の普及には、国が基本方針の提示等を行うだけでなく、

各地域において潜在的な関係者を巻き込みながら、初期需要の掘り起こしや水素ステーション

等のインフラの整備等を一体的に進めていくことが重要。

⑩

「NEDO水素エネルギー白書」より 

「NEDO水素エネルギー白書」より 



2-6 乗り物への水素展開

燃料電池の用途・適用車種の拡大
2014 年12 月15 日にトヨタ自動車は日本国内でFCV の発売を開始したが、その価格は約720

 万円に設定されている。本格普及期には、同車格のハイブリット車同等の価格競争力を有する

車両価格の実現が目標とされている。

なお将来は、乗用車やバス向けからさらに、フォークリフトなどの産業用車両、船舶などの交通

用途に拡大していくことが期待されている。

2-7 大規模水素発電

　海外の未利用エネルギーを利用して水素を製造・貯蔵・輸送し、日本国内で利用する大規模

な水素エネルギー利用システムの技術開発プロジェクトが開始されようとしています。

クリーンな水素エネルギーの利用を大幅に拡大し、本格的な水素社会の実現を図るため、海外

の未利用エネルギーによる水素製造、液化水素輸送等の大規模水素サプライチェーン構築の

ための技術、および水素を燃料とした発電システム技術の開発を行います。

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ニュースリリース2015年6月9日付

　　　「世界に先駆け大規模水素エネルギー利用システムの技術開発に着手」

⑪

「NEDO水素エネルギー白書」より 

「NEDOホームページ」より 



2-8 KIX スマート愛ランド構想

　アジアのリーディングエアポートとなるべく、「太陽光」「風力」「水素燃料」等でエネルギーを生

み出す「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、IT（情報技術）を駆使し、空港島全域のエネルギー

効果を高め「省エネ」に努め「スマート愛ランド」を実現する。

⑫

「NEDO水素エネルギー白書」より 



3 水素エネルギーの基礎

3-1 絶対温度（Ｋ）

　セルシウス温度(セ氏・℃)は、1気圧の状態で水の氷点(氷の融点)を0℃、沸点を100℃としまし

た。そして、その間を100等分したものを1℃としました。もし、私たちが温度計を作って0℃と100℃

の間を100等分するように、定規で測って1℃づつ目盛りをつけいきます。

しかし、この方法は不正確なのです。なぜなら、水銀温度計やアルコール温度計は、細管中の液

体の熱膨張を利用したものであるが、熱膨張率は温度によって違うのです。

　そこで、ケルビン(K)は、物質の種類に左右されない温度を定める為、理想気体の熱膨張を計算

して、絶対温度を定めました。理想気体に近いのはAr(アルゴン)やHe(ヘリウム)です。 

　あらゆる物質が原子や分子で構成されているのは、ご承知のとおりですが、これら分子や原子は

たえず運動をしています。そして、その運動は温度によって変化し、高温になるほど激しくなります。 

温度を低下させていくと、理論上、分子や原子の運動が完全に停止する状態ができます。その温

度を絶対零度といいます。分子や原子の運動が停止しますので、これより低い温度は存在しませ

ん。絶対零度はセ氏ではマイナス273.15℃です。ケルビンはこの温度を0Kと定めました。

　なお、温度に上限はありませんので、1万度や10万度といいた高温は存在します。 

セ氏(℃)と絶対温度(K)の関係は次の通りです。

T(K)＝t(℃)＋273.15

3-2 絶対温度の定義

■ 気体の分子運動論

p＝（N/V）ｍｖ2 圧力(P)は、粒子数(N)に比例し、絶対温度(T)に比例し、体積(V)に反比例する

■ 気体の状態方程式

pV=NRT R = 8.31 J/(mol・K)

以上２式より

T=（2/3R）（mv2/2）、　Rは気体定数

即ち、絶対温度は分子の運動エネルギーに比例⇒分子の運動が止まると０K

3-3 分子振動による熱伝導の理解

⑬

高温 低温 

分子振動の伝搬 

（固体中の熱伝導） 

https://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~masako/exp/netuworld/rekisi/jinbutu.html
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%E4%C2%D0%B2%B9%C5%D9


3-4 水素とは

・宇宙で最も多い元素

・地球上でも、ほぼ無尽蔵に存在するが、水素単体ではなく、H2Oなどの化合物として存在
　　
・軽い（気体は空気の0.070倍、液体は水の0.073倍）

・無色、無味、無臭

・燃焼しやすく、炎が見えにくい

・20.27K（-252.8℃）で液化

3-5 水素原子の構造

3-6 水素原子の成り立ち

・宇宙創成（ビッグバーン）後、38万年経過して、最初にできた元素が水素。

・現在も、原子数では、宇宙全体で　90％以上が水素。（二番目はヘリウム）

・地球上では、酸素、ケイ素、に次いで3番目に数の多い原子が水素（15.4％）
　

⑭

（自然界に約20ppm安定元素） （原子炉等で生成される放射性物質） 

他の原子、例えば鉄Feは、陽子26個、中性子30個、電子26個

で出来ている。 

H D T 



3-7 元素の周期表

3-8 水素原子の科学的性質

・水素は還元、酸化の両作用を通じて、非金属、金属と化合して、多くの水素化物を生成する

（例：還元⇒H2O、イオン結合、酸化⇒NaH、共有結合）
　　　　

・炭素と結合して有機物を作る（CH4、C2H5OH、C6H6、・・・・・）

3-9 水素分子の生成

⑮



3-10 水素ガス（Ｈ2）の一般的な性質

・融点：14.0K、　沸点：20.3K

・ガス密度：0.090g/l（空気の0.070倍）⇒拡散速度大

・液密度：70.79g/l（水の0.073倍）⇒輸送効率大

・水への溶解度：0.021ml/ml

・原子間距離：0.074nm

・常温では安定で、F以外とは反応しない

　ただし：

①光が有ると塩素と激しく反応

　　　②酸素と混ぜ着火すると激しく爆発

・金属材料に侵入して脆化させる　（特に高温高圧で顕著）

・オルソ水素とパラ水素が混在

3-11 水素ガスと天然ガス等との比較

燃料として優れた特性を持っています

他の燃料と重量換算で比較すると、水素は

　・発熱量が大きい

　・燃えやすい（着火に必要なエネルギーが少ない）

　・燃焼速度が速い

⑯

「NEDO水素エネルギー白書」より 



3-12 水素ガスの製法（1章-3の続き）

　現在主流となっているのが、天然ガスや石油(ガソリン、灯油、ナフサ)といった化石燃料から水

素を取り出す方法です。「短時間に、大量に、低コストで」製造でき、エネルギー効率も良いのが

メリットですが、製造過程では二酸化炭素も排出します。いずれは太陽光や風力といった自然エ

ネルギーによる電力で水の電気分解を行い、そこで得られた水素を使って車を動かしたり、各家

庭に供給していくようになるのが理想的なのは間違いありません。

■水蒸気改質法

　大規模に、安価で製造が行なえるとして、現在世界中で最もポピュラーな方法です。天然ガスと

石油燃料、いずれを原料にした場合も、高温下で水蒸気と反応させることで水素や一酸化炭素を

含むガスが発生し、これを『水蒸気改質』と呼びます。改質ができたら、PSA（圧力変動吸着分離

法）という過程で他の物質と分離し、水素だけを取り出します。

■コークス炉ガス

　石炭を蒸し焼きにした燃料であるコークスから作ります。コークスは燃焼時の発熱量が高く、高

温を得ることができるため、製鉄所などで使われている燃料です。コークスを製造する際、COG

（コークス炉ガス）というガスが発生します。このCOGには55％もの水素が含まれており、硫黄分

やタールを取り除いた後、PSAで水素だけを取り出します。

■メタノール／エタノール改質

　メタノール(メチルアルコール)やエタノール(エチルアルコール)を改質して水素を作ります。

メタノールやエタノールと水を蒸発させ、触媒を使って反応させることで、発生した水素を分離しま

す。化石燃料よりも安全性が高く、また、水素製造時の反応温度も低く抑えられるのが特徴です。

　また、昨今注目を集めている、植物や生ゴミなどから生まれたメタンガス、エタノールなど、いわ

ゆるバイオマス燃料を原料とし、改質を行なう方法も、よりクリーンなエネルギーを目指して研究

が進められています。

⑰ 「NEDO水素エネルギー白書」より 



3-13 水素の輸送と貯蔵（1章-4の続き）

　水素ガスは一般に15～20ＭＰａで圧縮し、シリンダーやそれを束ねたカードルの状態で運搬・使

用されています。大量に使用するお客様へは長尺のシリンダーを束ねたトレーラーで搬送し、トレ

ーラー部分を構内にそのまま設置したり,水素ホルダーに移しかえて使用します。

　一方、液化水素は、-２５３℃という極低温の物性をもつため、外部からの進入熱により少しず

つですが気化（ボイルオフ）してしまいます。いかに運搬容器の断熱性能を高め、気化による損失

・拡散を防ぐかが、輸送・貯蔵上の最大の課題です。そのため液化水素の輸送には、積層真空

断熱方式による小型容器、小型コンテナ、ローリーが使われます。小型容器は輸送後、そのまま

消費先容器として使用ができます。

　近年は幅広い産業分野に液化水素の利用が広がり、７８Ｋℓ、４７Ｋℓ、２４Ｋℓといった大型貯槽

を構内に設置される所も増えて、４０フィートコンテナも導入され、内容量４万ℓ以上の大量供給も

可能となっている。

⑱

「イワタニ水素エネルギーハンドブック」より 

圧縮水素の輸送と貯蔵 

液化水素の輸送と貯蔵 



3-14 水素の用途

　今は発電用燃料として注目が高まっていますが、もともと水素は隠れた万能選手。その強い還

元力を発揮して、多くの産業分野で活躍しています。石油コンビナートでは原油に水素を吹き込

んで硫黄分を取り除き精製、石油化学分野ではプラスチックなどの樹脂生成の添加剤として、製

鉄所ではステンレス鋼などの表面をピカピカにする光輝焼純用の添加剤として、水素が大量に

利用されています。

　半導体ウエハー、太陽電池シリコン、液晶、プラズマディスプレイ、光ファイバーなどの製造には

還元用の雰囲気ガスやキャリアガスとして、高純度の水素が不可欠です。身近なところでは、マー

ガリンや口紅などの油脂を固める添加剤としても水素が活躍しています。

　また、カーエレクトロニクスや省エネ家電、携帯端末などに不可欠なパワー半導体の製造分野

でも、今後水素の需要が増えるでしょう。

　こうした水素の利用は、多くが自家製造・自家消費。石油化学プラントや製鉄所では、自社で

不随的に発生する水素を自家使用しています。国内で販売される水素は年間約１．４億㎥ですが

自家消費分を合算した日本の水素市場は１５０億㎥程度になるとみられます。

3-15 安全の基本

　現在、水素ステーションを設置する場合は、水素ステーションの関連法規である高圧ガス保安

法、消防法及び建築基準法の遵守が不可欠であり、この法令において設置・運用に関する安全

性が担保されている。現在、これら関連規制については、実際の水素ステーション建設・運用の

効率化に向けた見直し（市街地における水素貯蔵量の増加、設計係数の見直し、使用可能鋼材

の種類の拡大など）が進められているが、この場合にあっても、技術的に安全性を証明すること

が前提となっている。

⑲

「イワタニ水素エネルギーハンドブック」より 



　実際の水素ステーションにおける安全対策を下図に示す。漏洩防止、早期検知、滞留防止、

引火防止及び火災時の影響軽減を基本的な方針とした上で、水素ステーションを構成するそれ

ぞれの機器において対策を講じている。

⑳

「NEDO水素エネルギー白書」より 




