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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

日産自動車(株) 

森 春仁（代理） 

【全体を通して】 

 水素エネルギー利活用による日本のエネルギーMixにおける CO2削減への貢献、エネ

ルギー貿易収支改善への貢献は良く理解できるが、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 volume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。 

【自動車業界として】 

 自動車は国際商品なので、Global 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。

【日産自動車として】 

 参考資料となっている p.6（表紙を含めると 7枚目）にて FCVと BEV の比較をしてい

ただいている。 現在、BEV の普及拡大に尽力している弊社の立場としてコメントせ

ざるを得ないが、略２ケタ違うインフラ設置コストの優劣と、航続距離が 650～750km

と～400kmの勝ち負けが同じように表現されていることに違和感を感じる。（どちらか

一方が圧倒的に有利ではなく、FCV も BEV もどちらも存在価値があるという表現で

あることは理解しました）
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

川崎重工業(株) 

石川 主典 

 将来の水素社会を実現するうえでは以下の四点について検討することが重要であると考

えております。 

① 2030年以降の絵姿、目指すべき将来像の明確化

② 水素の導入を促進するための、事業者の経済的負担を軽減する制度・仕組みの検討

③ 地域を選択した水素輸入基地の検討

④ 液化水素関連設備の大型化の検討

①については、当日資料の中のＰ１２でも触れられていますが、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と考えます。 

②については、当日資料の中のＰ２５に示されているように、将来のＣＯ２削減目標に

向けて、発電分野において大規模に水素発電を導入していく必要があると思います。天然

ガス導入当時においては、割高であっても長期を見据え、電力会社の総括原価方式により、

大規模の設備投資が可能でしたが、電力市場が自由化された現在においては、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別の仕組みが必要であると考え

ます。 

 例えば、それは税制優遇であったり、環境規制であったり、インセンティブや補助金で

あったりするのだと思いますが、現在の日本のエネルギー戦略全体と電力市場にマッチし

た新たな制度・仕組みを、今後協議会で水素戦略の一つとして、検討・議論されることを

期待します。 

③については、当日の資料の中で、Ｐ３ページに示されている通り、水素は多岐にわたる

セグメントにおいてＣＯ２削減に貢献が可能です。また将来の大規模水素発電用に輸入す

るＣＯ２フリー水素の一部を、発電所近隣の他工場に供給することにより、電力だけでな

くコンビナート全体でのＣＯ２削減が可能であると考えられます。地域を選択した水素輸

入基地を検討し実現することにより、地域一帯のＣＯ２削減に寄与することができます。

また新たなインフラモデルとして他国に対して提案を行うことも考えられます。 

④については当日資料の中でＰ１４に示されている通り、液化水素サプライチェーンを

２０２０年半ばに商用実証をするためには、その実証に併せた規模の設備製造・生産に必

須となる基盤技術の開発を、今から開始することが重要であると考えております。 

２



 最後に、冒頭Ｐ１「基本戦略の検討に当たって」において、「２０５０年を視野に入れ・・・」

とございますが、水素を利活用する社会の構築は、２１００年の環境に対し座礁せず、将

来にわたって持続可能なものであるべきと考えており、引き続き本協議会で協議していく

所存でございます。 
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

トヨタ自動車(株)

伊勢 清貴 

■規制見直しについて

既に個別検討中ですが、今後更に FCVや水素ステーションの普及を促進していく事に鑑

み、大きく高圧ガス保安法そのものの規制体系見直しのご検討をお願いします。 

 現保安法は、「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。

一方 FCVは「大量生産」を予定しており今後課題も予測される。

大量生産普及の実態に即した規制体系に移行していくべきではないか。

 改善、改良をタイムリーに行っていく為には「製造設備」でなく「製品」に対し

ての規制、許可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。

※課題例：

型式取得に製造設備登録が必要でありタイムリーな工程改善、設備変更がしがたい。 

また製品に対しての「構造規定」も新たな開発の足枷になる恐れ。 

なお 2 省庁 2 法に跨がる運営面での課題（車検時の検査方法やリコール等の手続きや

体制等）に対しては引き続きの検討にご協力をお願いいたします。 

■CO2フリー水素の利用拡大に向けて

モビリティの低炭素化には、将来的にWell to WheelベースでのCO2フリー化が不可欠。

その実現には CO2フリー水素の供給量拡大を図っていくことが必要 

将来の CO2フリー水素の導入量について政府目標を立てるべき。 

そのうえで CO2フリー水素の定義を明確にし、かつ環境価値が経済的に評価・認定され、

目標達せに向けたインセンティブ等を検討していくべきではないか。 
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

(株)神戸製鋼所 

大濵 敬織 

① 電力・運輸・熱利用・産業用とエネルギー分野全般を対象と位置づけていただいたこと

ですべてのエネルギーの中でどのように水素を社会で位置づけるかについて積極的な

取り組みとなっていくことを期待している。

② 水素利用の定量的な目標

水素の利用において重要なことは、従来の化石エネルギーによるエネルギーシステムを、

水素を用いることによって再エネを多様に利用し、CO2 削減を実現していくものに転

換していくという点である。

この 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。

③ CO2削減価値

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。

④ コスト低減に向けたマーケット

水素という二次エネルギーを電力・ガスなどの既存エネルギーに加えて新たに利用して

いくために、コスト低減が不可欠であるとして関連設備に対してドラスティックなコス

ト低減が求められコスト低減目標が示されている。

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。 
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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。 

⑤ 水素エネルギー利用の政策上の位置づけにおいて、発送電分離で再エネの送電をどのよ

うに位置づけるかによって水素エネルギー利用の形態と展望は大きく異なってくる。

化石燃料と比べてエネルギー密度が 1/7～1/10 と低い水素を、現在輸送利用している

（エネルギー密度が高くカロリーあたりの設備コストが安い）化石燃料の代替としてコ

スト的に競合できるようにすることは簡単ではないのではないか。（新しい設備はより

大型のものが必要になる） 

エネルギー密度の低い水素を利用する大規模社会システムを実現して化石燃料代替の

実現するためには、小規模でも実質的な利用事例を作り、需要側（水素をエネルギーと

して使う事例）を作る取り組みを行うべきである。 

液体水素の形で輸送することも必要であるが、送電網を使って使用地で水素発生させ輸

送コストをかけずに回転よく安定的に水素を利用する構想をもつことで最小限のコス

トで水素をエネルギー利用できるはずであり、輻輳的な取り組みを通してより早い時期

に着実に水素社会を実現するようご検討いただきたい。 
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

電気事業連合会 

小野田 聡 

（第 10回協議会での発言の主旨） 

 自由化が進展する中で、水素発電に関しては「コストと安全性」の確立は非常に重要

であると認識している。

 CO2 削減目標に対して、電力業界は新電力を含め「電気事業低炭素社会協議会」を立

ち上げ、2030年の目標達成に向けてPDCAを回しながら取り組んでいるところである。

2050 年に向けてはもう少しブレークスルーが必要であるため、本協議会での議論につ

いては意義深いと考える。

（水素社会全体、水素発電に対する意見） 

 水素社会実現に向けて、技術面・コスト面・安全性に対する一般の受容性など、非常

に多くの課題が存在しているものの、将来的なエネルギーソースの選択肢としての可

能性、環境負荷低減などの面で、水素の利活用検討の意義はあるものと考えている。

 水素は加工エネルギーであり 2 次エネルギーとの認識のもと、水素発電についても、

技術面・コスト面・安全性など非常に多くの課題が存在しており、今後、技術開発や

実証事業等が段階的に進展していく中で、各段階での成果に対し、十分な議論・検討

が行われた上で、実用化に向けた評価が必要となると考えている。

 最終エネルギー消費量に占める電力の割合は 25%程度であり、残りの 75%程度を占め

る運輸、熱・産業プロセス等への水素利用の拡大も重要であると考えており、全体的

な取組みにより低炭素化が進むものと考える。

 多くの課題解決に向けて、国のリーダーシップと国主導の技術開発、実証事業の成果

等には大いに期待するところである。

 電気事業者としても、技術評価やコスト、ポテンシャル等の評価など調査・検討を進

めていきたい。

 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。
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

JXTGエネルギー(株) 

桑原 豊 

水素スタンドの整備、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

準法等がある。また、将来技術である有機ハイドライドについては、劇物毒物取締法とい

う法律も関係してくる。 

現在でも規制の適正化、見直しを着実に進めて頂いているところであるが、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。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。 
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

千代田化工建設(株) 

遠藤 秀樹（代理） 

 エネルギーインフラの導入は長い期間と多額の投資が必要となる大きな事業で、新た

なエネルギーの初期導入・黎明期にはそのコストは割高になってしまいます

 LNG の初期導入時におきましては、電力事業者が総括原価方式が適用される環境であ

り、且つ LNGの販売を長期固定契約とすることができ、LNG 供給側がサプライチェ

ーンの構築を実現することが出来ました。

 一方、水素は低炭素エネルギーゆえに付加価値が高い一方、他再生可能エネルギーと

同様に既存発電方式に比してコストが高くなる面あります。水素の発電利用に際して

一定規模のインフラ整備を行うためには初期費用が掛かるためその為の導入補助が必

要と考えます。

 現在は、電力自由化により電力事業者が総括原価方式使用できない状況であり、LNG

導入時のような長期固定契約によるサポートは想定し難い状況ですので、水素の本格

的導入を実現するには長期的な政策支援の早期導入が必須と考えます。
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

大阪ガス(株) 

瀬戸口 哲夫 

(a) 調達・供給分野

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。 

(b) 利用分野

当社は家庭用燃料電池エネファームの技術開発・販売、水素ステーション向け水素製造

装置のコストダウン技術開発などを推進している。 

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推進いただきたい。 
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

国際環境経済研究所 

竹内 純子 

 水素には「柔軟なエネルギー」としての価値もあり、二次エネルギーに水素が加わる

ことでエネルギーシステムの大転換が起こる可能性はある。また、そこにわが国がい

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。

 一方で、「水素社会」は目的ではなく手段であり、エネルギー３E のリバランスが目的

である。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り、水素社会あり

きで戦略を描くことは将来リスクとなってしまう可能性すらある。政府挙げての取り

組みであり、関係省庁も多いため、ますますこうした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。

 他の技術との比較など、エネルギー政策の全体像はエネルギー基本計画の中に織り込

まれるものと思料するが、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。

 そのためには、水素の意義について現状のように、定性的かつ総花的な表現にとどめ

るのではなく、例えば、

-Energy security：一次エネルギーの海外化石燃料依存量のうち、特定地域の割合低

減をどの程度成し得たか等 

-Environment：一次エネルギーが CO2フリー化されることによる CO2削減量等

-Economy：海外の一次エネルギー輸入費削減量、消費者のエネルギーコスト負担、

諸外国における水素活用に対するわが国産業界のインフラ輸出への貢献額等 

といった評価軸となる定量的な意義を共有しておくことが必要ではないかと考える。 

 今後急速な勢いで人口減少が進むわが国においては、インフラをどのように維持して

いくかという課題に直面することとなる。新たな技術の導入にあたっては、既存イン
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フラのストックの活用、適切な縮小と同時並行で新規インフラを構築せねばならない。

水素技術についても、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。 

 水素需要等についても、「水素」という技術にとって楽観的な記述が散見される。例え

ば、水素発電であれば含有率 60％程度の副生水素で十分であるとも伺っており、高純

度の液体水素を輸入してくるニーズがどこまであるのかはよく検証する必要があると

思料（純度を下げることで経済性が改善されるのであれば、そうした手法も検討すべ

き）。FCVのスペックを満たすには高純度の水素である必要があると思われるが、昨今

の EV化の流れも踏まえれば FCVの水素需要がどれほどのボリュームになるかは見通

しが立ちづらく、そのスペックにすべての水素を合わせることは過剰品質になりかね

ない。

 また、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。

以上 
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

本田技研工業株式会社 

三部 敏宏 

 意見①（スライド３：意義と政策上の位置づけ）

発言内容； 

この考え方は、日本では全くその通りではあるが、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。 

発言趣旨； 

 エネルギーセキュリティに貢献できる水素エネルギーの電力・運輸・熱その他分野

すべてにおいて日本の技術はリードしていると認識しています。（ＦＣＶ、水素ＳＴ、

エネファームだけでなく、水素海上輸送や大規模水素発電分野の技術まで）

 「水素の調達や供給、水素利用までをパッケージでグローバルに輸出していく観点」

とは、ＦＣＶや水素ＳＴにとどまることなく、水素サプライチェーン全体を示して

います。

 調達や供給は、例えば、海外での水素製造から水素海上輸送技術、水素利用は国内

水素発電や国内の水素輸送からＦＣＶや水素ＳＴ、エネファーム等のＦＣ発電を示

しています。

 「パッケージでグローバルに輸出」とは、前述の水素サプライチェーン全体の技術

を、インフラの整っていない地域にオールジャパンとしてまとめて海外展開（輸出）

してはどうか？と言う提案です。

 そのために、日本が水素の大規模利活用、ＣＯ２フリー水素利活用の輸出ビジネス

モデルをつくるといった内容を戦略に示し、日本が水素で世界をリードしていく姿

を示してもいいのではないか？という観点での発言であります。 

 また、日本の水素技術は、油断をすると欧州、中国勢に追随され追い抜かれかねず、

ガラパゴス化してしまう懸念もあり、その観点においても、前述のような展開が必

要です。ただし、これらは民間、個社だけでできるものではないので、国（官）の

方針として当戦略に示し、官民一体となって取り組んでいくことが重要と考えてお

ります。

 意見②（スライド２６：発電分野での利用）
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発言内容； 

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。 

発言趣旨； 

 純水素 FC 発電は、分散発電が可能です。ガスタービン等の大規模発電以上に、調

整力の高い電力提供が可能であり、再エネ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ながら、低炭素化への有効な手段であると考えま

す。（FCV 用の水素が市場に広がるので、その市場に広がった水素を利用した分散Ｆ

Ｃ発電が有効） 
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水素・燃料電池戦略協議会 

「水素社会実現に向けた戦略の方向性」への意見 

東京ガス(株) 

安岡 省 

1. 今回、液化水素、有機ハイドライドに加え、アンモニア、カーボンニュートラルメタ

ンが資料に記載され、サプライチェーンの選択肢が広がった。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。 

2. 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。 

3. 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。無防備な汎用化にもリス

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。 

4. 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。
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