
参考１

水素・燃料電池関係予算・税制一覧

平成２７年６月１１日

資源エネルギー庁
燃料電池推進室

※予算額は「平成２７年度又は平成２６年度補正予算額（平成２６年度予算額）」



水素ステーションの整
備を支援するとともに、
新規需要創出等に係
る活動費用の一部を
補助。

水素利用の飛躍的拡大
（燃料電池の社会への本格的実装）

フェーズ１

海外の未利用ｴﾈﾙｷﾞｰ由来
水素供給ｼｽﾃﾑ確立

フェーズ２

ＣＯ２ﾌﾘｰ水素
供給ｼｽﾃﾑ確立

フェーズ３

現在から重点的に実施 2020年代後半に実現 2040年頃に実現

定置用燃料電池の普及拡大 燃料電池自動車の普及拡大

民生用燃料電池（エネファーム）
導入支援補助金

【補正２２２億円】
エネファームの加速
的な導入を促進し、
量産効果による低コ
スト化を促進。既築住
宅対策についても強
化。

水素供給設備整備事業費補助金
【補正９５．９億円】

クリーンエネルギー自動車等導
入促進対策費補助金
【補正１００億・２００億円の内数】

燃料電池利用高度化技術
開発実証事業 【４０億円】

水素利用技術研究開発
事業 【４１．５億円】

燃料電池の高性能
化、低コスト化に向
けた研究開発や業
務用燃料電池の実
証を実施。

業務用
燃料電池

燃料電池等の研究開発

水素ステーションの低コス
ト化に向けた技術開発、
規制見直しのためのデー
タ収集、安全・安心に資す
る技術開発等を実施。

未利用エネルギー由来水素サプライチェーン
構築実証事業 【２０．５億円】

水素供給チェーンの構築

海外の副生水素、褐炭
等の未利用エネルギー
から水素を製造し、有機
ハイドライドや液化水素
の形態で水素を輸送す
るとともに、水素発電に
係る実証を実施。

水素ｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸの構築

地産地消型再生可能エネル
ギー面的利用等推進事業費
補助金

【補正７８億円の内数】

地域において複数の水素アプ
リケーションを効率的に組み
合わせたネットワークを構築。

水素の製造、輸送・貯蔵技術の開発

革新的水素エネルギー貯蔵・輸送等技
術開発 【１６．６億円】

再エネの活用を念頭に、高効率な水
電解装置や、液化水素を貯蔵するタ
ンク等の技術開発を実施。
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平成２７年度・２６年度補正における主な水素・燃料電池関連予算



⺠⽣⽤燃料電池（エネファーム）導⼊⽀援補助⾦
平成2６年度補正予算額 222.0億円

資源エネルギー庁燃料電池推進室
03-3501-7807

事業の内容
事業⽬的・概要
家庭等における省エネを促進するため、2009年から世界に先駆けて本
格販売が開始された家庭⽤燃料電池（「エネファーム」）の普及拡⼤
と早期の⾃⽴的な市場の確⽴を⽬指し、導⼊費⽤の⼀部を補助しま
す。

特に、既設給湯器の取り外しや廃棄等の追加コストがかかるなどの理由
から普及が遅れている既築住宅向けへの導⼊を重点的に促進すること
で、エネファームによる省エネ等の家庭部⾨への広い波及を⽬指します。

成果⽬標
家庭の省エネ及び光熱費削減に向けて既築住宅を含め住宅への家庭
⽤燃料電池の普及を加速することにより、2020年までに140万台普
及させる⽬標の達成を⽬指します。

国 設置者
補助(1/2)補助

⺠間団体等

事業イメージ

家庭⽤燃料電池システム「エネファーム」【出典】パナソニック

燃料電池のエネルギー効率

エネファーム模式図⼾建住宅⽤ 集合住宅向け

 家庭⽤燃料電池は化学反応によ
り直接電気と熱を発⽣させるため
⾼効率。

 また、分散型電源のため送電ロス
が少なく、電気に加えて熱を有効
に利⽤するため、総合エネルギー
効率が⾮常に⾼い。

省エネルギー

ＣＯ２削減

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
対象者
・家庭⽤燃料電池を設置する者
・リース等により家庭⽤燃料電池を提供する者
補助率
従来型給湯器との価格差の1/2＋設置⼯事費の1/2

補助上限額
・PEFC：30万円※１ 、SOFC：35万円※２

・既築住宅は、設備除去等に係る追加コスト分を⼀部上乗せ
※１：固体⾼分⼦形。排熱回収効率が⾼く起動停⽌が⽐較的容易。
※２：固体酸化物形。発電効率が⾼く本体も⼩型。
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事業イメージ

製造産業局 ⾃動⾞課
03-3501-1690

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間団体等
補助（定額）

事業⽬的・概要
環境・エネルギー制約への対応の観点から、我が国のCO2排出量の2
割を占める運輸部⾨において、電気⾃動⾞等の次世代⾃動⾞を普
及することは重要です。

 また、次世代⾃動⾞は、今後の成⻑が期待される分野であり、各国
メーカーが次々と参⼊を予定するなど、国際競争が激化しています。

加えて、エネルギーセキュリティを⾼める観点から、多様なエネルギー源
としての⽔素や電気を利⽤する燃料電池⾃動⾞や電気⾃動⾞等の
役割についても期待が⾼まっているところです。

⼀⽅、現時点では導⼊初期段階にあり、コストが⾼い等の課題を抱
えています。

 このため、⾞両に対する負担軽減による初期需要の創出を図り、量産
効果による価格低減を促進し、世界に先駆けて国内の⾃⽴的な市
場を確⽴します。

成果⽬標
 「⽇本再興戦略改訂2014」における、2030年までに新⾞販売に占
める次世代⾃動⾞の割合を5〜7割とする⽬標を実現に向けて、次世
代⾃動⾞の普及を加速させます。

申請者
補助

○⾞両
・電気⾃動⾞
・プラグインハイブリッド⾃動⾞
・クリーンディーゼル⾃動⾞（乗⽤⾞）
・燃料電池⾃動⾞ 等

補助対象

電気⾃動⾞ プラグインハイブリッド⾃動⾞

クリーンディーゼル⾃動⾞ 燃料電池⾃動⾞

クリーンエネルギー⾃動⾞等導⼊促進対策費補助⾦
平成2６年度補正予算額100.0億円 平成2７年度予算額200.0億円（ 300.0億円）
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⽔素供給設備整備事業費補助⾦①
平成26年度補正予算額 95.9億円

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要

燃料電池⾃動⾞（FCV）は、⽔素を燃料とする⾃動⾞で、国内外の
⾃動⾞メーカーによって、開発競争が進められており、⽇本では、2014
年12⽉に世界に先駆けて販売が開始されました。

本事業では、FCVの普及の促進及び早期の⾃⽴的な市場の確⽴を⽬
指すため、⽔素供給設備（⽔素ステーション）の整備費⽤の⼀部を補
助することで、⽔素ステーションの整備を加速させます。

 また、FCVの潜在的な需要を喚起するとともに、今後の⽔素供給設備
の適切な整備・運営⽅法を確⽴するため、⽔素供給設備を活⽤した
FCVの新たな需要創出等に必要な活動費⽤の⼀部を補助します。

成果⽬標

本事業を通じて、平成27年度中までに四⼤都市圏を中⼼とした地域
において累計100箇所の⽔素供給場所の確保を⽬指します。

資源エネルギー庁
燃料電池推進室
03-3501-7807

国 ⺠間企業等

補助（定額,2/3,1/2）補助

⺠間団体等

 ⽔素供給設備を活⽤した燃料電池⾃
動⾞の需要喚起

 燃料電池⾃動⾞の需要が⾼い地域への効
率的な⽔素供給設備の整備

［新たな需要創出活動の例］
・潜在的なユーザーに対する広報、
需要喚起活動

・⽔素供給設備の利便性確保に
必要な活動 など

四⼤都市圏への集中配備 新たな需要の創出等

⽔素供給設備

［⽔素供給設備の採択状況］
・⾸都圏 ： ２６箇所
・中京圏 ： １１箇所
・関⻄圏 ： ４箇所
・北部九州圏： ４箇所
※平成26年１１⽉末現在
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水素供給設備の規模
水素供給能力

（Nm3/h） 供給方式 補助率

補助上限額

（百万円）

平成２６年度 同補正

中規模 300以上

オンサイト方式

（パッケージを含むもの）
定額 280 290

オンサイト方式

（上記に該当しないもの）
１／２ 280 290

オフサイト方式

（パッケージを含むもの）
定額 220 250

オフサイト方式

（上記に該当しないもの）
１／２ 220 250

移動式 定額 250 250

小規模
100以上
300未満

オンサイト方式

（パッケージを含むもの）
定額 180 220

オンサイト方式

（上記に該当しないもの）
１／２ 180 220

オフサイト方式

（パッケージを含むもの）
定額 150 180

オフサイト方式

（上記に該当しないもの）
１／２ 150 180

移動式 定額 180 180
移動式 ：充填性能に直接関わる設備を１の架台に搭載し移動可能なもの
パッケージ ：主要設備を１又は２の筐体に内包した設備形態のもの

補助率 補助上限額（百万円）

需要創出活動費（新設） ２／３ 22.0

水素供給設備整備事業費補助金②
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水素供給設備整備事業費補助金③（需要創出活動の例）
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経 済 産 業 省
資 源 エネ ル ギ ー 庁

項⽬ 主な活動例（想定）

①水素供給設備の利便性確保に
必要な活動

ガソリンスタンドと遜色ない営業日数の確保
FCVに関するユーザーからの情報収集（車両関連の質問等）
移動式ステーションに対するユーザー反応の情報収集 等

②潜在的なユーザーに対する
広報、需要喚起活動

水素充填デモンストレーション
FCV試乗会
水素ステーションの見学・体験会
受容性、認知度に関するユーザーアンケート調査
広報活動（ビラ・チラシ、基礎知識に関するパネル展示） 等



【参考】地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速的普及促進（国土交通省）
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経 済 産 業 省
資 源 エネ ル ギ ー 庁



【参考】再エネ等を活用した水素社会推進事業（環境省）
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経 済 産 業 省
資 源 エネ ル ギ ー 庁

平成27年度予算額
2,650百万円（新規）



未利⽤エネルギー由来⽔素サプライチェーン構築実証事業
平成2７年度予算額 20.5億円（新規）

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ
事業⽬的・概要
家庭⽤燃料電池の普及や燃料電池⾃動⾞の市場投⼊など、⽔素エ
ネルギーの利活⽤が注⽬される中、今後も⽔素発電など⽔素の⽤途拡
⼤が期待されています。

⽔素を本格的に利活⽤するためには、安価で安定的な⽔素の調達が
必要です。また、⽔素を有機ハイドライドや液化⽔素等の⽐較的安定し
た状態で輸送・貯蔵するための基礎的な技術が確⽴されつつある中、
褐炭や副⽣⽔素等の海外の未利⽤エネルギーを活⽤した⽔素製造等
が検討されています。

 こうした状況を踏まえ、以下の実証により将来の⼤規模な⽔素サプライ
チェーンの構築を⽬指します。
① 液化⽔素船、脱⽔素化等を始めとする要素技術実証
② 海外の未利⽤エネルギーからの⽔素製造、輸送・貯蔵、
利⽤に⾄るサプライチェーン実証

③ ⽔素発電等に関する技術実証 等
成果⽬標
平成27年度から平成32年度までの6年間の事業であり、本事業を通
じて、将来的に海外から輸送した⽔素のコストが30円/Nm3（kg換算
で約330円）となることを⽬指します。

資源エネルギー庁
燃料電池推進室
03-3501-7807

国 ⺠間事業者等

補助
（1/2,2/3）

交付⾦
※2 ⽔素をトルエン等の有機物と化合させ、メチルシクロヘキサン等の形で

輸送・貯蔵する⽅法

※1 ⽔素を-253℃まで冷却し、液化した状態で輸送・貯蔵する⽅法

海外の
未利⽤⽔素

等

国内での
⽔素利⽤

等

① 液化⽔素船、脱⽔素化などの
要素技術の実証

② ⽔素の製造、輸送・貯蔵、利⽤
に⾄るサプライチェーン構築実証

③ ⽔素発電の
技術実証

液化⽔素

（※2）

（※1）
褐炭

副⽣⽔素

原油随伴ガス

⽔素発電

プラント利⽤

燃料電池⾃動⾞

有機ハイドライド

⽔
素
へ
の
変
換

へ
の

⽔
素
キ

リ
ア
へ
の
変
換

へ
の

キ

リ
ア
リ

NEDO
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⾰新的⽔素エネルギー貯蔵・輸送等技術開発
平成2７年度予算額 16.6億円（16.0億円）

産業技術環境局 研究開発課
03-3501-9221

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⼤学・⺠間
企業等

交付⾦

事業イメージ

①⾼効率低コスト⽔素製造技術

【再⽣可能エネルギー】
電⼒系統に送電出来ない余剰電⼒
【化⽯燃料】
⽔分含有率が⾼く輸送に不向きな未利⽤化⽯燃料

⽔素製造 ⽔→酸素＋⽔素 （⽔電解）

-
+

定置⽤・⾃動⾞⽤燃料電池 ⽔素発電

②エネルギーキャリア転換、貯蔵等の
⼤規模化・⾼効率化を⽬指した要素技術

③円滑な社会導⼊の検討

容量300m3

従来技術の液体⽔素タンク

新規開発タンク

・アルカリ⽔電解
・固体⾼分⼦⽔電解
・⾼温⽔蒸気⽔電解 等

液体⽔素タンク等からなる⽔素液化
貯蔵システムの基盤技術開発

転換
貯蔵・輸送

容量50,000m3

利⽤

NEDO

事業⽬的・概要
未利⽤化⽯燃料の⾼効率利⽤や再⽣可能エネルギー等のエネルギー源
の利⽤拡⼤の課題として、地域偏在（電⼒の供給地と需要地が離れて
いる）があげられます。地域偏在の解決策として⽔素等の⼆次エネル
ギーに変換し、それらを⼤量に貯蔵・輸送するシステムを構築し電⼒需給
バランスの安定化を図ることが求められています。

本事業では、①②③の技術開発・社会導⼊検討を実施し、技術開発
等に反映させます。
①再⽣可能エネルギー等からの⾼効率低コスト⽔素製造技術
②将来の⽔素供給システムの⼤規模化・⾼効率化を⾒通した要素
技術開発（例：液体⽔素タンク設備の⼤型化、脱⽔素プロセス
の⼤幅な⾼効率化等）

③⽔素・燃料電池戦略ロードマップの具体化に向け、開発された⽔
素・エネルギーキャリア技術の円滑な社会導⼊の検討

委託

成果⽬標
平成25年から平成34年までの9年間の事業。最終的には炭酸ガス排
出削減（平成34年度においてCO2排出量削減1,440万トン/年*）
に貢献する⽔素社会実現を⽬指します。
*化⽯燃料を⽔素に代替すると仮定した場合の想定値
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事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 NEDO
委託・補助（1/2,2/3）

燃料電池利⽤⾼度化技術開発実証事業
平成2７年度予算額 40.0億円（新規）

事業イメージ
事業⽬的・概要
 固体⾼分⼦形燃料電池（PEFC）及び固体酸化物形燃料電池(SOFC)
の⼤量普及と⽤途拡⼤に向け、⾼効率・⾼耐久・低コストの燃料電池システ
ム実現のための技術開発を⾏います。
①基盤技術開発
 ⾼効率・⾼耐久・低コスト化を実現する低貴⾦属触媒、⾮貴⾦属触媒や電
解質等の要素技術開発を⾏います。

 膜電極接合体（MEA）及びMEA構成材料の設計技術確⽴のため、反応
メカニズム現象や物質移動現象の解析・制御技術、燃料電池の評価・解析
技術の開発を⾏います。

 SOFCの耐久性向上・低コスト化に資する耐久性迅速評価⽅法の開発を⾏
います。
②実⽤化技術開発
 燃料電池を構成する電極触媒、電解質、セパレータ等の材料やMEAの⼤
量⽣産が可能な⽣産プロセス及び品質管理等の技術開発、PEFCの普及
拡⼤に資する技術開発を⾏います。

 業務･産業⽤SOFCの早期市場投⼊に向けた技術実証を⾏います。
③次世代技術開発
 従来と異なる⾰新的な燃料電池の研究開発及び燃料電池の新たな⽤途の
実⽤化、低コスト化等に関する技術開発を⾏います。

交付⾦
研究機関・企業等

低貴⾦属触媒

貴⾦属（⽩⾦）

⾮貴⾦属

⽔が酸素の移動を阻害、性能低下

⽩⾦量の⾶躍的低減による低コスト
化と、⾼効率・⾼耐久を両⽴させる電
極触媒の開発

運転時での⽔の存在箇所の把握

ガス流路

MEAの⾼性能化に資すると設計技術
確⽴のための反応現象の解析・制御
技術の開発

貴⾦属を均⼀に分散させ耐久性が
向上した触媒等の材料、MEA連続
⽣産等のプロセス技術開発

様々な電⼒負荷パターンや気候等の
実際の使⽤を想定した耐久性や信頼
性等に関する技術実証

燃料電池⾃動⾞（輸送⽤⾞⽤を含む) 定置⽤燃料電池

燃料電池内の反応解析

技術実証

資源エネルギー庁燃料電池推進室
03-3501-7807

成果⽬標
 平成27年度から平成31年度までの5年間の事業であり、PEFCについては、
「出⼒密度×耐久時間÷単位出⼒あたりの⽩⾦使⽤量」が平成26年度⽐
で10倍となることを⽬指します。SOFCについては、現時点で想定される6種
類全てのセルスタックの実⽤化を⽬指します。

⽣産等プロセス技術

主な⽤途
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事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間企業等

委託･補助(1/2)交付⾦

NEDO

事業⽬的・概要
 2014年に世界に先駆けて販売が開始された燃料電池⾃動⾞
(FCV) の世界最速普及を実現するため、関連規制の⾒直しに資す
る研究開発等を⾏います。また、FCVの国際競争⼒確保に向け、国
際基準調和・国際標準化等について研究開発を⾏います。

 FCV及び⽔素ステーションの⾃⽴拡⼤の早期実現と、FCV関連産業
の競争⼒向上に向け、⽔素ステーション整備コスト、⽔素輸送コスト、
FCV価格の低減に資する研究開発等を⾏います。

欧⽶等の海外動向も参考に、⾃治体や地域の⽅々がより⼀層安⼼
して受け⼊れられる⽔素ステーションとするべく、必要な技術開発要素
の抽出及び検討を⾏います。

⽔素利⽤技術研究開発事業
平成2７年度予算額 41.5億円（32.5億円）

資源エネルギー庁燃料電池推進室
03-3501-7807

事業イメージ

成果⽬標
平成25年度から平成29年度までの5年間の事業であり、規制⾒直
しや技術開発を通じて、2020年頃までに⽔素ステーションの整備費
が現在の半額程度以下となることを⽬指します。

Ⅰ．関連規制の⾒直し

 クロムモリブデン鋼
など海外で使⽤実
績のある材料を使
⽤可能とするため
の評価⼿法・検査
⼿法等の開発

 燃料電池バスに速やかに⽔素を充
填するための、最⾼充填圧⼒の引
き上げに向けた技術開発

Ⅱ．⽔素ステーションの
低コスト化 Ⅲ．社会受容性の向上

 炭素繊維・蓄圧器メーカーの連携によ
る、炭素繊維を⽤いた複合蓄圧器の
開発

 地域住⺠がより⼀層安⼼して受け⼊
れられる⽔素ステーションに必要な技
術開発等

 安全管理等に関する知⾒のデータ
ベース化

 トラブル等の未然防⽌、発⽣時の迅
速な対応を図るための⼈材教育・育
成⼿法の開発

 耐圧・耐⽔素性を有する樹脂製ホー
ス及びシールシステムの開発
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事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間調査機関等
委託

事業イメージ

新エネルギー技術等の安全な普及のための⾼圧ガス
技術基準策定委託費
平成2７年度予算額 0.9億円（0.9億円）

事業⽬的・概要
⾼圧ガスを安全に使⽤するためには、⾼圧ガス保安法を遵守すること
が必要です。現在、燃料電池⾃動⾞・⽔素スタンドといった⾼圧ガス
に係る新しい技術の安全な普及のための技術基準の整備が強く求め
られています。

 このため、国際的な規制制度との調和なども勘案し、必要な技術基
準策定のための検討を⾏います。これにより、燃料電池⾃動⾞・⽔素
スタンド等の実⽤化を促進します。

具体的には、有識者による検討会や、海外基準・規制の調査を⾏い、
技術基準策定などの制度⽴案に活⽤します。

成果⽬標
平成25年度から平成29年度までの5年間の事業であり、本事業を
通じて、燃料電池⾃動⾞や⽔素スタンド等の普及に必要となる規制
緩和や新たな基準を策定します（平成27年度は関係法令等を4件
改正予定）。

商務流通保安グループ⾼圧ガス保安室
03-3501-0075
商務流通保安グループ ⾼圧ガス保安室
03-3501-1706

Ⅰ．燃料電池⾃動⾞・⽔素スタンド

Ⅱ．燃料電池⼆輪⾞

平成26年度中からの燃料電池⾃動⾞の普及開始を⽬指し、それま
でに100箇所程度の⽔素スタンドが先⾏的に整備されることとなって
います。

平成25年6⽉に閣議決定された規制改⾰実施計画では、燃料電
池⾃動⾞や⽔素スタンドに係る規制緩和が多数盛り込まれています。
これら規制緩和を実施し、世界最速の燃料電池⾃動⾞の普及を図
るため、有識者による技術的な検討会や海外基準・規制の調査を
実施し、技術基準等を作成します。

＜例＞・燃料電池⾃動⾞の認証の相互承認導⼊の検討
・圧縮⽔素運送⾃動⾞⽤複合容器の技術基準の検討 等

燃料装置⽤容器の設計・製造⽅法や災害発⽣のリスクを踏まえ、国
内外での開発状況や事故事例等を調査し、適切な規制のあり⽅に
ついての検討を⾏います。

 こうした保安基準の策定については、平
成27年度までに結論を得るよう規制改
⾰要望として閣議決定がされています。

【開発中の燃料電池二輪車】
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（２）地産地消型再⽣可能エネルギー⾯的利
⽤等推進事業

地産地消型再⽣可能エネルギー⾯的利⽤等推進
事業費補助⾦ 平成2６年度補正予算額 78.0億円

省エネルギー・新エネルギー部
政策課 制度審議室
03-3580-2492

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ
事業⽬的・概要
再⽣可能エネルギーは地域活性化に資する重要な国産エネルギー源
であり、再⽣可能エネルギー発電システムや熱利⽤システムの導⼊拡
⼤が重要です。

 また、エネルギーマネジメントシステム等を活⽤しつつ、再⽣可能エネル
ギー等の地域の分散型エネルギー（電気・熱等）を⼀定規模のコミュ
ニティの中で⾯的に利⽤し、平常時には⼤幅な省エネを実現し、⾮常
時にはエネルギー供給を確保できる等の効果を有する、地産地消型
のエネルギーシステムを広げていくことが重要です。

地産地消型のエネルギーシステムの構築によって、地域内でのエネル
ギーの最⼤活⽤・最適化が図られ、エネルギーコストの最⼩化にもつな
がります。

 このため、先導的な地産地消型のエネルギーシステムを構築する取組
を⽀援するとともに、そのノウハウの蓄積、他地域への普及を図ります。

成果⽬標
再⽣可能エネルギーの⾯的な利⽤等を通じ、地域内でのエネルギーを
最⼤限活⽤し、省エネ効果を20%以上達成するなど、エネルギーコス
トの最⼩化を図ります。

国 事業者等

補助（定額,1/2,2/3）補助

⺠間団体等

制
御

地域エネルギー事業者

地域アグリゲーター

制
御

制 御

エネファーム

コージェネ
レーション
システム

蓄電池

蓄電池

ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞ
ﾘｽﾎﾟﾝｽ

不安定な再エネ
の⼤量導⼊

地域に点在する
創エネシステム

地域に点在する
蓄エネシステム

地域に点在する熱エネルギー

電気⾃動⾞

太陽光

バイオマス

事業化可能性調査の実施や事業計画の策定を⽀援

【①⾃治体連携：2/3以内、②⺠間主導：1/2以内】
再エネ等発電設備、熱利⽤設備、蓄電・蓄熱設備、エネマネシステム、⾃営
線・熱導管、その他付帯設備の⾯的導⼊を⽀援
※「固定価格買取制度」において設備認定を受けない設備が対象

（１）構想普及⽀援 【定額】

（２）地産地消型再⽣可能エネルギー⾯的利⽤等推進事業

※コージェネレーションシステム：発電の際に⽣ずる排熱を同時に回収し、熱及び電⼒を供給する熱電併給システム。

コージェネ
レーション
システム
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燃料電池自動車及び水素ステーションに関する主な税制優遇措置等一覧

[出展]国税庁、国土交通省資料より野村総合研究所作成

項目 概要

燃料電池自動車

エコカー減税

自動車重量税が免除、自動車取得税が非課税になる措置。

ただし適用期間中（自動車重量税は、平成27年5月1日～平成29年4月30日、自動車取得税は
平成27年4月1日～平成29年3月31日）に新車新規登録等を行った場合に限り適用（1回限り）。
重量税については、免税が適用された後の初回継続検査（2回目車検）についても免税が適用。

グリーン化特例
（自動車グリーン税制）

自動車税・軽自動車税が概ね75%軽減される措置。

ただし適用期間中（平成26年4月1日～平成28年3月31日）に新車新規登録を行った場合に限り、
それぞれ当該年度の翌年度（平成27年度又は平成28年度）分について特例措置が適用。

環境関連投資
促進税制

法人が平成23年6月30日から平成28年3月31日までの期間に燃料電池自動車を取得し、その
取得等をした日から1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した
事業年度において、特別償却（取得価額の30％相当額）又は税額控除（取得価額の7％相当
額, ただし中小企業者のみ）を適用できる。

水素ステーション
低公害車の燃料等
供給設備に係る

課税標準の特例措置

取得評価額が1億5,000万円以上の水素ステーション（水素充填設備）に関して、固定資産税を
最初の3年間2/3とする特例措置。
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