Case 02 水素ステーション建設

排気ガスのないクルマで向かう未来。
独自の水素ステーション建設に見る、
クリーンエネルギー社会の可能性
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脱ガソリン・脱ディーゼルという世界的な動きの中で、地球温暖化抑制の効果が大きく期待される燃料電池自動車。
水素から発生させる電気でモーターを回すため、CO2がいっさい発生せず、水だけが排出される究極のエコカーです。
国も普及を推進していますが、電気自動車やハイブリッドカーに比べると、まだまだ限定的な存在に留まっています。
自動車やバスへの燃料充填に欠かせない、水素ステーションの整備をいかに加速させられるか ― 。
中部国際空港セントレアと、東京・大井における、日鉄P&E独自の水素事業への挑戦について紹介しましょう。
東京大井水素ステーション

クリーンな水素社会の実現に向け、
国をあげて取り組んでいく

ーです。その優位性にスポットがあた

がきられたのです。
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「CO2の排出量を2030年までに2013

していくことは、社会生活や経済活動

年度比26%削減」という明確な目標を
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は自動車燃料としての実証試験も重ね

を日本政府は表明したのです。

んできました。世界がクリーンなエネ

てきました。2014年には、世界初の量

翌2016年には、
〈水素・燃料電池戦

ルギーを模索する中、最近では大型バ

産型燃料電池車（以下FCV）発売へと

略ロードマップ〉が経産省により改訂
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セントレア水素ステーション／東邦ガス株式会社
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業を経てパッケージ化にこぎつけ、今
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後の提案にも生かせる形になりました。
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次代を担う若手たちが夢を抱いてい

11

るという事実は、水素社会を実現する
大きな推進力にもなるはずです。

水素の出荷や可動式にも対応できる、
大規模ステーション建設

大勢の作業員たちへの新型コロナウ
イルス感染症対策に万全を期しながら
最終調整を行い、
〈東京大井水素ステー

次なる挑戦の場となったのが、
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ション〉はこの８月に開所する予定です。
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安定した供給が担保できる２系統の水
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その普及に貢献しながらも、水素ステ
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バンクローテーションで制御される蓄圧器ユ
ニット。東京大井水素ステーションでは、中圧
段、高圧段と２段階に分けて圧力を高め、出
荷用トレーラーには中圧段で充填する。写真
は高圧段の蓄圧器ユニットで、２本×３バンク
×２系列からなる。

東京都の思いのもと、大会期間中には
選手たちの移動にも使用される約500
台のFCVとFCバスの24時間運行が計

Q

画されていました。近郊の水素ステー
ションへの供給元としての役割も担っ
ていたため、何としても大会までに間
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化石燃料

に合わせる必要があったのです。

工業プロセスの副産物
副生ガス

バイオマス
メタノールや
メタンガスなど

場管理にあたるなどの対応に追われま
した。そんな中で現場担当者たちの励

バイオマス→メタノールなど

みになったのは、入社したばかりの社

自然エネルギー

員からの言葉でした。
「未来を感じる水素に携わりたいと思

精製

（水素が多く含
まれているガス）

素

た他、夜間工事も含めた三交代制で現

コークス炉ガスなど

水

られた敷地で複数の工事を同時進行し

熱
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（水蒸気改質法、部分酸化法、自己熱改質法など）

うようには集められません。資機材の
納品や人員の手配状況に合わせて、限

大きくは、この４つ。
製造プロセス

石油、石炭、
天然ガス

大会開催に向けた各競技場の建設ラ
ッシュもあり、作業員や資材、重機も思
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水素はどんな原料から、
どうつくられるのか？

水
風力・太陽光→電気

熱
触媒

電気
水の電
気分解

い、この会社を選びました」
C u s t o m e r ’s Vo i c e

水素社会の実現に向けた取り組みに、今後も期待しています
当 社 グループの長期ビジョンでは、
「低炭素・循環

規模を２倍としている他、首都圏にある他の当社ステー

型社会」
「デジタル革命の進展」
「ライフスタイルの変

ションへのトレーラでの水素出荷機能も備えており、

化」に着目しており、再生可能エネルギー事業や水素

世界的にも大規模なステーションとなっています。

事業の推進は、
「低炭素・循環型社会」を目指す上で一
つの鍵になると考えています。
「東京大井水素ステーション」は首都圏の水素供給

持続的かつ安定的なクリーンエネルギーの一つと
して本事業を推進してこられた貴社には、今後もその
一翼を担っていただくことを期待すると共に、水素社

体制強化を目的として計画され、FCVのみならず、 会の実現に向けた取り組みを引き続きお願いしたい
都が導入を進めるFCバスの需要を取り込むため設備

と思います。

ENEOS株式会社
水素事業推進部
部長

辻 正寿 様
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