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水素基本戦略に対する委員からの御意見とたたき台 

 

経済産業省 

内 閣 府 

文部科学省 

国土交通省 

環 境 省 

 

 

1.総論 

①水素基本戦略の位置づけ 

＜エネルギー基本計画への記載についての御意見＞ 

 これまで「エネルギー基本計画」には「水素は２次エネルギー」としての取扱いであった。今回の案で

の「１次エネルギーとしての水素」記載の意義は大きい。今後改定が計画される「エネルギー基本計

画」への反映をお願いしたい。（伊勢委員） 

 上位にあるエネルギー基本計画の中で、水素がどれだけのエネルギー供給量を担うことが必要なの

か、具体的規模感があると達成のための戦略立案や、各業界の目標値に落としやすくなると思う。

（日産自動車 森代理） 

 将来像とシナリオを分かりやすくするため、2030 年頃には現在の暮らしにどの程度水素が活用され

ているかを見せることが重要である（崎田委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 エネルギー基本計画については、総合資源エネルギー調査会等においてエネルギー需給の現状と今

後の見通し等を踏まえて様々な観点から議論が行われるところであり、直接的に本協議会に検討

が委ねられているものではない点は、ご理解いただきたい。 

 他方で、現行計画において既に水素に関し規定されているところ、計画の見直しに当たっては本協

議会で頂いたご意見を尊重し、適宜反映していくこととしたい。 
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＜定量目標の記載についての御意見＞ 

 CO2 削減に向けて、議論の端緒となる水素利用の定量的なストーリー（何年にどのような分野で

どれだけ水素を利用し CO2 を削減するのか）を時間軸とともに示してほしい（大濱委員） 

 水素ステーションだけでなく水電解水素製造もであるが、ドラスティックな低コスト化を通して世の中

を変えるためには技術開発による仕様の最適化とともに、前提として想定されるマーケットボリューム

の提示をしてほしい。どのくらいのマーケットを創出するのかの目標を示すことで、社会として認知され

主要材料や周辺機器など関連産業が協力して目標達成に向かうことができる。（大濱委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 定量的な目標を設定することは重要であり、たたき台においては、可能な限り定量的な記載となる

ように配慮したい。 

 

＜プライオリティについての御意見＞ 

 様々な技術革新が進んでいる中で、他の技術とのコストや利便性等の比較によって、どの技術を社

会の基盤とすべきかが決まっていくべきである。政府挙げての取り組みであり、関係省庁も多いため、

クライテリアを事前に共有しておくことが重要であると考える。 （竹内委員） 

 今後戦略として公表する際には、一般の方にも分かりやすいという観点でまとめていくことが重要にな

ると考えており、資料 1 の 9頁のシナリオに関しても、優先順位や因果関係を示していただけると専

門でない方にも分かりやすくなるのではないか。また、優先順位のつけ方としては、取り組みと利益を

示していくことが必要になる。（原田委員） 

 26％、80％削減といった目標を実現するためには、何を優先的に行う必要があるかという記載があ

ると、何をするべきかわかりやすくなるのではないか。（東レ 後藤代理） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 判断基準の基本はエネルギー政策の基本的な視座である 3E+S の実現にあり、これに産業政策

的な観点を加味すべきと考えている。他方で、これらの要素について優先順位を付けることは困難

であり、また必ずしも妥当ではないと考えている。このため、これらの要素からみて総合的に評価・判

断していくこととしたい。 

 その際、個別の施策については、目的の明確化、目的を達成するために投入する費用対効果、出

口戦略の具体性等の観点から少なくとも優先度等が評価されるべきと考える。 
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＜案＞ 

 2014年4月に策定された第４次エネルギー基本計画では、「水素をエネルギーとして利用す

る“水素社会”についての包括的な検討を進めるべき時期に差し掛かっている」等の記載が盛り

込まれた。更に、同年 6 月には産学官の有識者検討会議である水素・燃料電池戦略協議

会において、水素社会実現に向けた官民の関係者の取組を示した「水素・燃料電池戦略ロ

ードマップ」がとりまとめられた。 

 ロードマップでは、技術的課題の克服と経済性の確保に要する期間の長短に着目し、３つの

フェーズに分け、ステップ・バイ・ステップで水素社会の実現を目指すとしている。 

① フェーズ１：水素利用の飛躍的拡大（現在～） 

② フェーズ２：水素発電の本格導入／大規模な水素供給システムの確立（2020 年代

後半に実現） 

③ フェーズ３：トータルでの CO2 フリー水素供給システムの確立（2040年頃に実現） 

 ロードマップについては、その後の取組の進展を踏まえて 2016年 3月に改訂され、家庭用燃

料電池（エネファーム）や燃料電池自動車（FCV）／水素ステーションに係る自立化に向

けた目標設定等が盛り込まれた。 

 2017年4月には、第１回「再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議」が開催され、再生

可能エネルギーの導入拡大及び水素社会の実現に向けた取組について議論が行われた。同

会議においては、世界に先駆けて水素社会を実現するため、政府一体となって取組を進める

ための基本戦略を年内に策定することとされた。 

 今般、同決定を踏まえて本戦略を策定する。 
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②水素基本戦略の対象期間 

＜戦略の見直し方法・時期についての御意見＞ 

 本戦略においては、目的はわが国のエネルギーの３E 確保であることを再度確認した上で、他の技

術との比較検証を含めた戦略の適時適切な検証について、どのような基準で、どのようなタイミング

で行うかについても記載すべきではないか。（竹内委員） 

 今回策定される基本戦略やロードマップについては、今後の社会情勢の変化に応じ、柔軟に見直

しが行われることが必要である。（小野田委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 2020 年度を区切りとした目標や終期とした取組が多いことから、本戦略は、2020 年度を最初の

区切りとしてそれまでの成果を検証し、適宜見直しを行うこととしたい。 

 また、それ以降も本協議会で進捗状況をフォローアップし、その結果を踏まえ、必要に応じて随時見

直しを行うこととしたい。 

 

＜案＞ 

 2016年 11月のパリ協定の発効を受け、主要国で 2050年に向けた野心的な構想・ビジョ

ンが公表され始めている。こうした状況に鑑み、本戦略は、主として 2030年前後を実現目標

に掲げる「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（2016年 3 月改訂）を踏まえつつ、2050 年

を視野に入れ、2050年に向けて官民が共有すべき大きな方向性・ビジョンとする。 

 本戦略は、2020 年度を区切りとして見直しを行うこととするが、フォローアップの結果等を踏ま

え、必要に応じて随時見直しを行う。 
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2.我が国のエネルギー需給を巡る構造的課題 

＜案＞ 

③エネルギーセキュリティ／自給率 

 我が国は化石燃料に乏しく、一次エネルギー供給の約 95%を海外の化石燃料に依存してい

ることから、エネルギーセキュリティ上の構造的な脆弱性を有する。特に自動車は燃料の 98%

が石油系であり、うち 83%を中東地域に依存している。 

 エネルギー自給率は、原子力発電所の稼働停止の影響もあり、東日本大震災以降は 6～

7%で低迷している。これは OECD34 か国中２番目に低い水準であり、同じく先進国最低

水準にある食糧自給率（カロリーベース 34%）と比較しても極めて低い。 

 固定価格買取制度の導入以降、太陽光を中心に再生可能エネルギーは急速に普及が進ん

だが、従来からある水力発電を含めても 15.0%（2016年度、推計値）に留まっている。 

 

④CO2排出制約 

 2015年に国連に提出した「日本の約束草案」に基づき、国内の排出削減・吸収量の確保に

より、2030 年度において、2013年度比 26%減を目標としている（地球温暖化対策計画、

2016年 5月閣議決定）。 

 その実現に必要な CO2 排出削減量は全体で 3.1 億ｔであり、うち CO2 排出量の４割を

占める電力部門では、1.9億ｔの削減が必要（必要削減量全体の 60%超）。 

 上述の地球温暖化対策計画においては、パリ協定を踏まえ、長期的には 2050 年までに

80%の温室効果ガスの排出削減を目指すとしている。その実現には、革新的技術の開発・

普及などイノベーションによる解決を最大限に追求するとしている。 
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３．水素の意義と重要性 

＜水素の意義に係る国民の理解促進についての御意見＞ 

 わが国がいち早く検討・社会導入に向け取り組んでいることの意義について、国民がイメージだけで

なく、しっかりと理解できるような戦略となることを期待したい。（竹内委員） 

 エネルギーセキュリティや低炭素化の観点で、仮に水素活用をすすめなければどうなるかを示すと、

一般の方にも分かりやすくなるのでは無いか。（東レ 後藤代理） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 国民にも広く理解していただけるよう、水素の利活用の意義を多角的な視点から記載したい。 

 特に安全性に関する理解については、産学官で連携して様々な機会を捉えて国民に対し情報発

信し、その理解を得る努力をしていくべきと考えている。 

 

＜案＞ 

水素は、我が国の一次エネルギー供給構造を多様化させ、大幅な低炭素化を実現するポテンシャ

ルを有する手段である。 

我が国における水素利用は緒に就いたところであり、現在は主として工場等で副産物として生み出

される水素（副生水素）や天然ガス・LPG 等の改質により製造される水素が利用されている。これら

は元を辿れば海外から輸入される化石燃料に由来するものである。また、燃料電池の利用も光熱費

の削減の点で一定の評価を受けているが、高効率なエネルギー利用という観点のみでしか評価されて

いない。したがって、以下に示す水素利用の真価が広く国民に理解され、またそれが十分に発揮される

には至っていない。 
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⑤調達・供給面での意義：供給源・調達先の多様化による調達・供給リスクの根本的

な低減 

現実的な土地利用の可能性を踏まえた再生可能エネルギー発電の適地や、採算の取れる採掘が

可能な化石燃料等の埋蔵量、二酸化炭素回収・貯留（CCS: Carbon dioxide Capture and 

Storage）が可能な適地は、地球規模で特定地域に偏在している。 

水素は、再生可能エネルギーを含め多種多様なエネルギー源から製造し、貯蔵・運搬することがで

きるため、国内外を問わず、あらゆる場所からの供給が可能である。このため、海外に偏在する化石燃

料に大きく依存した我が国の一次エネルギー供給構造を特定のエネルギーに依存しない多様化な構

造に変革させ、エネルギー調達・供給リスクの根本的な低減に貢献する。 

 

（a）海外 CCSの活用を通じた化石燃料の CO2 フリー化が可能 

 海外に豊富に存在する褐炭に代表される低コストな未利用化石資源については、水素化と

CCS を組み合わせることで、CO2 フリーのエネルギーとして活用することが可能となる。 

 鍵となる CCS の実施に当たっては、CO2 を捕捉する地質構造（適切な貯留層及びキャップ

ロックがあり、断層が無いこと）を備えた適当なサイトが必要となる。現在、40 万 t 以上の

CO2貯留ポテンシャルを有する大規模 CCSプロジェクトは 40近く存在するが、これらの多くは

地質の安定した北米、北欧、東アジア、豪州に集中している。 

 こうした海外の未利用エネルギー源と CCS適地、水素関連技術を組み合わせることで、CO2

フリーのエネルギーの調達が可能となる。 

（b）安価な海外再生可能エネルギー源の活用が可能 

 再生可能エネルギーの発電コストは、特に海外において急激に低下しており、発電コストだけ

で言えば kWh 当たり数円程度と、既存の火力等の発電よりも安い水準となっているものもあ

る。 

 今後更に低コスト化が進めば、相対的に発電コストの安い国・地域において再生可能エネル

ギーから水素を製造し、我が国に輸送して利用することも十分に経済性を持つことが考えられ

る。 

 

また、純国産エネルギー源である再生可能エネルギーは、その導入を通じてエネルギー自給率の向

上につながる一方で、特に自然変動電源は供給量のコントロールができないため、供給過少時の他の
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電源からのバックアップや、供給過剰時の出力制御等が必要となる。このため、今後再生可能エネル

ギーの更なる導入拡大には電力貯蔵技術が一つの鍵となるが、大規模かつ長期間のエネルギー貯蔵

を可能とする水素がその役割を果たすポテンシャルは大きい。 

 

（c）国内再生可能エネルギー導入拡大への貢献 

 太陽光や風力といった変動性の再生可能エネルギー電源の導入が世界的に進んだ結果、総

供給が総需要を上回る供給過剰や、正味の需要（総需要から自然変動電源からの発電

量を差し引いたもの）が急激に変動する、いわゆる「ダックカーブ」の出現、短周期の需給バラ

ンス調整など、あらゆる国・地域において、再生可能エネルギーの既存の電力システムへの統

合が問題となっている。 

 電力系統の安定化には、再生可能エネルギーへの出力制御等が必要となるが、再生可能エ

ネルギーを捨てずに有効利用を図るためには、出力制御を回避するための電力貯蔵設備が

重要となる。短期的には蓄電池が大きな役割を果たすと考えられるが、再生可能エネルギーの

導入拡大、更には出力制御量の増加に伴い、中長期的にはより大規模かつ長期間の貯蔵

を可能とする、水素を用いたエネルギー貯蔵・利用（Power-to-gas）が必要となると考えら

れる。 

 また、上述の海外における再生可能エネルギーの低廉化が国内でも進めば、再生可能エネル

ギーを電力としてのみならず、水素化することで燃料として利用する形態も現実的になると考え

られる。 
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⑥利用面での意義：電力、運輸、熱・産業プロセスのあらゆる分野の低炭素化 

＜案＞ 

水素は利用時にCO2を排出しない。製造段階でCCS技術や再生可能エネルギー技術を活

用することで、トータルでもCO2フリーのエネルギー源となり得る。また、天然ガスのように燃料として

取り扱うことができ、水素から高効率に電気・熱を取り出す燃料電池技術とも組み合わせることで、

電力、運輸のみならず、産業プロセスや熱利用等、様々な領域で究極的な低炭素化が可能で

ある。 

 

（a）水素による電力システムの低炭素化ポテンシャル 

 我が国全体の CO2 排出量の 4 割を占める電力部門の低炭素化に向け、今後は更に再生

可能エネルギーを中心としたエネルギーシステムへの移行が必要となる。一方で、単に大量の

再生可能エネルギー電源を導入するだけでは、電力需要の大半を再生可能エネルギーで賄う

ことはできず、①大量の供給過剰の発生（kWh）への対処、②調整電源による変動吸収

（ΔkW）、③再生可能エネルギー不足時に備えたバックアップ電源の確保（kW・kWh）が

必要となることに留意が必要である。 

 このため、供給力と調整力を備える天然ガス火力等は、再生可能エネルギー大量導入に欠か

せないが、天然ガス火力と同等の機能を果たしうる水素発電は、火力電源の低炭素化の有

力な方策となる。 

 更に、大量の再生可能エネルギー供給過剰を（出力制御せず）活用するためには、長期間

の電力貯蔵が重要となるが、水素は季節をまたぐような大規模・長期間のエネルギー貯蔵にも

有効である。 

 このように、水素は再生可能エネルギーとともに、電力システムのゼロエミッション化を支える重

要な役割を果たすことが期待される。 

 

（b）水素によるモビリティの低炭素化ポテンシャル 

 運輸部門の CO2 排出量は、我が国全体の２割弱であり、うち自動車（乗用車・貨物車）

が 85%を占める。このため、小型の乗用車から大型のトラックやバスに至るまで、様々な種類

の自動車の低炭素化を進めることが重要である。 
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 水素はリチウムイオン等の蓄電池に比べ単位重量／単位体積当たりのエネルギー密度が大き

い。このため、ZEV（Zero Emission Vehicle）においては、より大型・長距離輸送向けの

モビリティ領域において燃料電池自動車（FCV: Fuel Cell Vehicle）に比較優位性がある。

燃料電池の効率や出力密度の向上により、更なる航続距離の伸長や小型化も期待される。 

 リチウムイオン電池を用いた電気自動車（BEV: Battery Electric Vehicle）は、航続距

離や充電時間において FCV に劣るが、比較的製造が容易であり、北米や中国市場での規

制の導入・強化に伴い急速に普及が進むと見られている。一方で、BEV の普及は電源構成

の低炭素化がセットであり、また、あらゆる車両を電化することは難しいと考えられる。 

 自動車に加え、フォークリフトなどの産業用車両や船舶等を含め、モビリティ全体の低炭素化を

進めるためには、”電源のゼロエミッション化＋EV”と”CO2 フリー水素＋FCV”の双方が必要で

ある。 

 

（c）水素による産業プロセス・熱利用の低炭素化ポテンシャル 

 電力・運輸部門以外でのエネルギー消費に伴う CO2排出量は全体の 44%（5.4億 t）に

上る。特に産業分野では重油や石炭を中心とした原燃料利用が大きく、多量の CO2 を排出

している。 

 一般に、直接加熱等の産業プロセスは電化が困難であり、電化が困難な産業プロセスの低炭

素化は容易ではない。まずは、燃料電池コージェネ等熱電併給による省エネ・CO2 削減が現

実的なアプローチとして有力と考えられるが、更に大幅な低炭素化を実現するためには、将来

的に CO2 フリーの燃料／原料としてのポテンシャルを有する水素の活用が必要となる。 

 

（d）燃料電池技術の活用を通じた低炭素化ポテンシャル 

 燃料電池は、水素利用における最重要技術の一つである。電気化学反応により電気・熱を

取り出すメカニズムにより、①高い発電効率、②小型化、③需要家への設置により発電時の

熱の有効利用が可能といった特長を持つ。 

 燃料電池を活用した小規模分散型電源は、大型の火力発電所と同等以上の発電効率を

発揮する一方で、大規模な投資を必要としないため、今後の大規模電源の投資環境によっ

ては分散型電源として急速に普及する可能性がある。 
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⑦3E+Sの観点からの意義 

＜案＞ 

エネルギー基本計画（2014年 4月閣議決定）においては、安全性（Safety）を前提とした上

で、安定供給（Energy Security）、経済効率性の向上（Economic Efficiency）、環境適

合（Environment）の３つを基本的視点としている。これらは同時達成が困難な３つの要素とし

て、”Energy Trilemma”とも表現され、解決の鍵は低炭素技術にほかならない。 

水素社会の実現は目的ではなく、手段である。水素社会を実現することで、３E+S を達成する。

以下において、3E+S の観点から水素利用の意義を再確認する。 

 

（a）Safety 

 水素は地球上で最も軽い可燃性ガスであり、燃焼範囲が広く着火エネルギーが小さいという

特徴を持つ。空気中で最も拡散しやすい物質であるため、開放空間において着火や爆発する

可能性は極めて低い。 

 一方、密閉された空間において大量の水素と酸素が混在する状況では爆発の危険性が大き

くなる。このため、①水素を漏らさない、②漏れた際には即時に検知し、水素供給を止める、

③漏れても溜まらないようにする、といった安全対策が取られている。 

（b）Energy Security 

 水素は、再生可能エネルギーを含めた多種多様なエネルギー源から製造し、貯蔵・運搬する

ことができるため、国内外を問わず、あらゆる場所からの供給が可能である。このため、海外に

偏在する化石燃料に大きく依存した我が国の一次エネルギー供給構造を特定のエネルギーに

依存しない多様な構造に変革させ、のエネルギー調達・供給リスクの根本的な低減に貢献す

る。【再掲】 

 純国産エネルギー源である再生可能エネルギーは、その導入を通じてエネルギー自給率の向

上につながる一方で、特に自然変動電源は供給量のコントロールができないため、供給過少

時の他の電源からのバックアップや、供給過剰時の出力制御が必要となる。このため、今後再

生可能エネルギーの更なる導入拡大には電力貯蔵技術が鍵となるが、大規模かつ長期間の

エネルギー貯蔵を可能とする水素がその役割を果たすポテンシャルは大きい。【再掲】 
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（c）Environment 

 水素は利用時に CO2 を排出しない。製造段階で CCS 技術や再生可能エネルギー技術を

活用することで、トータルでも CO2 フリーのエネルギー源となり得る。【再掲】 

 水素は天然ガスのように燃料として取り扱うことができ、水素から高効率に電気・熱を取り出す

燃料電池技術とも組み合わせることで、電力、運輸のみならず、産業プロセスや熱利用等、

様々な領域で究極的な低炭素化が可能である。【再掲】 

 

（d）Economic Efficiency 

 石炭や石油等の化石燃料は体積エネルギー密度が高く、取り扱いが容易であり、経済性に

優れるが、資源の枯渇や地球温暖化という観点から持続可能性に課題があり、将来世代に

非常に大きな社会的費用を残すおそれがある。 

 水素利用による現世代のコストは従来の化石燃料利用よりも割高となるのは否めないが、中

長期的にはコスト低減ポテンシャルは大きく、エネルギー利用に係る将来世代のコストを下げる

ための有力なオプションの一つである。 
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⑧国際的な意義：世界に先駆けたイノベーションへの挑戦を通じた国際社会への貢献 

＜国際展開についての御意見＞ 

 グローバル展開していくことが重要である。「水素調達・供給＋水素利用」のパッケージ輸出を目指

す等も入れていくべきではないか。こうすることで、日本の水素動向と世界の水素動向の連携が生じ

ると考える。（三部委員） 

 自動車は国際商品なので、グローバル販売による量産効果を出すためにも、海外の水素モビリティ

社会の状況を整理するとともに、国として海外との連携をどのように進めていくのか、先行している日

本がどうリードしていくのか、が示されると良いと思う（日産 森代理） 

 技術の国際化について、 ガラパゴス化は懸念されるところ。無防備な汎用にもリスクがあるが、日本

国内だけでは技術適用の市場成長が見通せず、国際的な連携を考えていくことが必要である。

（安岡委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 水素利用の国際展開は、国内のエネルギー政策上の意義を深化させるだけでなく、国外での CO2

排出削減にも貢献するため、たたき台においても国際展開・国際貢献の視点を記載した。 

 また、頂いた御意見を踏まえ、エネルギー政策のみならず、産業政策の観点も重要である旨をたた

き台に記載した。 

 

＜案＞ 

水素利用の国際展開は、国内のエネルギー政策上の意義を深化させるだけでなく、国外での CO2

排出削減にも貢献する。 

 パリ協定を背景として、各国が低炭素化に向けた取組を進めていく中、日本が世界をリードし

ている燃料電池自動車や水素ステーション、定置用燃料電池等の水素関連技術を海外に

展開していくことは、海外における CO2排出削減に貢献するとともに、国内における水素利用

も促し、我が国の産業競争力の強化につながるという好循環を生み出すと期待される。 

 また、化石燃料改質による水素製造と CCS を組み合わせることで、CO2 フリーのエネルギーを

生み出すことが可能であることから、こうした関連技術の国際展開は資源国におけるエネルギ

ー利用の低炭素化につながる。また、水素キャリア技術を活用することで、再生可能エネルギ

ー資源を含め、資源国にとっての新たな輸出財になり得る。 

 経済と社会の持続可能な発展を実現することは、国際社会が現在抱える大きな課題である。

その解決に当たっては、水素利用は、温暖化対策と相まって非常に有益な手段となりうる。我
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が国が世界に先駆けてチャレンジングに取り組み、その成果を世界の国々とも共有していく。 

 

⑨産業振興・競争力強化の意義 

 我が国には、1970 年代から始まったサンシャイン計画やムーンライト計画から現在に至るまで

の 40 年以上の技術開発の歴史があり、産学に世界トップレベルの技術、知識、ノウハウの蓄

積がある。2009年に商用化されたエネファームや 2014年の水素ステーション・FCVに代表さ

れるように、我が国は世界に先駆けて水素・燃料電池技術を実用化してきた。 

 現在、水素・燃料電池関連技術は大きな広がりを見せており、上記の燃料電池コージェネレ

ーションや FCV、水素ステーションのみならず、水素発電用ガスタービンや水電解装置、水素

輸送船舶、キャリア技術などにおいて、我が国の技術レベルは引き続き世界最高水準のレベル

にある。 

 今後の水素利用のグローバルな普及を見据えた場合には、これらの技術を海外展開すること

で、海外の低炭素化に貢献しつつ、産業政策的な観点からの貢献にもつなげていくことが可能

である。 
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４．水素社会実現に向けた基本戦略 

⑩低コストな水素利用の実現：海外未利用エネルギー／再生可能エネルギーの活用 

＜案＞ 

 水素を日常の生活や産業活動で利活用する社会、すなわち“水素社会”の実現には、水素

の調達・供給コストの低減が不可欠である。 

 水素コストの低減に向けた方策としては、海外の安価な未利用エネルギーと CCS を組み合わ

せ、又は安価な再生可能エネルギーから水素を大量調達することを基本とする。このため、水

素の「製造、貯蔵・輸送、利用」まで一気通貫した国際的なサプライチェーンの構築を進める。 

 具体的には、2030年頃に商用規模のサプライチェーンを構築し、30円/Nm3程度の水素コ

ストの実現を目指す。その際には、より水素を大量消費する水素発電を導入することで、水素

需要を飛躍的に増加させることが重要である。 

 2030 年以降は、水素サプライチェーンの拡大により更なるコスト低減を図り、既存のエネルギ

ーとのコスト差を縮小していく。環境価値も含め、2050 年までに既存のエネルギーコストと同

等のコスト競争力を実現する。 
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⑪国際的な水素サプライチェーンの開発 

＜国際的な水素サプライチェーンについての御意見＞ 

 インフラ整備と利用促進の “鶏と卵”問題を考えると、既存インフラの利用ができる観点から、アンモ

ニアやカーボンニュートラルメタンは価値を有すると考えられるが、これらの新たな選択肢を含めて全

体に情報が偏らないようにし、委員が公平な見方を出来るように、学ぶ機会を設ける等の配慮をい

ただきたい。あわせて、いつまでにどのような過程で選択肢を絞り込むのか、優先順位の基準、コスト

パフォーマンスの考え方、KPI などを示す準備が必要ではないか。（安岡委員） 

 コストダウンの努力と並行して、既存インフラをどこまで活用できるのかの観点が非常に重要である。

この点を踏まえると、一例だがカーボンニュートラルメタンなど既存インフラ（ガス体エネルギー関連の

インフラ）の活用の可能性がある技術はその利点を共有することも必要ではないか。（竹内委

員） 

 水素のパイプライン供給の実現には、熱量調整、供給保安、消費機器への影響など課題が多く、

費用対効果の面では既存インフラを如何に活用するかが重要になると考えられる。水素キャリアにつ

いてはカーボンニュートラルメタンやアンモニアなどの選択肢も含めて幅広い検討をお願いしたい。

（瀬戸口委員） 

 電力自由化の中ではコストと安全性は非常に重要であり、CCS や EOR を活用して CO2 フリーア

ンモニアを作ることが実現されれば、比較的安価に調達することができるので、安全面に注意を払う

必要はあるものの、活用できるのではないか（小野田委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 エネルギーキャリアについては、利用目的や利用場所、インフラの整備状況、技術フェーズ等の様々

な要件を考慮して、民間において有望なものが選択されていくことが望ましいと考える。 

 現状では今後のイノベーションの進み具合など不確定な要素・要因が多々あるため、現段階から選

択肢を絞ることは必ずしも妥当ではないと考えている。今後行われる実証事業の成果や需要家等

の意見を踏まえ、引き続き検討を行っていく必要がある。 

 

＜上流資源確保についての御意見＞ 

 価格に関して、今の段階では魅力的な価格が資料に示されているが、今後水素やアンモニアがエネ

ルギー資源として認識されると、環境対策等を見越した需給や投機的な相場等によって想定とは

異なってくる可能性がある。エネルギー資源に対して非力な我が国としては、上流側の資源確保等

の検討が必要であるとの視点も踏まえた議論としていただきたい。 （安岡委員） 

 世界で水素に関する取組が進んでいることを考えると、海外の安価な水素源から、輸送コストの安

い地域に水素が運搬されてしまい、結局日本に輸入される水素は高額となってしまうのではないか、
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という懸念がある。早い段階から資源国と関係を構築し、水素に関する日本の権益を確保するべき

である。（三菱日立パワーシステムズ 谷村代理） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 国際的な水素サプライチェーンの構築に当たり、上流側の資源確保は重要な視点。素案において

も記載した。 

 

＜案＞ 

国際的な水素サプライチェーンの実現には、上流側の取組として、安価な海外資源を確保するとと

もに、効率的な水素の輸送・貯蔵を可能とするエネルギーキャリア技術が必要となる。現在、国内の水

素供給には圧縮水素や液化水素の形態が採用されているが、国際的なサプライチェーンの構築には、

国内における輸送技術・インフラが確立している液化水素に加え、有機ハイドライド法によるメチルシク

ロヘキサン（MCH）、更にはアンモニアやメタンといったエネルギーキャリアの活用可能性がある。いずれ

のキャリアについても長短があり、技術面や安全面、環境面等での課題解決に向けた取組に加え、水

素輸入に対応した港湾機能の確保といったインフラ整備を進める必要がある。 

 

（a）液化水素サプライチェーンの開発 

 液化水素は、①気体水素に比べて体積が約1/800となること、②気化することで、純度の高

い水素の取り出しが容易であること、③LNG と同様のインフラ構成であり、技術的に連続的で

あること、④国内の輸送インフラが確立していること等の特長を持つ。 

 一方で、LNG より更に低温であるため、海上輸送、荷役・貯蔵に関する新規のインフラ整備

が必要となり、技術開発を要する。 

 このため、2020 年度までの日豪間の液化水素サプライチェーン構築実証を通じて基盤技術

を確立し、商用化に向けた道筋を立てる。また、同実証においては、安価な未利用エネルギー

である褐炭からCO2フリー水素を取り出すガス化技術、CO2分離・回収技術の確立を図る。 

 世界初の試みである液化水素の海上輸送については、液化水素運搬船の開発実証を行

い、日豪間の液化水素サプライチェーンの構築実証に取り組む。液化水素運搬船に係る

安全基準については、日豪共同で提案した暫定基準が 2016 年に国際海事機関

（IMO）にて採択されたところであり、上記実証の結果を踏まえ、将来的に商用船の国

際基準を策定し、液化水素の安定的な輸送の確立を図る。 

 2030 年頃の商用化に向けて、2020 年代半ばまでに商用化実証を行う。このため、2020
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年初頭までに大容量の輸送・荷役・貯蔵技術の確立と受入関連施設の整備を進める。また、

水素発電設備側においても、大容量の気化器、昇圧ポンプ、配管、継手などの付帯設備の

開発・実証を進める。 

 

（b）有機ハイドライドサプライチェーンの開発 

 MCH（メチルシクロヘキサン）は、①体積が気体水素の約1/500となること、②常温常圧で

液体であることから取り扱いが容易であり、長期貯蔵が可能であること、③タンカーやタンク等の

既存の輸送・荷役インフラを活用可能であること等の特長を持つ。 

 一方で、水素化、脱水素化に係る設備が必要であり、技術開発を要する。また、脱水素には

エネルギーを要するため、例えば発電時の排熱を脱水素化プロセスに組み込むなどの工夫が

必要である。 

 2020年度までの日ブルネイ間の有機ハイドライドサプライチェーン構築実証を通じて基盤技術

を確立し、商用化に向けた道筋を立てる。 

 2025年以降、国内の水素需要に応じた規模で商用サプライチェーン構築に向け、実証終了

後より、商用化の計画、建設開始を目指す。商用サプライチェーンの初期段階においては、供

給する水素の価格低減のため、既存インフラを有効に活用しつつ、①水素化・脱水素化プラ

ントや輸送用タンカーの大規模化、②コストダウンに資する技術開発の継続を進める。 

 

（c）エネルギーキャリアとしてのアンモニアの活用に向けた技術開発 

 アンモニア（NH3）は、①他の水素キャリアと比較して体積水素密度が大きい（液化水素の

1.5 倍）ため、インフラ整備をより小規模で安価に形成できること、②天然ガスから製造される

ため比較的安価であること、③既存の商業サプライチェーンを活用可能であること等の特長を

持つ。また、アンモニアから水素を取り出す（脱水素）ことなく、発電等に直接利用することも

可能であり、燃焼時には CO2 を排出しない。 

 一方で、①天然ガス改質によるアンモニア製造段階での CO2 フリー化や、②直接燃焼利用

時の NOx の低減、③可燃性劇物（致死量 吸入ヒト LCLo=1,500ppm （1.07g／

m3））に係る安全性確保に課題がある。 

 このため、①CCS や再生可能エネルギー利用と組み合わせた製造段階での CO2 フリー化、

②直接燃焼利用時の NOx 低減化、③可燃性劇物に係る安全性確保の課題解決に向け

た技術開発・検討等を進め、2020 年代半ばまでの CO2 フリーアンモニアの導入・石炭混焼

発電等での利用開始・2030年頃までのガスタービン等への利用拡大を目指す。 
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（d）CO2 フリー水素を用いたメタネーションの検討 

 水素は、CO2 と合成することでメタン化することが可能（メタネーション）であり、メタンをエネル

ギーキャリアとすることで、①国内における既存のエネルギー供給インフラ（都市ガス導管や

LNG 火力発電所等）の活用や、②熱利用の低炭素化の観点から、エネルギーキャリアとして

大きなポテンシャルを有する。 

 一方で、こうした CO2 フリー水素由来のメタンを活用するためには、大量かつ安価に CO2 フリ

ー水素が調達可能であることを前提として、近隣に大規模なCO2排出源が存在することや既

存のLNGインフラが利用可能なことが条件となる。更にメタネーションに係る追加コストがかかる

ため、サプライチェーン全体でのコスト評価が必要である。 

 実用化に向けては、CO2 調達コストの低下、メタネーション設備の低コスト化、海外でメタネー

ションを行う場合の課題などについて論点整理を行い、その上で普及方策の検討を行う。 

 

（e）パイプラインによる国内輸送 

 国内での水素の大量輸送手段として、将来的にコスト・環境性の両面からパイプラインが有力

となる可能性がある。実際に、国内においてパイプラインを活用し、製造した水素を近傍で利

用する取組は複数存在する。 

 今後は、短期的にも、水素ステーション等の整備の進展に合わせたエコシステム形成が期待さ

れる。2030年以降は、国際水素サプライチェーンが商用化に伴い臨海部でのローカル水素ネ

ットワークの形成や、メタネーション技術等を用いた既設の都市ガスパイプラインの活用の可能

性がある。 

 現状、パイプラインによる水素供給に当たっては、漏えい対策として付臭が義務づけられている

が、燃料電池への悪影響から脱臭措置が必要となる。このため、水素ステーションで行われて

いるような付臭によらない水素漏えい検知の仕組みを検討するとともに、安全性の確保を前提

とした規制の見直しについても取り組む。 
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⑫国内再生可能エネルギーの導入拡大の観点 

＜案＞ 

（a）国内再生可能エネルギー由来水素の利用拡大に向けた方策 

 IEA 等において、一部の国においては、将来の再生可能エネルギーの大量導入に伴い、年間

を通じて供給過剰が発生し、大規模な出力制御が必要となることが予測されている。日本に

おいても系統や調整力に係る問題は既に顕在化しているが、今後、再生可能エネルギー利

用を拡大するためには、調整電源の確保のみならず、余剰電力を貯蔵する技術が必要であ

る。 

 特に、蓄電池では対応の難しい季節を超えるような長周期の変動に対しては、水素としてエネ

ルギーを貯蔵する Power-to-gas技術が国内外で注目されている。 

 国内の再生可能エネルギー由来水素の本格活用に向けては、コスト低減が鍵となる。再生可

能エネルギー由来水素のコスト構造は、①原料である再生可能エネルギー電源からの電力供

給コスト（OPEX）、②水素製造設備等の稼働率、③水電解装置を中心とした設備コスト

（CAPEX）の３つである。このうち①及び②については今後の再生可能エネルギーの導入状

況に依存する一方で、③設備コストについては、国内市場のみならず、再生可能エネルギー

導入量やコストで先行する欧州等海外市場への展開も含め商用化を進めることで、2020年

までに 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。 

（b）地域資源の活用 

 再生可能エネルギー等を活用した低炭素な水素の供給源として、未利用となっている地域資

源（再生可能エネルギー、廃プラスチック、下水汚泥、副生水素等）の活用が注目されてい

る。 

 地域の未利用資源を活用した水素サプライチェーンの構築は、将来的な低炭素水素の利活

用拡大のみならず、地域のエネルギー自給率の向上や新たな地域産業創出、電力系統が比

較的小規模な離島等における再生可能エネルギーを中心とした分散型エネルギーシステムの

確立にも資するものである。 

 一方、こうしたサプライチェーンの構築にあたってはコスト面が課題であり、①地元自治体や企

業との連携等による地域の水素需要拡大及び需給の最適化（設備利用率向上に寄与）、 

②各種水素関連設備の低コスト化、③ランニングコストの低減（発電・原料調達コストの低

減等）に取り組む必要がある。 
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 このため、現在、種々の実証・検討（温室効果ガス削減効果の評価・コスト分析等)が進め

られており、実証事業の成果を、地域資源を活用した低炭素な水素サプライチェーンモデルと

して公表し、地域のサプライチェーン構築を支援する。さらに、これら実証事業の成果や再生可

能エネルギーの電力供給コスト、水素関連設備の技術開発動向等を踏まえ、地域資源を活

用した低炭素な水素サプライチェーンの普及方策の検討を進める。  
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⑬電力分野での利用 

＜水素の環境価値についての御意見＞ 

 化石燃料から水素への転換には当然コストがかかるが、CO2削減価値があってはじめて正当なコス

トとして認められる。P12 の大量輸入水素 30円／Nm3 には CO2 を CCS により貯留した CO2

フリーとしての価値があるために、国内で化石燃料改質を行って得られる水素に対して競争力が認

められる前提となっている。CO2 削減価値の議論は避けて通れないものと思われる。CO2 削減価

値の設定自体は難しいと思うが水素社会の実現に向けて P36 の欧州での取り組み例だけでなく、

CO2削減価値について触れることは不可避ではないか。（大濱委員） 

 地球温暖化はグローバルな課題であるとの視点からも検討が必要ではないか。エネルギーは輸送に

よりロスが発生しやすいので、国内への輸送・利用だけではなく、需給を近接させること、すなわち地

産地消を優先しつつ、各国の貢献が評価されるルールを作っていくこと等も視野に入れるべきと考え

る。（安岡委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 水素発電の自立化のためには、水素コストの低減に加え、水素の CO2 削減価値を顕在化させる

ことが重要。 

 このため、素案においては、水素のCO2削減価値に向けて、環境価値に係る議論状況を注視しつ

つ検討を進めていく旨記載した。 

 

＜案＞ 

 水素発電は、天然ガス火力発電と同様に、電力量価値に加え、調整力や供給力（容量）

の価値の提供も可能と考えられるため、再生可能エネルギーの導入拡大に必要となる調整電

源・バックアップ電源としての役割を果たしつつ、低炭素化を図るための有力な手段となり得る。

また、水素を安定的かつ大量に消費する水素発電は、国際的なサプライチェーンの構築とセッ

トで進めるべき最重要のアプリケーションである。 

 実際の社会実装に当たっては、水素は天然ガス火力での混焼も可能であることから、導入初

期は既設の天然ガス火力における混焼発電を中心に、小規模なコージェネレーションシステム

等における水素混焼も含め、導入拡大を図っていくことが現実的である。 

 また、特に水素の燃焼特性に応じた燃焼器の開発が不可欠である。拡散燃焼方式や予混

合燃焼方式など、従来の火力発電で実績のある燃焼器を水素混焼発電に転用するための

研究開発や技術実証については、既に一定の取組が進められている一方、NOx の低減や発

電効率の向上といった技術課題に対応していくことが求められる。更に、将来的に水素専焼
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発電を実現するためには、NOx 値の低減、高い発電効率、高濃度な水素混焼などを同時に

達成可能とする新たな燃焼技術を早期に実用化することが重要である。 

 水素発電については、2030 年頃の商用化段階で 17 円/kWh のコストを目指す。また、

2050年に向けては、環境価値も含め、既存の LNG火力発電と同等のコスト競争力の実現

を目指す。 

 水素発電の導入に当たっては、電力システム改革が進展する中での経済性確立に向けた制

度設計等の検討を進める。また、水素発電が有する環境価値を顕在化し、評価、取引可能

にしていくことが重要であり、他の制度設計に係る議論を注視しつつ検討を進める。 

 

＜2030年以降の水素発電に係る将来目標についての御意見＞ 

 水素基本戦略には、現行のロードマップにおける目標（2020 年代後半に 30 円/Nm3）を超え

て、2050年に向けた目指すべき姿を盛り込むべき。（石川委員） 

 

＜追加的に御議論いただきたい論点＞ 

 水素発電について、2030年の商用化以降の目指すべき姿や定量的な目標設定についてはどのよ

うに考えるか。 

 

＜水素発電・サプライチェーン構築に対する政策支援についての御意見＞ 

 水素は低炭素エネルギーであるがゆえに付加価値が高い一方、既存発電方式と比較してコストが

高くなる傾向がある。水素発電の導入に向けて一定規模のインフラ整備を行うためには長期的な

政策支援の早期導入が必須。（清水委員） 

 将来の CO2 削減目標に向けては大規模な水素発電の導入が必要。電力自由化の下では総括

原課方式によるコストの回収ができないため、新たなエネルギーサプライチェーンの構築に係る大規

模投資を支える新たな仕組みの検討が必要。（石川委員） 

 

＜追加的に御議論いただきたい論点＞ 

 水素発電の導入及び国際的な水素サプライチェーンの構築に向けた政策支援の在り方についてど

う考えるか。 
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⑭モビリティでの利用 

＜CO2 フリー水素の利用拡大に向けた方策についての御意見＞ 

 モビリティにおける究極的な低炭素化を進めるためには、水素についても将来的にWell to Wheel

ベースでCO2フリー化していくことが不可欠。その実現には、CO2フリー水素の供給量の拡大を図っ

ていくことが必要となるため、将来の CO2 フリー水素の導入量について目標を立てるべきではない

か。また、そのためには CO2 フリー水素の環境価値が経済的に評価・認定される制度的な仕組み

作りを検討していくべきではないか。（伊勢委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 御指摘のとおり、CO2 フリー水素の供給量を増やすためには、水素の環境価値を顕在化し、経済

的に有利に評価するなどのインセンティブの付与が重要。 

 このため、素案においては、水素のCO2削減価値に向けて、環境価値に係る議論状況を注視しつ

つ検討を進めていく旨記載した（p22参照）。 

 

＜案＞ 

（a）FCV・水素ステーションの両輪での推進 

 モビリティにおける水素利用の中核は FCV・水素ステーションの普及である。FCV については

2020 年までに 4 万台程度、25 年までに 20 万台程度、2030 年までに 80 万台程度

の普及を、水素ステーションについては 2020年度までに 160箇所、2025年度までに 320

箇所の整備を目標とし、2020年代後半までに水素ステーション事業の自立化を目指す。 

 上記の目標達成に向けては、FCV の量産化、及び安定収益の裏付けのあるステーション整

備（自立的なビジネス展開）が必須である。そのため、規制改革、技術開発、官民一体に

よる水素ステーションの戦略的整備を三位一体で推進する。 

 また、燃料電池技術の横展開、及び水素ステーションインフラの有効活用（稼働率向上）の

観点からは、FCバスやFCフォークリフト等の他のアプリケーションへの展開を合わせて進めていく

ことが重要である。このため、民間事業者・関係府省庁等が密接に連携し、水素ステーション

インフラ整備や機器開発に係る規格の整理や互換性の確保等を進める。 

 

（b）再生可能エネルギー由来水素ステーション 

 再生可能エネルギー由来水素ステーションは、①水素製造時も含めトータルで低炭素、②再



 

 

25 

 

 

生可能エネルギーの地産地消、③地域における水素需要の喚起、④省スペースでの設置、

⑤環境学習等の啓発への利活用、といった特長を持つ。特に、FCV 等の黎明期においては

地域における水素需要の喚起や社会における再生可能エネルギー由来水素の認知度・受容

性の向上の観点から意義がある。 

 一方、再生可能エネルギー由来の水素ステーションは、現状では充填圧力が 35MPa であり

FCV への満充填ができないこと、製造能力が限定的であり、不特定多数の FCV に対する水

素供給が難しいこと、コストの高さが課題。 

 これらの課題に対して、充填圧力が 70MPa の再生可能エネルギー由来水素ステーションが

2018 年度に市場投入見込みであるが、今後は、水素供給能力の向上、低コスト化に向け

た技術開発を進める。 

 ステーションの最適配置の観点からは、商用水素ステーションの整備と連携し、再生可能エネ

ルギー由来水素ステーションについては主に四大都市圏外の地域に 2020 年度までに 100

箇所程度の整備を目指し、水素需要の喚起や普及啓発、社会受容性の向上を図る。 

（c）燃料電池バス（FCバス）の普及拡大 

 多くの国民が利用する公共交通機関である路線バス等が FC 化されることは、国民が水素に

触れ、広く水素社会を体感、利用できる機会を生み出し、国民の理解を促進する観点からも

意義が大きい。 

 公共車両の電動化においては、充電時間の短さや航続距離、路線の柔軟性が重要であり、

その点で、FC バスは EV バスやトラムに比べて優位性がある。更に、大容量の外部給電機能

（避難所 4.5日分）を有する FCバスは、災害時の活躍にも期待される。 

 また、水素ステーションの稼働率向上、収益性増強の観点からも、安定的かつ大きな水素需

要を見込める FCバスの普及は重要。 

 2017年から路線 FC バスの運行が開始されており、2020年度までに 100台程度、2030

年度までに1,200台程度の導入を目指し、今後、水素ステーションの整備状況と並行して自

治体等と連携しながら、更なる普及に向けた方向性を検討する。 

 

（d）燃料電池フォークリフト（FC フォークリフト）の普及拡大 

 燃料電池フォークリフトは、電動車（BEV）や従来のガソリン車に比べ、充填時間や CO2排

出量の点で優位性がある。一方、EV フォークリフトとの比較では、イニシャルコストや燃料費の

高さが課題。 
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 国内でも大規模フォークリフトユーザーだけで 12万台（FCV36万台分）以上のポテンシャル

があり、将来大きな水素需要源となり得る。 

 国内では2016年から FCフォークリフトの販売が開始されている。今後の更なる普及に向けて、

バリエーション拡大及び多用途展開を目的とした技術開発を進めていく。2020 年度までに

500台程度、2030年度までに 10,000台程度の導入を目指す。 

 フォークリフト等の産業車両は、限られたエリア内でのみ稼働する性質を持つことから、水素供

給インフラについては、①将来の目指すべき姿を明確化するとともに、②過渡期の在り方を官

民で検討する。特に、過渡期においては水素ステーション等のインフラの有効活用という観点も

重要。 

 

（e）燃料電池トラック（FC トラック）の開発・商用化 

 貨物車両（営業用及び自家用）からの CO2 排出量は、運輸部門全体の 36%を占め、

輸送量当たりの CO2排出量も大きいため、低炭素化余地が大きい。 

 トラックのゼロエミ化に当たっては、パワートレイン（駆動用装置類）の重量を抑えつつ、航続

距離を伸ばすことが求められる。このため、（a）電気トラックではバッテリーを、（b）FC トラッ

クでは水素タンクを増やすこととなるが、ユニット質量におけるそれぞれが占める割合から、

100km以上の領域においては FC トラックに優位性がある。 

 商用トラックの国内市場保有台数は 320 万台以上あり、バス（23 万台）以上の大きな水

素需要を見込めるポテンシャルを有する。 

 既に、コンビニエンスストアの配送車両など、国内外において大型車両の FC 化に向けた検討

が進められている。今後の普及に向けては、まずは小型トラックから徐々に FC 化を図りつつ、

中型・大型のトラックの FC化に向けた技術開発を進める。 

（f）その他のアプリケーションの展開 

 燃料電池技術の応用範囲は広く、多様な用途に展開していくことは、環境負荷低減に加え、

燃料電池の量産・低コスト化につながるため重要。既に、燃料電池ゴミ収集車や燃料電池ト

ーイングトラクター、小型燃料電池船、鉄道車両などの開発・実証が進められている。 

 これらのアプリケーションの実用化に向けては、市場規模やＣＯ２削減ポテンシャルを評価

した上で、低コスト化等に向けた技術開発見通しを見極め、特に費用対効果の大きいも

のを優先して取組を進める。 
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＜規制見直しについての御意見＞ 

 将来のFCVや水素ステーションの普及を見据えれば、現行の高圧ガス保安法の規制体系そのもの

についても見直していくべきと考える。具体的には、元々高圧ガス保安法は、大規模な化学プラント

等における受注少量生産を対象とする規制として作られたものと考えるが、今後 FCVや水素ステー

ションに関しては大量生産・普及を前提としており、実態に即した規制体系に移行していくべきでは

ないか。同様に、製造設備に対する規制ではなく製品に対しての規制に移行していくべきと考える。

その上で、製品への規制は「構造規定」ではなく「性能規定」であるべきと考える。（伊勢委員） 

 水素ステーションの整備、運営に関係する規制としては、高圧ガス保安法、消防法、建築基準法

等があり、将来技術である有機ハイドライドについては、劇物毒物取締法も関係してくる。水素を将

来のエネルギーの大きな柱として位置づけ、本格的に水素の普及、拡大を進めて行くためには、水

素を一元的に管理するような規制体系の整備が必要であり、長期的な視点で水素に関する法体

系、基準のあり方について議論、検討を進めていただきたい。（桑原委員） 

 

＜追加的に検討いただきたい論点＞ 

 中長期を見据えた水素の安全性確保に係る規制体系の在り方についてどう考えるか。具体的にど

のようなアプローチを取り得るか。 
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⑮産業プロセス・熱利用での水素活用の可能性 

＜産業分野における水素利用ついての御意見＞ 

 産業用分野での水素利用の例として製鉄が大きなポーションを占めているが、これは製鉄所で発生

する副生水素を活用しているもので、需要が高いと謳ってしまってよいのかどうか疑問の余地がある。

国民が課題も含めて正しく理解した上でその意義を感じられるよう、こうした細かい点においても齟

齬が生じないようにお願いしたい。（竹内委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 御指摘のとおり、現在国内で主流の高炉一貫製鉄法を前提にすれば外部水素を活用することは

現実的ではないと認識している。一方で、長期的には直接還元製鉄法のような製鉄手法が今後

普及する可能性もあり、他の産業プロセスや熱利用など電化が難しい分野における低炭素化を進

める観点から、CO2 フリー水素の利活用に係るポテンシャル自体については記載することとしたい。 

 

＜案＞ 

 2030年以降に大量に調達・利用する CO2 フリー水素は、発電やモビリティのみならず、産業

分野において CO2 フリーの燃料として活用することで、電化が困難なエネルギー利用分野の

低炭素化を図ることが可能と考えられる（化石燃料の CO2 フリー水素による代替）。 

 また、現在、国内で工業用途で使用される水素は化石燃料から作られていることから、これを

CO2 フリー水素に代替することでも低炭素化が可能と考えられる（化石燃料由来水素の

CO2 フリー化）。 

 欧州においては、今後大量に導入する再生可能エネルギーを電力・モビリティ以外の分野で活

用する「セクターカップリング」の観点から、産業分野等での「グリーン水素」の活用が検討されて

いる。 

 現実的には、経済性のみの観点から化石燃料を代替することは困難であることから、環境価

値に係る今後の制度設計も注視しつつ、我が国においても、産業分野における CO2 フリー水

素の活用可能性を検討する。 
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⑯燃料電池技術活用 

＜燃料電池コージェネについての御意見＞ 

 特にエネファームでは余剰電力の逆潮流買取りや IoT 対応などその価値を最大限発揮する取り

組みを推進している。機器の性能向上や普及拡大だけでなく、地域内の電力融通など利用形態

の拡大につながるよう、FIT・非 FIT電源の併設時における逆潮流禁止の解除などの政策について

もご議論いただきたい。 （瀬戸口委員） 

 LNG、ガスタービン等の大規模発電だけでなく、再エネ導入拡大の観点からも、純水素 FC分散発

電も検討に加えていただきたい。（三部委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 エネファームの普及拡大に資する逆潮の取組みは重要であり、引き続き推進していく。他方、FIT・

非 FIT電源の併設時における逆潮流に係る論点については、計量制度や FIT制度に係る論点と

して既にエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会（ERAB 検討会）において議論され、

また今後、別の然るべき場で検討していきたいと考えている。本論点については、これらの検討・整

理に委ねることとし、本戦略への記載は当面見送ることとしたい。 

 純水素燃料電池に関して記載した。 

 

＜案＞ 

 再生可能エネルギーの導入拡大等により、電力の CO2排出係数については 2030年までに

0.37kg-CO2/kWh に引き下げることを目標としている。発電時に生じる熱を有効に活用す

ることのできるエネファームの CO2排出係数は、熱利用による CO2削減量を加味した場合、

現状でも 0.3kg-C02/kWhを下回る水準であり、家庭等における大幅な CO2排出削減が

期待できる。 

 エネファームについては、更なる発電効率の向上（SOFC）、熱利用率の向上（PEFC）に

向けた技術開発を進めるとともに、集合住宅や寒冷地など、優位性のある市場を開拓し、民

生部門での低炭素化を促進する。また、余剰電力取引を通じて、高効率発電電力を他の需

要家にも融通する取組を拡大する。 

 業務・産業用燃料電池については、低熱電比需要家への導入を進め、グリッドパリティの突破

を早期に実現するためイニシャルコストの低減に資する技術開発を進めていく。また、GTCC※

を超える発電効率（60%超）の実現に向けた技術開発を進め、分散型電源による電力供

給の可能性を更に切り開く。 

 更に、2030 年以降は、国際的な水素サプライチェーンが構築されるとともに、国内の再生可
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能エネルギーの供給量拡大が見込まれるため、CO2 フリー水素を燃料とする純水素燃料電

池コージェネレーションシステムの導入拡大を図る。 

 

⑰革新的技術開発 

＜案＞ 

 2050 年に向けた中長期の水素社会の実現、水素利用の本格普及のためには、以下の

ような水素の「製造」、「輸送・貯蔵」、「利用」に至るまで革新的技術の開発が必要であ

る。 

 高効率な水電解・人工光合成、水素高純度化透過膜など、新たな水素製造技術

に係る研究 

 高効率水素液化機・長寿命液化水素保持材料の実現 

 低コストかつ高効率なエネルギーキャリアの開発 

 コンパクト・高効率・高信頼性・低コストな燃料電池の技術開発 

 水素と二酸化炭素を利用した革新的化学品合成方法の開発 

 革新的技術に係る研究開発事業の推進に当たっては、関係府省庁が国際動向も踏ま

えながら、全体戦略について共通認識を持ち、個別の取組がシームレスに接続されること

が重要である。 

 このため、研究開発事業の実施に当たっては、基礎研究の有望シーズと産業界のニーズ

の双方を踏まえ、既存の枠組みも活用し、可能な限り具体的な目標を設定した上で、成

果の橋渡しを行うなど、各府省庁が密に連携する。 
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⑱国際展開（標準化等） 

＜国際展開についての御意見＞【再掲】 

 グローバル展開していくことが重要である。「水素調達・供給＋水素利用」のパッケージ輸出を目指

す等も入れていくべきではないか。こうすることで、日本の水素動向と世界の水素動向の連携が生じ

ると考える。（三部委員） 

 自動車は国際商品なので、グローバル販売による量産効果を出すためにも、海外の水素モビリティ

社会の状況を整理するとともに、国として海外との連携をどのように進めていくのか、先行している日

本がどうリードしていくのか、が示されると良いと思う（日産 森代理） 

 技術の国際化について、 ガラパゴス化は懸念されるところ。無防備な汎用にもガラパゴス化は懸念

されるところ。無防備な汎用にもリスクがある、日本国内だけではがある、日本国内だけでは技術適

用の市場成長が見通せず、国際的な連携を考えていくことが必要である。（安岡委員） 

 

＜御意見に対する回答＞【再掲】 

 水素利用の国際展開は、国内のエネルギー政策上の意義を深化させるだけでなく、国外での CO2

排出削減にも貢献するため、たたき台においても国際展開・国際貢献の視点を記載した。 

 また、頂いた御意見を踏まえ、エネルギー政策のみならず、産業政策の観点も重要である旨をたた

き台に記載した。 

 

＜案＞ 

（a）戦略的な国際展開モデルの構築 

 我が国が有する水素製造から輸送・貯蔵、利用に至るまでの水素サプライチェーン全体の

技術をパッケージでグローバルに展開していく。 

 このため、海外市場の動向や各国における規制、関連施策の動向、技術的課題等を把

握し、パッケージ化する内容を見極め、水素の大規模利用、CO2 フリー水素利用のビジ

ネスモデルを確立し、我が国が世界をリードしていく。 

（b）国際的な枠組みの活用 

 水素関連技術の普及に向けては、国内外の民間企業トップによるイニシアティブである水

素協議会（Hydrogen Council）等との連携を図り、水素市場の拡大に資する民間

からの政策提言を積極的に取り込んでいく。 

 IEAや IPHE（International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the 

Economy）等の政府レベルの国際的な枠組みにおいて、各国における政策形成に活
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用されるよう日本の取組をモデルとして積極的に発信する。また、各国政府と民間企業と

の連携を図るべく、これらの枠組み間の連携や共同研究等を進める。 

（c）国際標準化 

 今後の水素技術に関する国際標準化への取り組みは、日本が技術開発、実用化を進

める上でもますますその重要性が増していく。国際的な水素に関する動向が顕著になる中

で、日本が引き続き世界をリードしていくため、水素技術に係る国際標準 ISO/TC197で

の日本からの積極的な提案を行っていく。 

 日本が主導となって策定された水素及び燃料電池自動車に関する世界統一基準

（gtr：global technical regulation）改訂に向けての議論が国連において開始され

たことから、日本が引き続き議論をリードできるよう、技術開発や関係機関との連携を図

る。 

 水素ステーションや燃料電池自動車に関連する国内の規制を見直すことにより、例えば

国内仕様で製造している水素ステーションの関連装置が、より容易に海外に展開できるよ

うな環境を整備していく。 
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⑲国民の理解促進、地域連携 

＜水素に係る国民の理解促進についての御意見＞ 

 一般の方に説明する際には、国民の関心の高い水素の安全性に関して、より積極的に情報発信

していただきたい（崎田委員） 

 自分たちの暮らしと水素社会はどう関係するのかという想像が膨らむ様な資料になると、関心を持つ

方もより増加するのではないか（崎田委員） 

 

＜御意見に対する回答＞ 

 国民にも広く理解していただけるよう、水素の利活用の意義を多角的な視点から記載したい。 

 また、市民生活に身近なところでの水素利用について、適切に情報発信していく旨記載した。 

 特に安全性に関する理解については、産学官で連携して様々な機会を捉えて国民に対し情報発

信し、その理解を得る努力をしていくべきと考えている。 

 

＜案＞ 

 FCVやFCバス、水素ステーション、エネファームなど、市民生活に身近なところでの水素利

用が広がっている。こうした動きを今後更に加速していくためには、水素の安全性に対する

理解はもちろんのこと、水素利用の意義についても国民全体で認識を共有していくことが

必要である。そのため、国は事業者とも連携しながら、適切に情報発信していく。 

 また、地域ごとにエネルギー利用の事情が異なり、また地域の特徴を活かしたエネルギー・

環境上の取組が各地域で進められていることを踏まえ、水素利用の促進のため、国は各

地方自治体における地域社会における水素利用の取組を支援するとともに、「燃料電池

自動車等の普及促進に係る自治体連絡会議」等の場を積極的に活用し、国・地方自

治体間及び各地方自治体間での情報共有や効率的な施策実施等を図っていく。 


