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水素エネルギー協会・第 112 回定例研究会・総会特別講演・予稿

2004 年 5 月 12 日（水）15：00～16：00・学士会館

原子力による水素生産

原子力水素研究会・代表　　　堀 　雅 夫

１.　原子力による水素生産の位置付け

　一次エネルギーに占める電力生産の割合は現在、世界全体で約 30％、将来は約 50％が見込まれてい

るが、残りは非電力の用途である。この非電力のエネルギー・キャリアーとして理想的な水素の生産にも、

原子力エネルギーの利用が検討され、各国で研究開発が始まっている。

　原子力を水素生産に利用する特長は次の３点である。

①持続的大量供給可能性

②二酸化炭素排出抑制可能性

③エネルギー・セキュリティ

　持続的供給と排出抑制を満たす電力・水素の生産手段は原子力と再生可能エネルギーであるが、多く

の国・地域が必要とするエネルギー密度を考慮すると原子力は再生可能エネルギーより優れている。原子

力は密度の高いエネルギー源であり、水素の大量・基幹的供給に適している。エネルギー目的の水素の

生産には、将来、原子力発電に匹敵する量の原子力利用が期待される。

2002 年に成立した「エネルギー政策基本法」の第 12 条の規定に基づく「エネルギー基本計画」は、経

済産業省の総合資源エネルギー調査会基本計画部会で審議され、パブリックコメントを経て、2003 年 10
月に閣議決定・国会報告・公表された。 この中で、水素供給における原子力の位置づけについて、「水素

エネルギー社会の実現に向けた取り組み」の節に次のように示されている。

「水素は利用段階ではゼロエミッションのエネルギー媒体であるものの、化石燃料から水素を製造す

る場合には二酸化炭素等が排出されることとなるため、化石燃料の改質による水素製造技術の改善

を進める。また、製鉄所の副生ガス等の副生水素の活用、将来的には、二酸化炭素を極力排出しな

い手段、例えば、原子力や太陽光、バイオマスを活用した水素の製造等、化石燃料に依存しない水

素の製造が実用化されることが期待される。」

米国では、国家戦略として輸入石油依存から脱却し水素を輸送用燃料などに使用する「水素エネルギ

ー社会」実現への取り組み開始している。2002 年１月に米国エネルギー省（ＤＯＥ）とビッグスリー自動車メ

ーカー共同の水素燃料電池車開発プロジェクト「フリーダム・カー計画」、そして 2003 年１月には大統領

一般教書でそのための水素燃料生産プロジェクト「フリーダム･フューエル計画」を発表した。この中で、水

素を国内の一次エネルギー資源から生産するとして、先ず天然ガス、将来はバイオマス、石炭、原子力な

どを利用するとしている。

１－２　原子力水素研究の経緯と情報交流

　エネルギ-・キャリア-としての水素を再生可能エネルギーや原子力により生産する構想は 1970 年代より

提唱され、石油ショックの後に熱化学法を中心に多くの製造プロセスが検討された。この方法が原子炉に
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よる高温を利用することから、研究は主として高温ガス冷却炉の利用の一環として行われてきた。初期の頃

の原子力利用の研究としては、日本では 1973～80 年の「原子力製鉄プロジェクト」の中で、西独では

1972～86 年の「原子力エネルギー長距離輸送プロジェクト」の中で、メタンを原子力熱で水蒸気改質して

水素を製造する研究が行われた。これらの研究はその後終息したが、日本では原研が高温ガス炉利用の

現在のプロジェクトへと継続的に研究を実施している。これらの成果や技術の展望は、ＩＡＥＡから 1999 年

に刊行された報告書「エネルギー・キャリアーとしての水素とその原子力による生産」１に詳述されている。

炭酸ガスを排出しないエネルギーの重要性が認識されてくるとともに原子力による水素生産への関心が

高まり、2000 年 10 月には OECD/NEA が原子力水素生産に関する第１回の情報交換会議を開催した。

この会議には９ヶ国、３国際機関から４０名が参加し、２１世紀のエネルギー展望における水素エネルギー、

原子力による水素製造の技術、研究開発の状況などについて情報交換を行った２。

日本では、「原子力水素研究会」（事務局：エネルギー総合工学研究所）が 2001 年１月に設立され、国

内の原子力、電機、化学、石油、電力、ガス、鉄鋼、建設などの企業のほか、研究所、大学など 30 機関か

ら約 40 名が参加して、情報交流・技術現状評価を行っている。同研究会は、この分野の展望・解説書「原

子力による水素エネルギー」 を 2002 年 6 月に刊行した３。現在、研究会参加機関などにおいて、原子力

水素製造に関する研究・開発・設計などが開始されている。

日本原子力学会では、2001 年および 2002 年春の年会で原子力による水素生産に関わる世界のエネ

ルギー展望、国内の研究開発について総合報告が行われた。また、2002 年 12 月には日刊工業、原産、

原研の主催で「クリーン＆クリーン：水素エネルギー社会と原子力」シンポジウムが開催され、政・産・学の

各界代表による講演・討論が行われた４。

米国では、ＤＯＥが 2000 年にＮＥＲＩ（原子力研究イニシャティブ）に３件の原子力水素関係のテーマを

採択しており、この頃から大学、研究所ではこの分野の研究が活発化していた。米国原子力学会も 2001
年１１月の年会では、プレナリー講演、会長特別セッション、パネル討論などで原子力水素生産のテーマ

を取り上げて集中討議をしている。また、2002 年の 5 月には、熱化学法 IS プロセスのパイオニアの

General Atomics 社主催による「原子力による大規模水素生産ワークショップ」が開催され、海外を含め６

０人の研究者が集まって情報交換を行った。

ＤＯＥでは原子力による水素生産は原子力部門が担当しており、一方、水素生産利用の研究・開発・実

証全般はエネルギー効率・再生可能エネルギー部門が管轄してきている。ＤＯＥは 2002 年半ばから、化

石エネルギー部門などが行っているものも含めて水素関係の研究・開発・実証を一体化し、水素の生産か

ら利用までを含めた統合水素計画として強力な推進体制を構築している。この計画では、水素の生産（化

石燃料、原子力、再生可能エネルギー）、配送、貯蔵、変換、利用、規格・基準のそれぞれにマイルストー

ン年次の達成目標を設定して推進するもので、年次としては最長で 2015 年頃を考えている。

この統合水素計画のもと、「原子力水素イニシャチブ」（Nuclear Hydrogen Initiative）が 2002 年１１

月から開始された。その目標として、水素生産・改良型発電プラント NGNP（Next Generation Nuclear
Plant）を建設して、2016 年に原子力起源の水素の商用規模生産の実証を計画している。

米国では、2003 年 3 月に Craig 上院議員が提案した「新型炉水素コジェネプロジェクト」（Advanced
Reactor Hydrogen Co-Generation Project）が、DOE の予定をさらに短縮するものとして、注目されて

いる。これは、上院のエネルギー法案(Energy Omnibus Bill)に含められたが 7 月末に審議未了となり、

その後上下両院の協議で作成されたエネルギー法案（Energy Policy Act of 2003）に含まれて、11 月中
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旬以降両院で審議が進められ、下院は承認したが上院では法案の他の条項に関わる論議から承認に至

らなかった。そのため、2004 年 2 月に予算規模を縮小し、通過のための障害を取り除いた新しい法案が

提案されて、審議が続いている。なお、Craig 提案に関わる部分は、内容・予算とも変更されてない。

Craig 提案は、電力・水素のコジェネプラントを 2010 年までに開発・設計・建設・運転するもので、2010
年時点では、電力または水素のどちらかを生産することとしている。プロジェクトの運営は DOE、実施の中

心は INEEL(Idaho National Engineering and Environmental Laboratory)、サイトの準備も

INEEL、プロジェクトの産業界のリードは米国ベースの会社としている。なお、INEEL は 2004 年 9 月に

ANL-West と合併して Idaho National Laboratory（INL）に改組されることになっており、原子力水素

R&D は、第 4 世代原子力システム（Gen IV)、新型燃料サイクルイニシャチブ（AFCI）、宇宙動力開発支

援とともにその主要ミッションの一つに挙げられている。予算は 2005 年から 2008 年までの R&D 費

600M$（2008 年以降の R&D 費は必要額）、プラント建設費 500M＄など、合計 1135M$+αの規模とし

ている。

日、米、仏、英など 10 ヶ国による「第 4 世代原子力システム国際フォーラム」（GIF）は、2002 年に研究

開発国際協力の対象として６炉型を選んだ。その一つの超高温ガス炉（VHTR）は水素生産を主目的とし

ており、その国際共同検討が進んでいる。GIF が選んだ６炉型のうち残りの、３炉型（GFR, LFR, MSR）

は発電および水素生産に利用、2 炉型（SCWR, SFR）は発電利用としてきたが、最近はこの２炉型でも水

素生産を視野に入れた検討が行われている。

　2003 年に入ってから、原子力、化学工学などの国際会議で原子力水素関係のセッションや、この分野

のセミナー、情報交換会議が、多く企画・開催されている。主なものとしては、４月のニューオーリンズでの

ＡＩＣhＥ年会、４月の東京での ICONE-11、６月のサンディエゴでの ANS 年会、９月の京都での

GENES/ANP、９月の MIT での「原子力と水素エネルギーに関するシンポジウム」、１０月の ANL での

OECD/NEA 主催第２回原子力水素生産情報交換会議、１１月のニューオーリンズでの ANL 年会および

同時開催の GLOBAL-2003、などで多くの研究発表、意見交換が行われている。

２.　原子力によるエネルギー大量供給と環境保全

水素は現在の化学工業原料などの需要に加えて、近い将来次のような需要が想定されている。

• 燃料電池用：　移動用や定置用の燃料電池の燃料として、水素は今後世界的に需要の増大が予想さ

れている。とくに燃料電池車は 2010 年以降急速に増加すると予想される。

• 石油精製用：　重質の原油の脱硫、軽質化、精製、さらに燃料の H/C 比向上などのために、今後大

量の水素が必要になると見られている。米国では 2010 年までに水素需要が約４倍に増加すると見て

いる。

世界エネルギー協議会（WEC）の予測によると、世界の一次エネルギー需要は 2100 年には 1990 年

の約４倍に増加し（中庸的な Middle course の場合）、そのうちの 24%を原子力による電力生産に期待し

ている５。これは設備容量にすると、100 万 kW プラント約 5,200 基に相当する。原子力によるエネルギー

供給可能量の評価では、この発電用燃料の供給は増殖率 1.2〜1.3 の高速増殖炉（FBR）によるプルトニ

ウム・リサイクル利用を2030〜2050年に導入すれば、陸上ウランの究極資源16.3Mton（OECD／IAEA,
1997）の範囲内で可能である６。（図１）
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　地球規模の経済・エネルギー・環境総合解析モデルによる計算では、FBR と化石燃料の組合せの水蒸

気改質法よる水素生産を想定した場合に、二酸化炭素濃度の安定化の条件下では 21 世紀後半には原

子力による水素が最終エネルギーの約 1/4 を占める結果が出されている７。このようなケース、すなわち原

子力により電力・水素の両方を持続的・大量供給するケースは、FBR によるプルトニウム・リサイクル利用

を最適化することにより、原子力によるエネルギー供給量を 2050年にWECの1.7倍、2100年には同2.5
倍まで増加できるので、この増加分を水素生産に当てることで、可能と考えられる８。

　現在の化石燃料ベースの流体燃料を原子力による水素に転換することは、後述するいずれの生産方法

を使用しても二酸化炭素の排出を大幅に抑制することができ、地球環境への効果は大きい。

３.　原子力による水素の生産方法

現在研究開発されている原子力利用の水素製造方法を図２と表１に示す。主な法としては、(1) 原子炉

（発電）と水の電気分解法を組み合わせる「電解法」、(2) 原子炉（熱）と水の高温熱化学分解法を組み合

わせる「熱化学法」、(3) 原子炉（熱）と化石燃料の水蒸気改質反応法を組み合わせる「原子力加熱・化石

燃料水蒸気改質法」、が挙げられる３。

(1) 電解法

　原子炉（発電）と水の電気分解を組み合わせる電解法は、原子力発電と水の電気分解の両方とも技術的

に実用レベルにあるので、この組み合わせによる水素製造は現状技術で可能である。原子炉の発熱量と

生成した水素の熱量の比で表わした原子炉熱の水素熱転換効率は、この場合、発電効率（軽水炉では約

32%）と電解効率（アルカリ水電解では約 80%）を総合して現在は 25%程度と見込まれている。将来、高

温炉による発電効率の上昇と固体高分子水電解による電解効率の上昇により 40%以上の高効率も期待

される。さらに、固体酸化物電解により高温水蒸気のエンタルピー利用の高温水蒸気電解法が実用化さ

れるとさらに数％の効率向上が期待される。

　原子力発電比率が高い場合、オフピークの電力を利用した電解法水素は化石燃料起源の水素とコスト

的に競合の可能性がある。

(2) 熱化学法

　水の高温熱化学分解法は、原子炉の熱を直接的に水の熱化学分解に利用するので原子炉熱の水素熱

転換効率として 50%以上が期待され、原子力水素生産の究極的な方法と考えられている。2500℃以上の

高温における水の熱分解は理論的には考えられるが、実用的には幾つかの化学反応を組み合わせてサ

イクルにし 1000℃以下の温度で水の分解を行わせる熱化学法が用いられる。この熱化学法についてはこ

れまで多くの研究が行われ 100 以上のサイクルが提案されている。この中で現在有力と考えられているの

は、HI、硫酸などを使用する Iodine-Sulfur(IS)法と、Ca、Br、Fe などを使用する UT-3 法およびその改

良法で、いづれも 750 から 800℃以上の温度を必要とする。

この分野では、原研が高温ガス炉と組み合わせる IS 法の試験をしている 。フランス、米国、GIF でも、

高温ガス炉と熱化学法の組み合わせが研究されている。

最近は、高速炉による水素製造を目的とするナトリウム冷却材温度（600℃以下）での熱化学プロセスの
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研究が、サイクル機構、米国 ANL などで進められている。

 (3) 原子力加熱・化石燃料水蒸気改質法

　これは、原子炉からの熱を天然ガスなどの化石燃料の水蒸気改質反応（吸熱反応）に与え、化石燃料の

持つ化学結合エネルギーをフルに水素生成に利用する方法で、同一水素製造量で化石燃料の使用量を

約 30%節減できる。化石燃料と原子力の両方を活用できる方法なので、協働法（Synergistic　method）
または共生法（Symbiotic method）とも呼ばれている。例えば、天然ガスの水蒸気改質反応（下式）に必

要な吸熱を原子炉から供給することにより、加熱のための燃料の燃焼分が節減できる。

CH4 + 2H2O --> CO2 + 4H2 -165 KJ/mol
　この場合に水素と共に生成される炭酸ガスの分離は燃焼ガスからの分離より容易であり、将来の炭酸ガ

ス固定による排出抑制にも有利になる。水のみを原料とする他の方法と異なり化石燃料を使用するが、そ

の使用量を 30%程度節減できるので化石燃料と原子力によるエネルギー供給が共存する時期には環境

と資源の保全に効果的な方法と考えられる。

　水蒸気改質反応は通常、750℃から 1000℃の温度で行われる。原研では先ずこの方法で高温ガス冷

却の原子力プラントと化学プラントの結合の実証をする予定で準備を進めている。同じ水蒸気改質反応だ

が、反応域に水素透過性の良いパラディウム合金などの膜を置いて水素を分離する膜改質（メンブレンリ

フォーマー）方式により 600℃以下の温度で水素を製造する方法が開発されており、東京ガスは 2003 年

12 月にこの方式の水素製造装置を東京千住の実証用水素ステーションに設置した。この膜改質方式と原

子力との組み合わせには、三菱重工・新型炉技術開発などによるナトリウム冷却炉・膜改質方式の設計研

究がある９。これらの方法が実用化すると、600℃以下の中温を利用するので FBR での水素生産が可能

になる。

以上の方法は、使用する原子力のエネルギー形態（電気、熱）、原子炉の温度レベル、炉型などが異な

り、また実用化時期と実用化時のエネルギー利用効率、製造コストなど、それぞれ特徴、得失がある。

　表２に、これらの水素製造方法における原子炉熱量に対する生成する水素熱量の比（原子炉熱の水素

熱転換効率、％）の概略値を示す。また、天然ガス水蒸気改質法に関しては、天然ガス燃焼加熱と原子炉

加熱の場合について使用した天然ガス熱量に対する生成する水素熱量の比（天然ガス熱の水素熱転換

効率、％）の概略値を示す。

４.　今後の課題と期待

４—１ 課題

競合可能な実用性・経済性

　原子力による水素の生産方法は他のエネルギーからの生産方法と競合可能な実用性、経済性を有する

必要がある。このためには、生産プラントの信頼性、耐久性も重要である。

　原子力による水素のコスト試算としては、原研が高温ガス炉利用の場合について各種方法を比較評価し

たものがある１０。それによると、通常の天然ガスの水蒸気改質法によるものを１として、原子力によるものは

0.9 から 2.5 の値になっており、協働法のみが競合可能な範囲に入っている。
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　原子力によるエネルギー供給では環境に対する影響が小さいので、二酸化炭素の影響を含めた全コスト

で比較すると天然ガス水蒸気改質法と競合可能となる。

　米国科学アカデミー・工学アカデミー傘下の米国学術研究会議の報告書「水素経済：機会・コスト・障害・

R&D 必要性」（2004 年 2 月）１１で算出している原子力水素の製造コストは、1.6 $/kg、配送・給油設備な

どを含む供給コストは 2.4 $/kg となる。これは、化石燃料水素（製造 0.7～1.0 $/kg、供給 1.7～1.9 $/kg）
と再生可能水素（供給 3.6～4.3 $/kg）の間の値になる。なお、ガソリン車の燃料費用相当は 2.1 $/kg の

供給コストなので、原子力水素も競合範囲に入っている。（1$/kg は 10 円/Nm3 に相当。この原子力水素

の製造コストは高温ガス炉・熱化学 IS プロセスを想定して算出したもの）

市場からの要請に応え得る生産規模

　原子力による水素生産の規模は市場からの要請に応え得るものである必要がある。わが国の乗用車の

燃費および走行条件では、100 万 kWe 発電プラントの電力から電解法で水素を生産すると、原子炉熱の

水素熱転換効率＝25%として、平均的走行の燃料電池車（FCV）約 180 万台へ燃料供給ができる。わが

国の FCV の導入目標は 2010 年約５万台、2020 年約 500 万台なので、これを乗用車と仮定すると 2020
年の必要水素燃料は 100 万 kWe の原子力発電所３基により供給することができる。

　熱化学法では水素製造効率がこの 2 倍の 50%になるとして、電解法の半分の規模の原子炉からの熱に

より同量の水素生産が可能である。原子力と化石燃料による協働法による水素生産では、原子炉からの熱

は補助的に使用されるので、電解法の場合より１桁小さい熱出力の原子力プラントで同量の水素の生産が

できる。

　末端需要への水素の供給方法、その供給インフラの整備状況にもよるが、水素エコノミーが成熟するま

での間は、水素ステーションで電解する方法か、あるいは小型の原子力プラントの方が市場の要請に応じ

やすい。石油精製などの大口の水素需要に対しては、現在の大型原子力プラントの規模で対応できると

考えられる。

持続的大量供給の条件

　大量のエネルギーの持続的供給可能性は原子力の利点である。ただし、今後 50 年以上の期間を考え

ると、前述のように原子燃料のリサイクル利用が不可欠である。それ故、高速増殖炉による燃料リサイクル

方策の確立と、その核不拡散性との両立が原子力による持続的大量供給の前提条件となる。

生産プラントの安全性

　原子力水素生産プラントの安全性は電解法のように原子炉プラントと水素プラントが分離したものでは、

それぞれのプラントの安全を独立に確保する方策がとられる。

　熱化学法や協働法のように原子炉プラントと化学プラントの複合プラントでは、連結部分に起因するエネ

ルギー的、機械的、物質的事象の安全性への影響を検討しておく必要がある。基本的には中間系統を設

けることにより、原子炉系統との直接的な相互作用を分離し、原子炉プラント部分と化学プラント部分にこ

れまでの安全の考え方を適用することで対応する方向が検討されている。

　このような原子力・化学複合プラントを対象とした合理的な安全論理の構築は重要である。

社会的受容性

　水素エネルギーが将来の輸送用エネルギー・キャリアとして受け入れられるとしても、原子力を利用する

その生産手段が社会に受け入れられるためには、原子力利用が環境・資源などの面から社会にとってベ

ネフィットがあることを早い時期からアピールしていく必要がある。
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　そのためには開発と並行して、生産から消費にわたる関係者が参画した評価・決定のプロセスをとるなど

して進める必要がある。すなわち、現段階から原子力-水素について、技術開発者、生産と利用に関係した

業界、パブリックの代表、国、地方自治体などの政策・行政レベルも含めて、リスク・コスト・ベネフィットを評

価・検討し、意志決定していく段階的なプロセスにより進めることが考えられる。

開発パートナー

　石油精製における水素の需要増の見通し、原子力・化学複合プラントの開発などから、今後の原子力水

素生産プラントの開発における原子力・電力・電機業界のパートナーとして、石油業界、ガス業界、化学業

界などが考えられ、これらの業界による協働的、共生的な取り組みは有効となろう。

４—２ 期待

原子力による水素生産の実用化はどのように進められるであろうか？ 短期的（2000 年代）には、軽水

炉発電と水の電気分解の組み合わせが技術的に実用レベルにあるので、この方式の水素生産がオフピ-
クの電力を利用して可能である。中期的（2010 年代）には、ナトリウム冷却 FBR と中温・化石燃料水蒸気

改質反応との組み合わせが技術的には可能となろう。また、高温ガス炉と高温水蒸気電解法との組み合

わせも有望である。長期的（2020 年代）には、熱化学法と高温ガス炉との組み合わせの実用化が期待さ

れる。

米国では原子力による水素生産を水素エネルギー開発利用の全体計画に統合し政策的に推進しつつ

ある。我が国にとっても、原子力による水素供給は 21 世紀の環境対策を含めた国のエネルギー戦略とし

て長期エネルギー政策上重要な選択である。これらの技術開発および産業化が、水素エネルギー社会の

基盤、環境、インフラの整備とともに、国の長期エネルギー計画・政策に組み入れられて推進されることが

望まれる。

（2004 年 4 月 28 日）
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図１　原子力によるエネルギー供給量

パラメーター　（例）FBR2030-1.3 ＝ FBR 導入 2030 年・増殖率 1.3

WEC-B（参考） ＝ 世界エネルギー協議会(WEC)の原子力供給予測値(Middle course)
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図２　原子力による主な水素製造方法
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表１　検討されている原子力利用の水素製造方法

高温液体金属炉熱(高温）天然ガス熱分解

軽水炉熱（低温）DME＋水水蒸気改質

放射性廃棄物放射線（機能触媒）水放射線分解

高温液体金属炉熱(高温）水熱化学分解

ナトリウム冷却炉熱（中温･膜分離）天然ガス＋水水蒸気改質
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表２　生成する水素熱量の原子炉熱量および化石燃料熱量との比（熱転換率、％）

低位発熱量（LHV）基準

~80 %

-

天然ガス

燃焼加熱

天然ガス天然ガス
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天然ガス熱量

~330 %*~50%~45 %
25 %
~40%
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原子炉
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* メンブレン・リフォーマー（原子炉熱利用効率60%、水蒸気改質･シフト反応収率95%） の場合

エネルギー源

原料原料

方法

熱転換効率
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