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１ 水素基本戦略の策定について 

２ 前回WG・戦略協議会での委員からの主なご意見 

３ 長期的なエネルギー政策に関する国内外の動き 

４ CO2フリー水素利用に関するパリティ条件の検討 

５ まとめ 

 



水素基本戦略のポイント 

○ 2050年を視野に入れたビジョン＋2030年までの行動計画 

○ 水素を再エネと並ぶ新たなエネルギーの選択肢として提示 

     ⇒ 世界最先端を行く日本の水素技術で世界のカーボンフリー化を牽引 

○ 目標：ガソリンやLNG と同程度のコストの実現 （現在: 100円/Nm3 ⇒ ‘30年: 30円/Nm3 ⇒ 将来: 20円/Nm3） 

③利用側の取組 

○FCV/FCバス/水素ステーションの普及加速 

 ‘20年代後半のFCV関連ビジネス自立化に向け、 
①低コスト化技術開発（ステーションコストを’20年までに半減）、 
②規制改革（ステーション無人化の実現等）、 
③ステーションの戦略的整備（来春設立の新会社が整備加速）  

   を進める。 

 FCVのみならず、バス、フォークリフト、さらには、トラック、船等への用
途展開により水素利用の横展開。 

○水素発電の商用化・大量消費 

 世界初の水素発電所（神戸）が年明けから実証運転開始するなど、
‘30年頃の商用化に向け、実証・技術開発を推進。 

①②供給側の取組 

○国際的なサプライチェーン構築により大量輸入 

 日オーストラリア間／日ブルネイ間の国際水素輸送プロジェクト
により、褐炭水素製造や水素の大量輸送技術の開発を進め、’30
年頃の商用化を目指す。 

○地域の再エネを最大限活用 

 福島（浪江町）の水素拠点化に向け、世界最大級の再エネ水素
製造実証を通じて、将来の余剰再エネ活用の先駆けとする。福島産
水素は’20年オリパラでも活用。 

○安価な原料で水素を大量製造 

 褐炭（石炭の1/10以下） や海外再エネ（国内の1/10程度）を活用。 

 
① 安価な原料（＝海外褐炭、余剰再エネなどの活用） 

② 大量に製造・輸送するためのサプライチェーンの構築 

③ 大量の利用（自動車 ⇒ 発電 ⇒ 産業）     

【供給側】 

【利用側】 ・・・ 

供給と利用の両面での 
取組が必要 

＜水素の低コスト化のための３条件＞ 
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水素基本戦略のシナリオ 

供給 

利
用 

コスト 

モ
ビ
リ
テ
ィ 

現状 2030 将来目指すべき姿 

発
電 

化石燃料由来水素 
（副生水素、天然ガス改質） 
 

国際水素ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ構築 
国内再エネ由来 
水素製造技術確立 

CO2フリー水素 
（褐炭×CCS、再エネ活用） 

30円/Nm3 

（1/3以下） 

～100円/Nm3 

（ステーション価格） 

20円/Nm3 

（1/5以下） 

FCV 

スケールアップ 
大幅コストダウン 

80万台 4万台 2,000台 

17円/kWh 
（商用段階） 

－ 
（技術開発段階） 

12円/kWh 
ガス火力発電を代替 

(2020) (2030) 

ﾌｫー ｸﾘﾌﾄ 40台 500台 １万台 

ｽﾃー ｼｮﾝ 100箇所 160箇所 900箇所相当 
収益性向上により 
ガソリンスタンドを代替 

FCﾊﾞｽ 2台 100台 1,200台 

(現在) 

 
FCV／ 
ｽﾃｰｼｮﾝ 
自立化 
 
※2020
年代後半 
 

FCスタックの技術進歩・
低コスト化によりガソリン
車を代替 

大型車両のFC化 

サプライチェーン構築実証、スケールアップ 

ステーションコスト半減 

水素量 0.02万t 0.4万t 30万t ～1,000万t＋α 
（発電での消費量に大きく依存） 

ロードマップ目標 

(2020) (現在) 

（商用ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ規模） 

(参考) 水素消費量500万-1,000万ｔ
は発電容量で15-30GW程度 

(参考) 水素消費量30万ｔは 
発電容量で100万kW程度 

天然ガス輸入量 

8,500万ｔ/年 

天然ガス輸入価格 

16円/Nm3* 
*水素熱量等価換算 

（参考比較） 

ガソリンスタンド数 

31,500箇所 

乗用車台数 

6,200万台 

LNG火力発電単価 

12円/kWh 

火力発電設備 

132GW 

水素発電実証、環境価値評価の仕組み確立 

ｽﾃｰｼｮﾝ戦略的整備、規制改革、技術開発 

各省連携による水素供給NW整備 
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【参考】基本戦略に基づく足元の主な取組 

供給 

国際的な水素サプライチェーンの構築 再エネを活用した水素製造・利用 

日豪 

日ブルネイ 

利用 

日ﾌﾞﾙﾈｲ間実証プロジェクト（未利用ガスを活用） 

日豪間実証プロジェクト（未利用褐炭を活用） 大規模水素製造実証プロジェクト（浪江町） 

2020年から2つのサプライチェーンが実証運転開始 
2030年頃の商用化に向け、基盤技術確立 ⇒ スケールアップ 

2018年夏頃から水素製造プラント建設着工、2020年実証開始 
福島の再エネから水素を製造、県内のみならず東京オリパラでも活用 

2018年初から水素混焼発電の実証運転開始（神戸）、 
大規模発電向けガスタービンの開発を推進、2030年商用化 

2020年代後半の自立化に向け、①規制改革、②低コスト機器開
発、③新会社によるステーションの戦略的整備を三位一体で推進 

水素発電の実用化 水素モビリティの普及拡大 

水素モビリティの展開 オールジャパンでのステーション整備体制構築 神戸水素発電実証プロジェクト 

オフガス 

褐炭炭田 

液化水素輸送船・基地 

脱水素プラント 

再エネ水素製造・出荷プラント 

次世代FCバス 

FCトラック実証 

水素製造システム 

大型水素発電向け水素バーナー開発 

水素混焼ガスタービン 水素バーナーの燃焼シミュレーション 

水素専焼バーナー 

民間11社による新会社設立 
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【参考】第２回再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議（12/26） 

「水素エネルギーは、イノベーションによってエネルギー安全保障と温暖化問題を解決する切り札となるものです。
本日決定した基本戦略は、水素を新たなエネルギーの選択肢として、日本が世界の脱炭素化をリードしていくた
めの、言わば道しるべであります。 

 基本戦略に掲げた施策を速やかに実行に移してください。その先駆けである福島新エネ社会構想は、既に動き
始めています。浪江町では、この夏から、再生可能エネルギーを利用し、世界最大級CO2排出ゼロの水素製造プ
ロジェクトが始まりました。2020年には、このクリーンな福島産の水素を東京オリンピック・パラリンピックに活用すること
で、復興五輪として、新しい福島の復興の姿を世界に発信していきます。 

 日本が世界をリードして水素社会を実現する。その決意の下に、世耕大臣を始め、関係大臣は、基本戦略に
沿って政府一丸となって取り組んでください。」 

総理発言 

【出典】首相官邸HP 
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 系統接続について 
• 太陽光発電の急増により、系統の問題が顕在化した九州・四国地区の先行事例を対象に、必要となる技術、制度を整理・研究

していくことが重要。 

• 電力系統の過渡安定度の確保には一定割合以上の同期発電機が必要。同期発電機以外のバーチャルジェネレータやデジタルグ
リッド等の場合、現状では多くのハードルがある。 

• 送電線の容量不足についても考慮することが必要で、どの経路を使って電気を集めるかについて、緻密な検討が必要。 

 

 水素製造（コスト・事業化）について 
• 再エネの供給過剰を水素製造で吸収する場合、水素製造に消費される電力には託送料金が課されるので、託送料金を通常より

も安価にする措置が重要。 

• 再エネからの水素製造コストはまだ高く、まず水電解システムのコストを下げるのが非常に重要。 

• 褐炭から水素を製造して輸送する取組については、安定的な大規模な投資の確保が課題。 

• 政府の役割、民間の役割、技術開発について、バランスよく取り組むことが重要。 

 

 CO2フリー水素利用の拡大 
• 鉄鋼分野、石油分野とも、CO2フリー水素をプロセスに利用する可能性はあるが、構造を大きく変えることになるため、意思決定は

簡単にできない点に留意が必要。 

• CO2削減に対して認証やクレジットがつくなど、制度的な保証があれば検討が進むのではないか。 

 

 今後のWGの進め方 
• IPCCの議論など他の動きを見ながら、定義については、オープンエンドで話し合う必要がある。 

• 水素発電の大量導入を考える際、インセンティブの付与等の制度面についても長期的に議論する必要がある。 

第10回ＷＧでの委員からの主なご意見 
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 CO2フリー水素普及のタイミング 

• 再生可能エネルギー導入増大とともに、CO2フリー水素の普及が、当時の想定より早まるかもしれない。ロードマッ
プ策定当時から状況も変化しているというニュアンスを取り入れたい。（柏木座長）  

• CO2フリー水素については議論に出ているとおり、できる所から具体的にシナリオを作って進めていただければ。ロー
ドマップ当初は、2040年頃ということだったが、それだと遅いかと思う。（伊勢委員） 

 

 CO2フリー水素の普及に向けた目標 

• 水素の製造に関しては、従来型の方がコストは安くなる。CO2フリー水素を推進していく際には、水素のうち何%と
して使っていこう、という数字や、CO2フリー水素と従来型の製造手段で製造された水素のコストにギャップがある中
でも取り組みを進めていける体制作りが重要なのではないか。（山本委員） 

 

 熱利用や産業分野での利用の重要性 

• コストを安くするための水素の大量導入に、水素発電は有効かもしれないが、水素社会に向けては、エネルギー消
費の4分の1程度を占める電力部門だけでなく、より広い分野、熱・産業分野などでも水素を使っていくことが必要
になる。水素発電だけを2030年の目標としても、これが普及した後に他の分野でスムーズに技術開発が進むとは
限らない。目指す姿としては、早い段階から水素発電に加えて、熱・産業プロセスでの利用促進について記載が
あったほうが、将来に向けた流れができる。（小野田委員） 

• 水素発電だけはなく、熱利用や産業分野での利用を推進していくことは重要と考える。水素発電には、水素の大
量導入によりインフラの初期コストを下げる効果があるが、最終的には産業界に広く、様々な用途に利用可能な
技術開発を行う、と言った視点を加えてほしい。（原田代理） 

第11回戦略協議会におけるCO2フリー水素に関する委員からの主なご意見 
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 国内再生可能エネルギー導入拡大の観点 

• Power-to-gas技術が重要とのことだが、フランスとドイツ中心に、再生可能エネルギー由来のエネルギーをいかに
貯蔵するか、という観点から水素が注目されている。こうした世界の動きに乗り遅れずについていかなくてはならない。
（清水委員） 

• 需給調整の観点では、 Power-to-gasという概念は非常に有効だと考えている。 Power-to-gasが活用できる
か否かについては、電力自由化市場の制度設計が非常に重要になってくるため、電力の制度設計と 連動した形
で議論していただきたい。（大田代理） 

• また、地域の未利用資源に関しては、水素サプライチェーンのローカル化についても取り組む必要がある。水素の特
長として、電力だけではなく、熱としても利用でき、船や自動車の燃料としても使えるため、孤立した地域での産業
活性化につながる可能性がある。モデルづくりは重要なので、力を入れてほしい。（大田代理） 

• 水素の環境価値をどう測るかだが、2030年、2050年のCO2排出制限をもっともリーズナブルに達成するためには
どうしたらいいのか、CO2フリー水素と絡めてそういった所も検討していただきたい。 （原田代理） 

第11回戦略協議会におけるCO2フリー水素に関する委員からの主なご意見 
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将来の低炭素化の必要性（パリ協定） 

 2015年のCOP21では、2020年以降の温室効果ガス排出削減のための国際枠組み「パリ協
定」を採択。歴史上初めてすべての国が参加する合意。 

 日本は2013年比▲26%という、国際的に遜色のない野心的な目標を宣言。 

パリ協定における日本の2030年の温室効果ガス排出削減目標 

[出典]平成27年度 エネルギー白書 
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将来の低炭素化の必要性（長期的な見通し） 

 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会では目下エネルギー基本計画の検討を実施中。 

 その中でも2050年目標に向けた長期的視点が議論に上っており、電力ゼロエミ化、運輸・熱部
門低炭素化は水素エネルギーとも関連が深い。 

2030年（CO2排出▲26％）から2050年（CO2排出▲80％）に向けた視点 

[出典]  ｢エネルギー基本計画｣の検討 ～全体像～ （総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第22回会合）） 

12 



Hydrogen Councilによる将来の水素利用効果試算 

 2017年11月にHydrogen Councilから発表された“Hydrogen Scaling up”では、2050年
頃には水素は最終エネルギー消費の18％を占め、水素利用により６GtのCO2排出量削減
（2℃シナリオ達成に必要な削減量の20%）が実現されるという試算が報告されている。 

 2050年には発電、モビリティ、産業利用、家庭、原料など多様な分野で水素利用が実現。 

－ 乗用車4億台、トラック2,000万台、バス500万台が水素を動力とする。 
－ 熱需要の10%、メタノール製造の30%、鉄鋼生産の10%が水素で賄われる。 

将来の水素利用効果試算 

[出典]  Hydrogen scaling up（Hydrogen Council） 13 

各部門での水素利用による 
CO2排出削減量[Gt] 

各部門において水素が担うエネルギー消費量[EJ] 

発電用 
（エネルギー貯蔵含） 

輸送用 

産業利用 

建物の電力・熱利用 

新たな原料用途 
（CCU、DRI） 
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 前回までのWG 

• 欧州におけるCO2フリー水素利用の取り組みの背景について整理。 

• 特に産業部門での利用や熱利用に関して、日本においてCO2フリー水素を利用した場合の導入量や、ブレーク
イーブンコスト条件に関して仮定のもとで議論。 

 

 パリティ条件検討の問題意識 

• 国内外のエネルギー政策動向に鑑みて、低炭素化の切り札としてCO2フリー水素がどの程度のポテンシャルを持つ
かについて検討が必要。 

• 2030年断面で30円/Nm3の水素コストが実現した状況下において、従来エネルギー利用とのコスト比較を実施。
経済性のみで代替に至らない分野については、水素のCO2削減価値がどの程度評価されることでパリティとなるか
を評価。 

 中長期的な低炭素化の必要性から水素は注目されており、将来のCO2フリー水素の利用拡大に
向け、どのような分野で従来エネルギー利用を代替していくことができるかの検討が必要。 

 今回、従来エネルギーを代替するための「パリティ条件」を分野ごとに試算。 

パリティ条件検討の問題意識 

CO2フリー水素利用ポテンシャルのある各分野で試算を実施。 

－ モビリティ（FCV、FCフォークリフト） 
－ 発電（定置用燃料電池コージェネ、水素発電） 
－ 産業（燃料利用・リファイナリ－） 
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パリティ条件①（FCV vs ガソリン自動車） 

 ガソリン車（従来エネルギー利用）に対しFCVがコストパリティとなる条件を検討。 

– ガソリン車と比較して年間約1.3tのCO2を削減。 

– FCV燃料費用が1,000円/kgのケースでは、ガソリン価格が140円/L程度でパリティとなり、 
（燃料コストだけで見れば）水素の環境価値を考慮することなく従来車の代替が可能。 

[出典] ※ 石油製品価格調査 12月20日（資源エネルギー庁） 

項目 仮定の内容 

1km走行時の 
ガソリン車排出量 
※JC08モード 

147g-CO2/km 

CO2フリー水素排出量 0kg-CO2（仮定） 

FCV航続距離 700km（仮定） 

年間走行距離 9,000kmと仮定 

ガソリン車燃費 20km/L（仮定） 

ガソリン価格 142.8円/L（仮定） 

水素価格 1,000円/kg（仮定） 

 CO2フリー水素を1,000円/kgで利用できた場
合に、ガソリン価格が142.8円/Lであれば、既
存のガソリン車と（環境価値の考慮をせずと
も）ブレークイーブンとなる。 

 ※現在のガソリン価格は141.5円/L 

• 水素ステーションでの水素販売価格は既に
1,000～1,100円/kgであるため、FCVユー
ザーにとっては既にパリティ条件は達成されてい
る状況。 

• 一方、水素ステーション事業がビジネスとして成
立するためにはCO2フリー水素の調達コストを
低減し、30円/Nm3の実現が必要。 

試算における仮定 パリティ条件 
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パリティ条件②（FCフォークリフト vs ガソリン/ディーゼルフォークリフト） 

 ガソリン駆動／ディーゼル駆動フォークリフト等（従来エネルギー利用）に対し、FCフォークリフトが
コストパリティとなる条件を検討。 

– ガソリン車比較で年間約15tのCO2削減、ディーゼル車比較で年間約3.5tのCO2削減が可能。 

– 水素価格1,000円/kgを前提とすると、既に経済性のみで優位性がある状況（パリティ突破）。 

項目 仮定の内容 

年間稼働時間 
 

2080時間と仮定 

１時間あたり燃料利用量
（ガソリン、ディーゼル） 

3Lと仮定 

CO2フリー水素排出量 0kg-CO2(仮定) 

水素価格 ※ 1,000円/kgと仮定 

ガソリン価格 130円/Lと仮定※ 

ディーゼル価格 110円/Lと仮定※ 

[出典] ※ 水素社会実現に向けた戦略の方向性（資源エネルギー庁） 

試算における仮定 

• 他の分野に比べ、相対的には水素導入のメリッ
トが得られやすい可能性。 

燃料費用の比較例 

 現行水素価格で既にパリティを大きく突破。 



パリティ条件③（水素発電 vs LNG/石炭火力） 
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 LNG/石炭火力発電（従来エネルギー利用）に対し水素発電がコストパリティとなる条件を検討。 

– 1GW級のLNG火力比較で年間約250万t、石炭火力比較で年間約530万tのCO2を削減。 

– 2030年断面で17円/kWhの実現が目標であり、LNG火力の発電コストとの差分を埋めるには
CO2削減価値が9.5円～13.3円/kg-CO2で評価されることが必要。 

注）ここではCO2フリー水素によるサプライチェーンが構築されたときの効果を算出するため、水素発電時の燃料
水素のライフサイクル排出量として、サプライチェーン全体として著しく低炭素化を実現している設定で情報が公開
されている、液化水素サプライチェーンのFSにおける値を一律に用いた。 

[出典] ※1 日本における発電技術のライフサイクルCO2排出量総合評価（電力中央研究所） 

項目 仮定 

LNG火力でのライフサイクル排出量 
（建設分を除く）※1 

428.27g-CO2/kWh 

石炭火力でのライフサイクル排出量 
（建設分を除く）※1 

878.15g-CO2/kWh 

海外褐炭由来CO2フリー水素サプライチェーンにお
ける水素のCO2排出量 ※2 

40g-CO2/Nm3 

水素発電所諸元 
※規模はLNG火力、石炭火力モデルプラントとも共
通と仮定 

1GW級GTCCへの導入を想定 
※設備詳細はLNG火力でのライフサイクル
排出量計算時のモデルプラントに基づく。 

水素発電コスト 
（ロードマップ目標） 

17円/kWh 

LNG火力発電コスト 
（CO2対策費除）※3 

11.6円/kWh 

石炭火力発電コスト 
（CO2対策費除）※3 

8.9円/kWh 

試算における仮定 パリティ条件 

＜LNG火力代替＞ 
 2030年断面の水素発電とのコスト

差は5.4円/kWh。 
 水素発電によるCO2削減量は約

0.407kg/kWh。 
 CO2削減価値が13.3円/kg-CO2で

評価されることが必要。 

＜石炭火力代替＞ 
 コスト差は8.1円/kWh。 
 水素発電によるCO2削減量は約

0.857kg/kWh。 
 CO2削減価値が9.5円/kg-CO2で

評価されることが必要。 

※3 発電コスト検証ワーキンググループ報告書（資源エネルギー庁）） 

※2 ライフサイクルを考慮した水素の温室効果ガス排出量に関する評価報告書（みずほ情報総研） 
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パリティ条件④（純水素燃料電池コージェネ vs 系統電力＋ボイラー） 

 産業需要家における系統電力＋重油ボイラー（従来エネルギー利用）に対し、100kW規模の
純水素燃料電池がコストパリティとなる条件を検討。 

– 仮に年間8600時間使用した場合、従来エネルギー利用に比べ508tのCO2を削減。 

– 水素価格が40.4円/Nm3（455円/kg）でパリティに到達。 

項目 仮定 

純水素燃料電池の仕様 
100kW 
発電効率：55%(LHV) 
熱利用効率：40%(LHV) 

年間使用時間 8600時間 

1[kWh]あたりの系統電力料金 
業務用電力 ※1 

21.2 円/kWh 
（基本料金を含む） 

系統電力のCO2排出係数 
（2030年） 

0.000370 t-CO2/kWh 

重油ボイラー効率 0.85 

C重油単位発熱量 41.9 GJ/kL  

C重油費用 ※2 44.7 千円/kL  

C重油のCO2排出係数 0.0715 t-CO2/GJ  

純水素燃料電池 
40.4[円/Nm3] 
（ブレークイーブン条件） 
 

[出典]  ※1 http://www.tepco.co.jp/ep/corporate/plan_h/plan06.html（契約電力500kW未満） 

           ※2 平成27年度の内航燃料油価格（日本内航海組合総連合会） 

試算における仮定 パリティ条件 

 水素価格が455円/kgでパリティに
到達する可能性。 



パリティ条件⑤（化石燃料代替） 
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 各種資料に基づき、産業部門での主な燃料用途と価格帯の例を以下に示す。 

 水素は単純な熱量あたりでの価格比較では大半の化石燃料より割高であり、燃料としての利用に
は環境価値の評価が必要。 

産業部門での主な燃料用途と価格の例 

品名 主な用途 価格帯 CO2排出量 

都市ガス 自家発燃料、ボイラー燃料、工業炉燃料等 1.6円/MJ ※1 

（注）工業用・商業用 
0.05kg-CO2/MJ 

LPG 
都市ガス原料、空調用、湯沸かし器、工場
熱源、ボイラー燃料、フォークリフト燃料、社
用車燃料等 

2.5円/MJ ※1 0.06kg-CO2/MJ 

灯油 工場用熱源、小型焼却炉等 1.6円/MJ ※1 0.068kg-CO2/MJ 

重油 
工場用熱源、焼きなまし炉の加熱原料、ボイ
ラー燃料、自家発燃料、冷暖房等 

1.1円/M J※1 

（注）C重油 
0.072kg-CO2/MJ 

石炭 工場用熱源 約0.5円/MJ ※2 0.091kg-CO2/MJ 

水素 （比較のため、燃焼を想定） 

30円/Nm3以上 
＝2.8円/MJ以上 

(注)2030年頃のCO2フリー水素大量輸入 
を念頭に価格範囲を仮定 

0kg-CO2/MJ 
（仮定） 

[出典] ※1 エネルギー・経済統計要覧 2017（日本エネルギー経済研究） 
※2 平成26年度バイオリファイナリー・ロードマップ 策定業務委託 委託報告書（エネルギー総合工学研究所） 

第10回CO2フリーWG事務局資料 
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パリティ条件⑤（化石燃料代替） 

 前頁の数値に基づき、各化石燃料とCO2フリー水素の単位熱量あたりの価格、および同価格に
なるために必要な炭素価格の条件の試算結果を以下に示す。 

 重油・石炭は環境負荷は大きい一方で廉価であり、水素転換には高額の炭素価格が必要。 

 水素への燃料転換には、水素と価格差が小さく排出量の多いLPGが相対的なハードルは低いの
でないか。 

熱量あたりの燃料価格の比較と炭素価格への換算 

赤字：各燃料の水素との価格差を
炭素価格に換算した結果。 

24円/kg-CO2 

に相当 

4.5円/kg-CO2 

に相当 
17.3円/kg-CO2 

に相当 

23.4円/kg-CO2 

に相当 
24.8円/kg-CO2 

に相当 

第10回CO2フリーWG事務局資料 



パリティ条件⑥（リファイナリーでのCO2フリー水素利用） 

 リファイナリープロセスのため目的生産されている水素の製造コストは23円～37円/Nm3という報告
が存在。 

 保守的に従来エネルギー利用を23円/Nm3と仮定すると、差分を埋めるにはCO2削減価値が
12.8円/kg-CO2で評価されることが必要。 

リファイナリーにおける既存水素のCO2フリー水素による代替に必要となる炭素価格の試算 

[出典] ※ マトリックス法を用いた製油所副生水素の環境負荷分析（日本エネルギー・資源学会誌 Vol. 33, No. 1） 
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項目 値 備考 

石油精製用に目的生産さ
れる水素の価格 
（製造コスト） 

23円/Nm3 

経済産業省「水素の製造・輸送・貯蔵につい
て」記載の、23円-37円/Nm3の下限値を
採用。 
エネルギー価格に依存して数値は変更を受け
ることに留意する必要。 

CO2フリー水素導入による
CO2削減量 

▲0.545kg/Nm3 ※ 

 
― 

CO2フリー水素価格 
 

30円/Nm3（仮定） 
― 

CO2フリー水素と目的生産
されている水素の価格差
（環境価値に換算） 

7円/Nm3 

⇒12.8円/kg-CO2に相当 
― 

第10回CO2フリーWG事務局資料 
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（参考）欧州におけるCO2排出ペナルティとの比較 

 試算したCO2削減価値と欧州で導入されているCO2排出規制によるペナルティとを比較。 

 現在ドイツの燃料規制で課されているペナルティとの比較では、必要と試算されるCO2削減価値
はすでに下回っており、水素の環境価値の評価としては適当であると考えられる。 

 一方、欧州では将来的に80€/t-CO2のペナルティが導入されると予想されており、これを下回るた
めにはCO2フリー水素そのものの一層のコスト低減が必要。 
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必要なCO2削減価値と欧州のCO2排出ペナルティとの比較 

ドイツ国内法 
(BimSchG, 37C) 
によるペナルティ 

欧州において将来導入が
予想されるペナルティ
@2025 

発電利用 産業利用 燃料代替 

10.4 

61.1 

※ 1€＝130円 として試算 

（円/kg-CO2） 
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１ 水素基本戦略の策定について 

２ 前回WG・戦略協議会での委員からの主なご意見 

３ 長期的なエネルギー政策に関する国内外の動き 

４ CO2フリー水素利用に関するパリティ条件の検討 

５ まとめ 
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まとめ（CO2フリー水素利用に向けた課題） 

分野 評価 検討の仮定 検討の要約 課題と留意点 

モビリティ 

FCV ◎ 水素価格として普及期の1,000
円/kgを仮定。 
CO2フリー水素を仮にこの価格で
導入したときのパリティを議論。 

経済性のみでパリティが実現 
水素ステーションビジネスの
自立化にはコスト低減が必
要 

FCフォークリフト ◎ 
経済性のみでパリティが実現 
（燃料費のみではFCの方が大きく優
位） 

設備費用の低減と合わせ
て更なるユーザーメリットの
追求が必要 

電力 

定置用FC（純水素
型FCでのコジェネ） ○ 水素価格としては30円/Nm3で

の発電利用を仮定。 
CO2フリー水素を仮にこの価格で
導入したときに燃料費でのパリティ
を議論。 

30円/Nm3より手前で経済性のみ
でパリティ実現 
（水素価格40.4円/Nm3） 

設備費用の低減と合わせ
て更なるユーザーメリットの
追求が必要 

水素発電 △ 
（一部○） 

30円/Nm3でパリティに到達せず 
必要となるCO2削減価値： 
13.3円/kg-CO2（LNG） 
9.5円/kg-CO2（石炭） 

将来的には30円/Nm3か
ら更に水素価格低減が必
要 

産業 

リファイナリー △ 
30円/Nm3でCO2フリー水素が
製油所に導入された場合にパリ
ティが起こる条件を議論。目的両
水素は23円-37円/Nm3と仮定。 

30円/Nm3でパリティに到達せず 
必要となるCO2削減価値： 
12.8円/kg-CO2以下 

所内で利用されている水素
が30円/Nm3を上回る場
合、コストメリットを持って
CO2フリー水素が導入され
うる. 

直接燃料利用 △ 
（一部○） 

30円/Nm3でCO2フリー水素が
導入された場合にパリティが起こる
条件を議論 

30円/Nm3でパリティに到達せず 
必要となるCO2削減価値： 
4.5-24.8円/kg-CO2以下 

LPG代替に必要な環境価
値は4.5円/kg-CO2であり、
早期導入が期待される。 

評価基準：検討の仮定のもとで、 
◎：仮定の上で導入メリットが発生、あるいは仮定よりもゆるい条

件でパリティを迎えるもの。 
○：パリティ条件の環境価値が10円/kg-CO2を下回るもの。 
△：パリティ条件の環境価値が10円/kg-CO2以上のもの。 
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 CO2フリー水素の段階的利用 

• 利用分野によってCO2フリー水素の導入のハードルの高さは異なる。まずはモビリティや定置用燃料
電池での利用が有望であり、更に発電や産業分野に展開していくことが重要。 

 

 低コストなCO2フリー水素製造 

• 水素コストの低減に向け、水電解装置などの水素製造技術の開発が必要ではないか。 
⇒ 水素基本戦略において「５万円/kWを見通すことのできる技術の早期確立を目指す」としている。 

• CO2フリー水素を再生可能エネルギーから製造するケースにおいては、国内においても九州など世
界的に見ても再エネ導入量が大きい地域での事業性について、モデル的に検討が必要ではない
か。 

 

 CO2フリー水素の普及を支える仕組み 

• 欧州ではFQDやREDなどの規制が課された結果、低炭素化への取り組みが進んでいる。日本でも
長期的な低炭素化に向けた取り組みには制度的な支援が必要になるのではないか。 

• 規制だけではなく、普及を支えるという観点からは、CertifHyのような、グリーン水素の「定義」と認
証制度（GOスキーム）の確立が重要ではないか。 

まとめ（CO2フリー水素利用に向けた論点と課題） 



  時期 議題 内容 

第1回 8/8 
①WG趣旨説明、検討の目的・スコープ 
②海外におけるCO2フリー水素検討状況 

• WG開催趣旨、目的、アウトプット、スケジュール 
• 海外動向説明 

第2回 10/2 
①我が国における低炭素化のポテンシャル 
②CO2フリー水素の利用形態の拡大 

• 産業分野における低炭素化の取組、ポテンシャル分析 
• 熱需要や産業分野等におけるCO2フリー水素利活用の

可能性について 

第3回 12/27 ①中間取りまとめ • 第1回及び第2回の議論を踏まえた中間取りまとめ 

第4回 
年明け 
以降 

①CO2フリー水素の定義 
②CO2フリー水素活用インセンティブ 

• 水素のCO2排出量算定方法、バウンダリー、境界設定、
認証制度等の検討 

• 省エネ法、高度化法等の制度におけるCO2フリー水素の
取扱いについて 

第5回 
以降 

以降、CO2フリー水素の定義及び活用インセンティブ等について、 
定期的に本WGを開催し、オープンエンドでの議論を行う。 
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CO2フリー水素WG 検討スケジュール（案） ※今後の議論の状況に応じて適宜変更があり得る。 


