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１．本研究の目的  

 

世界のエネルギー消費量は、将来的な人口増加や生活水準の向上により大幅な増大が見込まれてい

る。一次エネルギーとして従来の化石燃料（石油・石炭・天然ガス）への依存が続く場合には、CO2

発生量の増加とそれに伴う地球温暖化、さらにはこれに起因する各種被害の増加が懸念されている。

こうした課題を回避するためには CO2排出量の削減が急務であり、再生可能エネルギー（太陽光・太

陽熱・風力など）や Carbon Dioxide Capture and Storage（CCS）の導入が必要とされている。 

再生可能エネルギーによる発電の導入拡大が CO2排出量削減策として期待されているが、地域的な

偏在が大きな課題の一つであり、世界的に偏在の大きな再生可能エネルギーを国内で利用するために

は、海外の適地で再生可能エネルギーを化学物質に変換し日本に輸送して利用する、「エネルギーキ

ャリア」の導入が必須となる。 

エネルギーキャリアとしてアンモニアは、アンモニア製造時の CO2排出を抑制した「CO2フリーアン

モニア」である必要がある。そのサプライチェーンは、図 1 に示すように大きく再生可能エネルギー

からのルートと天然ガスに代表される化石資源からのルートの 2 つが想定される。 

本研究は、海外で CO2 フリーアンモニアを製造しこれを国内に輸送して発電等に使用する CO2 フリ

ーアンモニアサプライチェーンの商業実装を目指し、技術開発および各種検討を行うことを目的とす

る。 

本研究では、技術・コスト面での課題の多い再生可能エネルギーからの CO2フリーアンモニア製造

法として、再生可能エネルギーからの CO2フリー水素に適した新規アンモニア合成触媒と合成プロセ

スを開発する。さらに、安価な CO2フリー水素製造のための発電技術として、太陽熱発電に用いる高

効率集熱管の開発や蓄熱付き太陽熱発電システムの検討を実施する。さらに、新しい高温水電解技術

として、新水蒸気電解の開発を実施する。また、再生可能エネルギーからのアンモニア製造の適用例

として、地産地消型での製造・利用について検討を行う。 

また、化石資源からの CO2フリーアンモニア製造技術として、CO2回収の容易な天然ガス改質プロセ

スとして AATG プロセスの適用性を検討する。 

さらに、CO2 フリーアンモニアを発電燃料として用いた場合の発電コストおよびチェーンでの CO2

排出量を、天然ガスおよび各種再生可能エネルギーを用いたケースで検討し、既存の発電との比較よ

り優位性を評価する。 

加えて、より短期的な観点で CO2フリーの商業実装に向けて、CO2フリーアンモニアの導入量予測、

海外から発電所への輸送方法、米国・カタール・サウジアラビアにける天然ガスから CO2フリーアン

モニア製造とこれを国内の発電所に供給する際のアンモニア価格の評価を行う。 

CO2 フリーアンモニアの製造、貯蔵、輸送に関連する課題として、アンモニアのリスクに関する検

討、法規制に関する検討、および社会受容性向上に向けて必要となるアクションの検討も行った。 

これらの検討課題の位置づけを併せて図 1 に示す。 
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図 1．CO2フリーアンモニアのサプライチェーンと本研究における主な検討課題 
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２．研究実施体制  

 

研究体制を、研究課題毎に表 1 に示す。各機関の参加機関と実施機関を課題毎に併せて示した。 

 

表 1 研究実施体制 

 全体統括    

   日揮 H26～H30  

       

  ⚫ 再生可能エネルギーからのアンモニア製造プロセス開発   

   ・アンモニア合成触媒の開発・評価および工業試作   

    産業技術総合研究所 

日揮触媒化成 

沼津工業高等専門学校 

H26～H30 

H26～H30 

H27～H30 

 

   ・アンモニア合成実証試験   

    産業技術総合研究所 

日揮 

H26～H30 

H26～H30 

 

   ・アンモニアの吸蔵分離技術開発   

    広島大 

千葉大 

豊田自動織機 

H26～H27 

H26～H27 

H26～H27 

 

   ・再エネからのアンモニア製造プロセス検討   

    日揮 

千代田化工建設 

H26～H30 

H26～H29 

 

     

  ⚫ アンモニアを中心とした実用化調査および LCA   

   エネルギー総合工学研究所 

産業技術総合研究所 

日揮 

H28～H30 

H29～H30 

H28～H30 

 

     

  ⚫ 地産地消型アンモニア製造および利活用の実用化調査   

   北海道電力 

日揮 

H28～H30 

H28～H30 

 

     

  ⚫ AATGプロセスを用いたアンモニアサプライチェーンの検討   

   大阪ガス 

日揮 

H28～H29 

H28～H29 

 

     

  ⚫ 太陽熱発電による水素製造設備への電力供給システムの概略 FS  

   三菱日立パワーシステムズ H29～H30  
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  ⚫ 高温高効率集熱管の開発   

   豊田自動織機 

千代田化工建設 

エネルギー総合工学研究所 

ファインセラミクスセンター 

H26～H30 

H30 

H30 

H26～H30 

 

     

  ⚫ 新水蒸気電解   

   日本触媒 

九州大学 

H26～H30 

H26～H30 

 

     

  ⚫ アンモニア直接利用におけるリスク評価のための予備調査   

   産業技術総合研究所 H30  

     

  ⚫ 非常用アンモニア吸着方法   

   広島大 H30  

      

  ⚫ アンモニアの製造・輸送・貯蔵に関する法規制調査および社会受容性検討  

   大阪ガス 

日揮 

H30 

H30 

 

      

  ⚫ 海外での CO2 フリーアンモニア製造・輸送・供給に関する検

討 

  

   三菱商事 

丸紅 

電源開発 

日本エネルギー経済研究所 

H29～H30 

H30 

H30 

H30 

 

     

  ⚫ 石炭火力へのアンモニア混焼とバイオマス混焼の比較調査   

  石炭エネルギーセンター H30  
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３．研究成果 

３－１．再生可能エネルギー由来の CO2フリー水素を用いたアンモニア合成技術開発 

 再生可能エネルギー由来の CO2フリー水素を原料としたアンモニア合成に適したプロセスおよびアン

モニア合成触媒の開発を行い、これらの成果をもとに実証試験を実施した。 

 

（１）再生可能エネルギーからの CO2フリーアンモニア合成プロセス検討 

再生可能エネルギーからの CO2フリーアンモニア合成プロセスに必要とされる要件を整理し、開

発するアンモニア合成触媒の使用条件、目標値を設定した。さらに、低温・低圧でのアンモニア合

成プロセスの検討を行い、消費エネルギーおよびプラントコストの面で優位性を有することを確認

した。 

（２）低温で高活性なアンモニア合成触媒の開発 

再生可能エネルギーからの CO2フリーアンモニア製造を目的に、低温で高活性なアンモニア合成

触媒の開発を行った。酸化物担持 Ru 触媒について、Ru/MgO 触媒の改良および Ru/CeO2の開発を行

い、本研究の実証試験に使用する触媒として Ru/CeO2を選定した。Ru/CeO2触媒について、反応温度 

325-425℃、ゲージ圧力 0-2.5 MPa、原料ガス組成 H2/N2 = 0.25-4で、反応条件に対する NH3合成活

性のマッピングを行った。また、高圧条件下における Ru 系触媒上のアンモニア生成挙動の動的解

析を行うとともに、触媒の改良に取り組んだ。 

さらに、炭素担体を用いた触媒について、メソポーラスカーボン（MPC）と活性炭（AC）を担体

とする触媒の検討を行った。活性炭担体触媒は、担体となる活性炭の前処理が重要であり、最適な

活性炭と前処理条件の選定、触媒組成の最適化検討を行い、低温で優れた性能を持つ Ru-Cs/C触媒

を開発した。また、MPC担体触媒は AC担体触媒に比べて低温で高い活性を発現することを見い出し

た。特に Cs-Ru/MPC-1800 触媒が高い活性を発現することを明らかにし、炭素材料担体の表面状態

や細孔構造が活性に影響することを示唆する結果を得た。 

前述のラボで開発された触媒系のうち、工業製造に至れる触媒として Ru/CeO2と Ru-Cs/C 触媒を

選定し、工業製法を検討した。Ru/CeO2触媒は数 10L規模、Ru-Cs/C系は、10L 規模での製造を実施

し、工業スケールの製造処方の基礎を固めた。これらの触媒を、次項で述べる実証試験に供した。 

（３）アンモニア合成の実証試験 

開発したアンモニア合成触媒およびプロセスの実証を目的とした実証試験装置を、産業技術総合

研究所福島再生可能エネルギー研究所（FREA）に設置した。アンモニア製造能力は 20 kg/dayであ

る。実証装置の概略フローと外観を図２，３に示す。 

この試験装置を用いて、開発した２種類のアンモニア合成触媒の性能評価試験を実施した。その

結果、2 種類の触媒ともに、反応器入口温度 400℃以下、反応圧力 5MPaG において、目標とする

水素転化率 24%を達成できる事を確認した。Ru/CeO2触媒による試験は、9 Run、積算運転時間 650 hr

の試験を実施し、延べ約 130 の反応条件で触媒性能データの取得を行った。この間、装置の起動停

止や反応条件の変更などを頻繁に実施したが、触媒性能は非常に安定しており劣化は見られず、プ

ロセスとしても制御が容易で安定して運転できることを確認した。さらに、Ru-Cs/C 触媒について

も性能試験を行い、Ru/CeO2触媒に比べて低温での活性が非常に優れていることが確認できた。 



6 

 

 

 

図 2 アンモニア合成実証試験装置概略フロー   図 3 アンモニア合成実証試験装置外観写真 

 

本研究が目指す CO2フリーアンモニアのバリューチェーンを一気通貫で実証することを目的とし

て、再生可能エネルギーを用いて製造された CO2フリー水素を用いたアンモニア合成と、合成した

CO2フリーアンモニアを燃料としたアンモニアガスタービン燃焼試験を実施した（図４）。試験は、

産総研 FREAの設備を用いて、20kWの太陽光発電で得られた再エネ電力で PEM 電解装置により CO2

フリー水素を製造した。これを実証試験の原料水素として、実証試験装置で CO2フリー水素を原料

に CO2フリーアンモニアの製造試験を実施し、CO2フリーの再エネ水素を用いてもプロセスの運転性

や触媒性能に変化は見られず、安定して CO2フリーアンモニアを製造できることを確認した。さら

に、実証試験で製造したアンモニアガスタービンの燃料として提供し、アンモニアガスタービンに

よるアンモニア専焼で安定した燃焼ができ、約 47kW の発電に成功した。 

 この試験は図４に示すような、再生可能エネルギー出発の CO2フリーアンモニアのバリューチェ

ーンを模擬的ではあるが一気通貫で実証したものであり、世界で初めての成功である。 

 

図 4 再エネ由来の CO2フリーアンモニアを用いたバリューチェーン実証 
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３－２．安価な CO2フリーアンモニア製造に向けた要素技術開発 

（１）高温高効率集熱管の開発 

再生可能エネルギー由来の電力による水電解で CO2フリー水素を安価で大量に製造するためには水

電解装置に電力を 24時間安定供給できる集光型太陽熱発電が有力である。本研究では、～650℃とい

う高温かつ高効率な太陽熱供給システムを実現するための要素技術として、集光した太陽光を高効率

で熱に変換する太陽熱集熱管の開発を行った。 

 

①光学選択膜の開発 

650℃以下という従来にない高い作動温度帯にて

光学選択膜（図 5）の変換効率を高めるためには、

優れた選択吸収性が必須である。こうした特性を有

する 650℃対応の光学選択膜の開発を行い優れた太

陽光吸収性と高い耐熱性を得ることに成功した。こ

の 650℃対応の光学選択膜では、想定される作動温

度帯 400～650℃の平均変換効率として 85.5%を達成できる見込みとなり、目標とした 83%以上をク

リアできた。 

650℃対応光学選択膜にて培った技術をもとに、実際のパラボラトラフ型コレクターでの性能実

証が可能な 550℃対応の集熱管および光学選択膜の開発へと展開し、作動温度帯 300～550℃の平均

変換効率として 90.0%を達成でき、目標とした 88%以上をクリアした。また、その積層構成におけ

る赤外低放射層を最適化し、ステンレス基材上での 600℃、25年以上の耐熱性確保に成功した。 

②反射防止膜の開発 

集熱管は吸収管とガラス管の真空二重管構造（図 5）であり、ガラス管の外側は雨や砂などに曝

され、汚れた場合には洗浄するため耐久性が求められる。一方、内側は真空であり外的接触物はな

い。そこで、内側には透過率の高い構造を、外側には耐擦り性の高いハイブリッド構造を開発した。

ハイブリッド構造を実現するためのガラス管内側と外側を塗り分ける方法として、「基材横回転方

式」を選定した。試作装置の導入を行い最終的に海外実証試験用の 20 本の試作を実施した。その

結果、全ての試作品で目標の 96％以上の透過率が得られた。また、試作した試験片を海外研究機関

(DLR)にて、耐磨耗試験及び実際の使用環境を想定したサンドストーム試験を実施した。その結果、

中東北アフリカでの暴露試験の５年相当の寿命が得られることが分かり、通常２年程度といわれる

膜の２倍以上の寿命となる予測が得られた。 

③集熱管製造プロセス技術開発 

集熱管の試作を実施するために製造プロセスの技術開発を行い、試作装置を導入した。反射防止

膜の成膜装置の他、光学選択膜を高速で安定的に成膜するための高速成膜制御装置及び安定化成膜

制御装置を導入することにより光学選択膜を高速かつ安定的に成膜することができ、実証試験に用

いる集熱管の試作に貢献した。さらに、真空封止プロセスにおいては、金属管に電流を流してジュ

ール熱で直接加熱し、残存ガス排出する直接加熱方式を用いた試作設備を導入しプロセス時間の短

縮を図った。 

図 5 集熱管の構造 
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④ 550℃集熱管の試作 

集熱管の構造設計では、400℃仕様、650℃仕様の設計、

試作を実施しその経験に基づき最終年度の実証評価に向

けた 550℃仕様の集熱管を設計、試作した（図 6）。端部の

ベローズやフランジの最適設計を実施しアクティブエリ

ア率では 96％（他社 95.4％）を得ることができた。ベロ

ー単体の評価、及び最終年度の集熱管への実装状態での耐

久テストも実施し、25 年のプラント寿命での伸縮回数約

１万回に対し２倍以上の耐久性を確認することができた。

その他、550℃仕様集熱管の各試作プロセス条件の最適化、装置の改良を実施し、20 本の海外実証

用集熱管の試作を実施、完了した。 

⑤実証評価(国内) 

集熱管の性能を評価する上で「放熱量」と「集熱効率」が重要である。集熱効率評価について、

600℃対応集熱管の集熱効率（400～600℃平均 75.6%）を明らかとするとともに、集熱性能を高めた

550℃集熱管（300～550℃平均 84.3%）にてより高い変換効率が得られることを実証できた。 

⑥実証評価（海外） 

 試作した集熱管の性能を実際の太陽光を用いて評価する目的で、ENEA（イタリア）の所有する硝

酸系溶融塩を熱媒体とし 550℃の熱を供給する屋外試験プラントにて試験を実施した。太陽光集光

時の各温度での効率、放熱量のデータ採取を実施し、その結果を経済性評価のための計算パラメー

タとして用いた。このほかにも、テストピースによる反射防止膜の耐久性評価やベローの高温での

伸縮耐久性試験、及び屋内での放熱量の測定も実施した。屋内での放熱量評価に関しては国内（JFCC）

での評価結果と合わせて検証し他社カタログ値に対して平均で 15～20％以上を低減できる結果を

えることができた。 

⑦ 集光集熱効率の計算 

経済性の評価に必要な基礎データを提供するため、開発した集熱管の集光集熱効率を計算した。

これらの計算において正確なモデル化が難しい要因については、DLRおよび ENEAで行われた各種試

験のデータから工学的な相関式を求め、それを計算モデルに組み入れた。これにより、計算上の理

想的な効率ではなく、現実にかなり近い値が得られるようになった。開発した集熱管だけでなく、

既存の他社品についても効率の計算を行い、比較可能な集光集熱効率のデータを得た。 

⑧ 発電単価計算 

エネルギー総合工学研究所の計算結果を基に経済性の検討を実施した。検討は発電出力 100MW

規模の商業規模で行い、既存の集熱管と開発した集熱管を用いた場合のプラント性能（年間の発電

量）、プラントコスト、発電単価を比較した。検討の結果、開発した集熱管を用いることで放熱損

失を大幅に低減させることができるため、プラント性能は 4.1％向上、プラントコストは 0.1％増加、

発電単価は 3.9％低下できることが確認された。 

   

図６ 集熱管試作品 
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（２）新水蒸気電解 

太陽熱エネルギー高温高効率集熱システムと組み合わせることが可能で、作動温度が 600°C 以下の

新しい水蒸気電解技術について検討を行った。具体的には、600°C 以下の温度域で化学的安定性と導

電性を両立したプロトン伝導性酸化物を電解質として使用し、当該電解質と組み合わせる高活性な電

極材料、これらを組み合わせた電解セルの開発および、高効率に作動する水蒸気電解セルスタックの

設計・試作を実施した。 

 本研究課題では、電解質電極支持型薄膜電解セルを改良する形で、アノード作製条件を最適化した

電解セルを検討し、電解セルの電流効率が従来セルの 41%に対して 82%に向上した。さらに、カソー

ド材料の最適化、電解質材料として Ba 系プロトン伝導性酸化物の適用により、セル端子電圧を改善

した。 

次に、電解セルの耐久性向上を検討した。電解セルの構成として電解質層の薄膜化を検討した。当

該電解セルの連続耐久性試験における 1000 時間当たりのセル端子電圧上昇率は 0.2%、電流効率低下

率は 2.1%に改善し、水素電力原単位上昇率は 2.3%であった。連続試験後の電解セルについて分析を

行い、電流効率の経時的な低下の要因を明らかにした。 

これらの成果を基に、平面型実寸サイズ 100mm×100mm（電極面積 90mm×90mm）の電極支持型

薄膜電解セルを作製した。ガスシール方法および集電方法を中心に検討し、水素ガスシール性、集電

性が初期の仕様に対して大幅に向上する仕様を見出し、実寸単セルのセル端子電圧は 1.39V、電流効

率は 82%であった。さらに、開発した平面型実寸サイズを用いたスタックについて 3 枚セルスタック

と 10 枚セルスタックを設計、試作した（図 7）。3 枚セルスタックで、セル平均端子電圧は 1.54V、

電流効率は 83%、水素生成速度は 14NLh-1であった（図 8）。 

 

図 7 10枚セルスタックの外観 

 

図 8 改良スタック構成における 3 枚セルスタックの水蒸気電解特性 
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３－３．アンモニアチェーンの社会導入に向けた実証検討 

CO2フリーアンモニアチェーンの社会実装に向けた実証試験について、２つの検討を行った。 

（１）国内での地産地消型アンモニア製造および利活用の実用化調査 

北海道における太陽光発電からの電力を用いた水電解による水素製造、アンモニア製造プロセス

を検討した。コスト低減には、太陽光発電変動への対応がポイントであり、プロセス構成および運

転方法による対応に関して最適化検討を行うことで、目標とするコストに近づくことができた。 

（２）海外での再生可能エネルギーからの CO2フリーアンモニア製造 

太陽光などの再生可能エネルギーを用いて CO2フリー水素を製造し、これを既存のアンモニア製

造プラントに供給して CO2フリーアンモニアを含むアンモニアを製造するスキームについて、その

フィージビリティを検討した。その結果、再生可能エネルギーの変動対応や水電解コストの低減が

重要であり、安定した出力の得られる再生可能エネルギーを用いる事でコストを低減できる事が確

認された。 

 

３－４．AATGプロセスを用いたアンモニアチェーンの検討 

天然ガスから CO2 フリーアンモニアを製造する改質プロセスとして AATG プロセスの適用性を検

討した。CO2削減時の効率、CAPEX, OPEX を既存プロセスと比較検討した結果、AATG プロセスを

用いることで、CO2 回収率を高めても既存プロセスに比べてアンモニア製造コストを低減できること

が確認された。 

 

３－５．アンモニアを中心としたエネルギーキャリアの実用化調査 

（１）発電コストの評価 

発電燃料としてのアンモニア製造価格、およ

び最終的な発電コストを推算する実用化調査を

行った。 

まず、水素発電の導入初期を想定し、天然ガ

ス改質、太陽光、水力、蓄熱付き太陽熱からア

ンモニアを製造するケースについて、アンモニ

ア製造コストを算出した。さらに、海上輸送な

どのサプライチェーンのコストを評価し、アン

モニアを用いた各種発電（NG との混焼、石炭

との混焼、および NH3専焼）における発電コ

ストを検討した。国内での CO2 処理費用が海

外に比べて高い場合には、石炭火力と、石炭

火力に CO2フリーアンモニアを 20%混焼したケースでの CO2フリー発電のコスト差はわずかであり、短

中期的な CO2排出削減対策としてアンモニア-石炭混焼発電の導入する意義があるといえる（図 9）。一方

で、導入初期ケースでは、再生可能エネルギーからのアンモニア製造・発電は、天然ガスケースに比べ
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図 9  CO2フリー発電コストの比較 
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て高価という結果となった。 

さらに、将来的な技術改良を考慮した技術進展ケースでの検討を実施した。その結果、アンモニア専

焼発電を行う事で、LNG 専焼発電＋国内 CCS とほぼ同等の発電コストを期待できる事が明らかとなっ

た。また、再生可能エネルギーベストケースでは、LNG 専焼発電＋国内 CCS とアンモニア専焼発電の

コスト差も小さく、再生可能エネルギーからのアンモニアが現実的に適用可能なコストレンジに入って

くると考えられる。 

（２）LCA の評価 

CO2フリーアンモニアを用いた発電のライフサイクル全体からの CO2排出量を評価し、既存の発電技術

と比較した（図 10）。石炭に 20%アンモニア混焼するケース（NH3混焼 NG-2）では、混焼により CO2

排出量を 17%削減できる結果となった。さらに、CO2フリーアンモニア専焼ケース（NH3 専焼 NG-2）

では、石炭専焼＋CCS よりも CO2 排出量削減が可能であり、CO2 フリーアンモニア導入によるライフサ

イクルでの CO2排出量削減が期待できる事が確認できた。 

さらに、アンモニア製造プロセスに CCS を組み合わせることによって、アンモニア混焼発電はバイ

オマス混焼発電とほぼ同等のライフサイクル CO2排出量となることがわかった。 

 

 

図 10 NH3混焼・専焼発電の CO2排出量 

 

３－６．天然ガスからの CO2フリーアンモニアの供給検討 

（１） 国内発電所への CO2フリーアンモニアの導入量の推定 

国内発電所への CO2フリーアンモニアの導入量について、電源構成モデルを用いた推定を行った。 

電源構成モデルは、日本全国の電力系統を表現し、需給バランスや、発電所の負荷追従性能など、

電力システムに係る各種制約条件を踏まえた上で、総費用が最小となる電源構成と年間運用パターン

を求める数理計画モデルである。石炭火力発電所での CO2フリーアンモニアの混焼利用の導入量を予

測した結果、2030 年で発電量の 5％、2035 年で 7%の導入が予測された。 

（２）物流の検討 

CO2 フリーアンモニアの生産国は世界各地に展開していくと考えられ、燃料として導入が期待され
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る発電所も、日本各地に展開することが予想される。従って、海外各生産地での生産量及び国内各発

電所の需要量（需要パターンも含む）のもとでの適切な配船計画について、配船計画モデルを新たに

開発して最適化シミュレーションを行った。これをもとに、2030 年および 2035 年におけるアンモニ

アの輸送方式および必要なアンモニアタンカーのサイズ・隻数の推定を行った。 

（３） CO2フリーアンモニアの供給価格の評価 

短期的には CO2フリーアンモニアを安価に製造する方策として、天然ガスを原料として従来法でア

ンモニアを製造し、副生する CO2を回収して CCS あるいは EOR で隔離するケースにおける CO2フリー

アンモニアの日本への供給価格の検討を行った。米国・カタール・サウジアラビアを候補地として、

それぞれの場所で CO2 フリーアンモニアを製造する場合の設備コストおよび運転コストを算出した。

これを基に、日本への輸送費や IRRを考慮したアンモニア供給価格を算出した。 

いずれの製造候補地でも、目標とするアンモニア価格で供給できることが明らかとなった。一方で、

表２に示すように CCS/EOR の実現性や市場の透明性（制度の整備やルールの透明性）、建設コストの

面などで、それぞれの候補地に一長一短があることも明らかとなった。 

表２ 各 CO2フリーアンモニア生産候補地の特徴 

 

 

３－７．エネルギーキャリアとしてのアンモニアの貯蔵・輸送関連技術の検討 

（１）法規制の調査 

エネルギーキャリアとしてのアンモニアの大量導入に向け、法規制面での将来的な対応の必要性に

ついて、エンジニアリングの観点から検討を行った。コスト面、運用面で影響が大きいと思われる項

目の抽出を行い、海外での法規制・ガイドラインの調査を実施した。この結果と国内法規制との比較

より、今後検討を要する項目を抽出した。 

（２）社会受容性に関する検討 

エネルギーキャリアとしてのアンモニアの社会実装に向けて、アンモニアに対する社会受容性を高

めていくことが重要である。このため、アンモニアに関する認知度調査、リスク認知に関する検討、

他の技術開発での社会受容性への取り組みを基に、社会受容性を効果的に高めるコミュニケーション

サウジアラビア その他中東 北米

市場へのアクセス
(制度・透明性）

不透明 不透明 市場原理

原料のアベイラビリティー
（価格・政策）

競争力あり
国内需給が制約

競争力あり
指標あり

（Henry Hub）
市場原理

CCS/EOR
政策が不透明

(ポテンシャル大)

政策が不透明
(ポテンシャル大)

EOR事業との連携要
市場原理

（ポテンシャル大）

プラントコスト ー ー 高い

日本への輸送コスト やや有利 やや有利 やや不利

市場形成
(当面の課題)

2国間交渉
(国営石油/ガス会社)

政府の支援
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ビジネスベース
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（資金面での支援）
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戦略および訴求シナリオを策定した。 

 

３－８．まとめ 

 

⚫ 再生可能エネルギー由来の CO2フリー水素を用いたアンモニア合成技術開発 

 低温・低圧で高活性なアンモニア合成触媒として、Ru/CeO2および Ru-Cs/C の 2 種類の触

媒を選定し、組成や調製法の最適化を行った。さらに、工業製造法を確立し、実証試験触媒の

試作を行った。 

 開発した触媒を用いた実証試験を行い、開発触媒の高い性能と安定性を確認するとともに、

反応器設計に必要なエンジニアリングデータを取得した。 

 さらに、本研究が目指す CO2フリーアンモニアバリューチェーンの実証を行った。再生可能

エネルギー由来の CO2フリー水素を用いた低温・低圧でのアンモニア合成を行い、問題なく CO2

フリーアンモニアが合成できることを確認した。さらに得られた CO2フリーアンモニアをアン

モニアガスタービンで燃焼し、発電に成功した。 

⚫ 高温高効率集熱管の開発  

～650℃という高温の太陽熱集熱システムに対応できる高効率の集熱管の技術を開発し、その

製造プロセスを構築した。さらに、この成果を活かして 550℃集熱管を開発・試作し、プラン

ト実証によりその高い性能を確認した。 

⚫ 新水蒸気電解 

プロトン伝導性酸化物を電解質として使用した作動温度が 600°C 以下の新しい水蒸気電解

技術を開発した。電解質材料、電極材料の最適化を行うことで電流効率の向上を図り、平面型

実寸サイズ 100mm×100mm（電極面積 90mm×90mm）の電極支持型薄膜電解セルを作製した。

さらに、この平面型実寸サイズを用いたスタックについて 3 枚セルスタックと 10 枚セルスタ

ックを設計、試作した。 

⚫ アンモニアチェーンの社会導入に向けた実証検討 

CO2 フリーアンモニアチェーンの社会実装に向けた実証について、北海道における太陽光発

電からの電力を用いた水素・アンモニア製造とアンモニア利用、ならびに海外での再生可能エ

ネルギーからの CO2フリーアンモニア製造について検討を行った。いずれも、コストダウンが

キーポイントである。 

⚫ アンモニアを中心としたエネルギーキャリアの実用化調査 

 天然ガスかおよび各種再生エネルギーから発電燃料としてのCO2フリーアンモニア製造コス

トを算出し、アンモニア混焼・専焼発電における発電コストを、従来法と比較した。さらに、

将来的な技術改良を考慮した技術進展ケースでの検討を実施した。その結果、導入初期では、

石炭・アンモニア混焼がコスト的にも実現可能であり、技術進展ケースでは LNG 専焼発電＋

国内 CCS とアンモニア専焼発電のコスト差も小さく、現実的に適用可能なコストレンジに入

ってくることがわかった。 
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 さらに、CO2フリーアンモニアチェーンの LCA 評価を行い、CO2フリーアンモニア混焼ある

いは専焼により、CO2排出量を削減できる事を確認した。 

⚫ 天然ガスからの CO2フリーアンモニアの供給検討 

 2030 年、2035 年時点での石炭火力へのアンモニア混焼導入量について、電源構成モデルに

よる予測を実施した。また、海外から各発電所への CO2フリーアンモニアの輸送について、配

船計画モデルにより、配送網や必要なタンカーサイズ・隻数を検討した。 

 さらに、米国・カタール・サウジアラビアでの CO2フリーアンモニアを製造し、日本に輸入

した際の価格検討を行い、目標とするアンモニア価格で供給できることが確認された。 

⚫ エネルギーキャリアとしてのアンモニアの貯蔵・輸送関連技術の検討法規制の調査 

エネルギーキャリアとしてのアンモニアの大量導入に向け、法規制面での将来的にコスト面、

運用面で影響が大きいと思われる項目について、海外での法規制・ガイドラインの調査を実施

し今後検討を要する項目を抽出した。 

また、アンモニアに対する社会受容性の向上を図る目的で、アンモニアに関する認知度調査

等を実施し、社会受容性を効果的に高めるコミュニケーション戦略および訴求シナリオを策定

した 
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３－９．今後の課題 

⚫ アンモニア合成触媒の開発については、低温・低圧での更なる活性向上ならびに広い反応条件

で高活性を保持する触媒の改良が必要である。触媒の改良に向けては、活性発現機構解明に関

する研究も重要である。一方で、Ru 系触媒の商業実装にあたっては更なる触媒改良、特にコ

スト・資源量の観点でメタル使用量低減を図る必要がある。 

⚫ 再生可能エネルギーからの CO2フリーアンモニア製造については、①商業化に向けたスケール

アップ、②再エネ変動を考慮した統合実証の 2つが課題となる。 

①のスケールアップについては、数 ton～数 10ton/day 規模の商業実証 PJ を進める必要があ

り、これに適した案件の開拓が必要となる。②の統合実証については、再エネ発電を水電解・

アンモニア製造に直接つなげることで、再エネ発電の変動に応じた全体の統合運転/変動運転

の実証を今後進めてゆきたい。 

⚫ ～650℃という高温の太陽熱集熱システムに対応できる高効率の集熱管の技術を開発し、550℃

でのプラント実証によりその性能を広く世界に示すことができた。ただし、現時点での集光型

太陽熱のプラントは 400℃が主流であるが、今後その高効率、低コスト化に向けて高温化への

期待は益々大きくなると考えられる。よって本研究にて得られた高温高効率の集熱管の技術は

今後欠かせないものになると信じ、当面は開発した技術に関心を示す企業等との協力体制を構

築することを含め、本技術による事業展開を模索して行く。 

⚫ 新水蒸気電解の実用化に向けて、電解セルの更なる耐久性の向上、セル量産化技術の確立、・

スタック技術の改良、システム技術の検討に取り組むことが必要になる。 

⚫ 2020 年代半ばの石炭火力でのアンモニア混焼導入に向けて、短期的には天然ガスからの CO2

フリーアンモニア製造の実現が求められる。本研究で検討した米国・カタール・サウジアラビ

アの案件について、より具体的なフィージビリティスタディを進めるとともに、他の候補地に

ついても検討を進める必要がある。これらの検討には、相手国との協議が必要となることから、

METIをはじめとした各関連機関の協力が必要となる。 

⚫ アンモニアに関する国内法規制については、今後の社会実装を睨んでその優先順位を整理し、

必要に応じて規制緩和などを規制官庁に働きかけていく必要がある。また、社会受容性の面で

は、アンモニアに関する一般公衆の認知の促進が急務である。これらの取り組みにおいては、

行動主体となる組織体を作り、そこが中心となって活動していく必要がある。 
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４．外部発表実績  

（単位：件数） 

学会発表 講演 査読付論文 査読なし論文 取材 合計 

64 39 5 16 7 131 

 

 

５．特許出願実績  

 出願番号 発明の名称 出願年月日 出願人 

1 特願2017-140063 アンモニア合成触媒 H29.7.19 産業技術総合研究所 

2 特願2018-49745 アンモニア合成触媒 H30.3.16 産業技術総合研究所 

3 PCT/JP2018/026953 アンモニア合成触媒 H30.7.18 産業技術総合研究所 

4 特願2018-53494 アンモニア合成用触媒の製造方法 H30.3.20 日揮触媒化成 

5 特願2014-178834 太陽熱集熱装置及びその製造方法 H26.9.3 豊田自動織機 

6 特願2014-175783 太陽熱集熱管用管部材 H26.8.29 豊田自動織機 

7 特願2014-175437 太陽熱集熱管用管部材 H26.8.29 豊田自動織機 

8 特願2014-180230 太陽熱集熱管用管部材 H26.9.4 豊田自動織機 

9 特願2015-131154 太陽熱集熱管及び太陽熱発電装置 H27.6.30 豊田自動織機 

10 特願2016-015519 太陽熱集熱管及びその製造方法 H28.1.29 豊田自動織機、ファイ

ンセラミックスセン

ター 

11 特願2016-015492 太陽熱集年間及びその製造方法 H28.1.29 豊田自動織機、ファイ

ンセラミックスセン

ター 

12 特願2016-015505 太陽熱集熱管 H28.1.29 豊田自動織機、ファイ

ンセラミックスセン

ター 

13 特願2016-217138 太陽熱集熱装置 H28.11.7 豊田自動織機 

14 特願2016-217146 太陽熱集熱装置 H28.11.7 豊田自動織機 

15 特願2017-073668 集熱管 H29.4.3 豊田自動織機 

16 特願2017-092999 太陽熱集熱管の製造方法 H29.5.9 豊田自動織機 

17 特願2018-150307 太陽熱集熱管 H30.8.9 豊田自動織機、ファイ

ンセラミックスセン

ター 

18 特願2015-88544 水蒸気電解用セル H27.4.23 株式会社日本触媒 

19 特願2015-199752 水蒸気電解用セルおよびその製造

方法 

H27.10.7 株式会社日本触媒 

20 特願2015-199753 水蒸気電解用セル H27.10.7 株式会社日本触媒 

21 特願2017-072966 水蒸気電解用セル H29.3.31 株式会社日本触媒 

22 PCT/JP2015/64538 

(特願2014-153129、   

特願2014-15130) 

水蒸気電解用セル H27.5.20 株式会社日本触媒 
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23 特願2019-025772 アンモニア除去剤、アンモニア除去

方法及びアンモニア除去システム 

H31.2.15 豊田自動織機、広島大

学 

24 特願2016-009076 アンモニア合成装置、およびアンモ

ニア合成方法 

H28.1.20 豊田自動織機 

25 特願2016-028191 アンモニア分離装置 H28.2.17 豊田自動織機 

26 PCT/JP2015/61989 太陽熱集熱装置及びその製造方法 H27.4.20 豊田自動織機 

27 PCT/JP2016/84339 太陽熱集熱管及びその製造方法 H28.11.18 豊田自動織機、ファイ

ンセラミックスセン

ター 

28 PCT/JP2016/84341 太陽熱集熱管 H28.11.18 豊田自動織機、ファイ

ンセラミックスセン

ター 

29 PCT/JP2016/84342 太陽熱集熱管 H28.11.18 豊田自動織機、ファイ

ンセラミックスセン

ター 

30 PCT/JP2018/008365 集熱管 H30.3.5 豊田自動織機 

31 PCT/JP2018/008379 太陽熱集熱管の製造方法 H30.3.5 豊田自動織機 

32 PCT/JP2017/036557 太陽熱集熱装置 H29.10.9 豊田自動織機 

33 PCT/JP2017/036558 太陽熱集熱装置 H29.10.9 豊田自動織機 

34 PCT/JP2016/065583 太陽熱集熱管及び太陽熱発電装置 H28.5.26 豊田自動織機 
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