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１．基本的な考え方の確認 
 
 検討の基本的な視点に問題はないか。 

 
 検討の基本的な手順に問題はないか。 
 
 
２．主要論点の確認 
 
 各分野において、検討すべき論点に問題はないか。 

 
 検討に特に困難を要すると考えられる論点は何か。 

 
 上記論点について、どのように検討を進めるべきか。 
 
 
※各論点の具体的な検討については、次回以降のワーキンググループに 
  おいてご議論いただく予定。 
 



視点１．エネルギー政策等における意義 
 

 水素エネルギーのコストも踏まえたエネルギー政策上の意義（３Ｅ＋Ｓ）を、
可能な限り定量的に把握する。 
 

 また、補足的に、産業政策上の意義（地域振興を含む）についても、可能
な限り定量的に把握する。 

 
視点２．個々の利用主体の受容性 

 
 水素エネルギーの個々の利用主体に訴求し得る水素エネルギー利活用
の便益について、水素利活用に関する社会的な合意形成（※経済性、利
便性、安全性等）を念頭に、可能な限り定量的に把握する。 

 
視点３．リアリティのある導入プロセス 
 
 目標価格や目標導入量等のターゲットについて、ターゲット達成による効
果等を踏まえたリアリティのあるものを設定することを意識しつつ、可能な
限り定量的に設定する。 
 

 その上で、最終的に目指すべき社会像を見据えつつ、その過渡期となる
中間プロセス（※２０２０年、２０３０年を一つの目途とする）における取組を
具体化する。 

 
視点４．関係者の共通認識醸成と役割分担 
 
 産学官の関係者の関与の前提として共有すべき、水素利活用に向けた共
通認識を具体化する。 
 

 その際、個々の関係分野での議論に終始することなく、分野横断的な視
点を意識して検討を行う。 
 

 その上で、最終的に民間における自立的な発展を目指しつつ、諸外国の
取組状況等も踏まえ、産学官の関係者の役割分担を具体化する。 

検討の基本的な視点 （第１回協議会意見のまとめ） 
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検討の基本的な手順① （検討分野） 

１．水素の「利用」 
 
 （１）定置用燃料電池（家庭用、業務用・産業用） 

 （２）燃料電池自動車（バス、フォークリフト等を含む） 

 （３）新たな用途（水素発電等） 

２．水素の「製造」「輸送・貯蔵」 

水素許容価格 
水素需要量見通し 等 

水素供給可能価格 
水素供給量見通し  等 

３．水素の需給を踏まえたすり合わせ 
 
 （１）意義、見通し、取組 
 （２）分野横断的な取組（サプライチェーン構築、人材育成等） 
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ここから更にどう拡大
できるか 



１．最終的なゴールを見据えた中間ゴールの設定 【← 視点１・３】 
 
 社会に何（便益）を提供することが可能なのか。 

 
 他の競合技術がある中で、なぜ当該技術の普及を追求すべきなのか。 

検討の基本的な手順② （各分野における検討手順） 

２．現状分析 【← 視点２・３】 
 
 誰に便益を提供しようとしているのか。 
  （消費者の属性分析） 

 
 どのような便益を提供しようとしているのか。 
  （「認知」、「取得」、「使用」、「廃棄」の各段階での分析） 

３．取組の検討 【← 視点３・４】 
 
 取組①： 対象者への更なる便益の提供 

 
 取組②： 対象者の拡大（国内） 

 
 取組③： 対象者の拡大（海外展開） 
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※便益の検討に当たっては、まずはその適切な評価指標（KPI）を 具体化 
  する。また、既存技術との比較での便益だけでなく、水素・燃料電池特 
  有の便益も検討する。 
 
 

※産学官の役割分担を意識し、可能な限り具体的な取組を検討する。 



水素の利用（１） ～定置用燃料電池① （家庭用）～ 

【基本的な認識】 
 
 エネルギー消費の増加が著しい家庭部門における省エネ、省CO２に資する。また、

分散電源としても機能。 
 

 個々の利用主体にとっては、更に光熱費削減効果も期待。 
 

 現在の価格は２００万円を切るところまで低下し、普及台数は６万台超。今後、２０１
６年に市場自立化し、２０２０年に１４０万台、２０３０年に５３０万台を普及させること
が目標。 

家庭用燃料電池の普及拡大に向けた取組 

AuAu
AuAu

AuAu

CarbonCarbon

AuAuAuAuAuAu
AuAuAuAuAuAu

AuAuAuAuAuAu

CarbonCarbon

電極触媒のイメージ 

 
• エネファームの早期の自立 
  的な市場の確立を目指し、 
  導入初期段階における市場 
  を創出するため、 
  導入費用の一部補助。 
 
  （※補助上限 
   ４５万円（本年度）） 

 

 
• 集合住宅に設置可能な小型 
  エネファームの開発 
  （→２０１４年４月に市場投入予定） 

 

• 熱需要の多い欧州 
  等を中心とした海外 
  展開の推進 
  （→２０１４年４月に 
     市場投入予定） 

 
 

• 電極触媒として使用されて 
  いる白金の使用量を低減さ 
  せるための技術開発 等 
   

 
• 燃料電池と貯湯槽の接続方 
  法の統一化 

 

• 補器類（改質水 
  ポンプ、空気 
  ブロワ、燃料昇 
  圧ブロワ等）の 
  低コスト化 
  

欧州で販売される予定のエネファーム 
エネファーム 

Ｐｔ
(白金) 

燃料電池と貯湯槽との接
続や通信方式を統一 

①初期需要の創出 ②市場の拡大 

③燃料電池の 
低コスト化 

④周辺機器の 
低コスト化 
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水素の利用（１） ～定置用燃料電池① （家庭用）～ 

１．最終的なゴールを見据えた中間ゴールの設定 
 
 社会に、何（便益）を提供することが可能なのか。 
  ①純水素型を想定すべきか。 
    （例）水素パイプラインや水素ボンベの導入可能性等 
 
  ②どの程度の普及を目標とすべきか。 
    （例）２０２０年 １４０万台、２０３０年 ５３０万台 
 
  ③エネルギー政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）省エネ、省ＣＯ２、ＢＬＣＰ（事業・生活継続計画）、ピークカット等 
 
  ④産業政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）新産業創出、雇用創出等 
 
 他の競合技術がある中で、なぜ当該技術の普及を追求すべきなのか。 
  ①競合技術は何か。 
    （例）高効率給湯器、集中電源、太陽光発電等 
 
  ②競合技術との関係をどう考えるべきか。 
    （例）比較優位、相互補完等 
 
 
２．現状分析 
 
 誰に便益を提供しようとしているのか。 
  （例）世帯規模、住居形態、エネルギー需要構造等 
 
 どのような便益を提供しようとしているのか。 
  ①エネファームは十分に認知されているか。 
 
  ②エネファームの取得環境は十分か。 
    （例）価格、金融スキーム、流通チャネル等 
 
  ③エネファームの使用によって得られる便益は何か。 
    （例）光熱費削減等 
 
  ④エネファームの廃棄環境は十分か。 
    （例）耐久年数、メンテナンス、リサイクル等 
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水素の利用（１） ～定置用燃料電池① （家庭用）～ 

３．取組の検討 
 
 取組①： 対象者への更なる便益の提供 
  ①低コスト化に向けて、どのような取組が必要か。期待される効果は何か。 
    （例）燃料電池・・・低白金化、量産化等 
       周辺機器・・・部品共通化、点数削減、競争促進等 
       設置工事・・・工程合理化等 
 
  ②より効率的な運転を可能とするために、どのような取組が必要か。期待される効果 
    は何か。 
    （例）余剰電力・熱の融通円滑化等 
 
 取組②： 対象者の拡大（国内） 
  ①少人数世帯や集合住宅に対象を広げるため、どのような取組が必要か。期待される 
    効果は何か。 
    （例）小型化、高効率化（モノジェネを含む）等 
 
  ②地域の特性に応じた熱需要に対応するため、どのような取組が必要か。期待される 
    効果は何か。 
    （例）排熱利用の進化（除湿空調等）等 
 
 取組③： 対象者の拡大（海外展開） 
  ①対象とすべき地域として、どこが考えられるか。 
 
  ②海外展開に向けて、どのような取組が必要か。期待される効果は何か。 
    （例）基礎状況調査（ガス組成、エネルギー需要構造等）、各国の支援施策調査、   
        国際標準化等 
 
  ③海外展開は、国内にどのように裨益するのか。 
    （例）量産化効果等 
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水素の利用（１） ～定置用燃料電池② （業務・産業用）～ 

【基本的な認識】 
 
 自家発電用として事業所、工場等の省エネ、省CO２に資する。また、火力発電との

組み合わせでより高効率な発電を実現。 
 

 個々の利用主体にとっては、既存の自家発電の代替として、光熱費削減効果も期
待。また静音性に優れ、非常時でも事業継続が可能。 
 

 現在、実用化に向けた実証事業や要素技術開発が進められているところ。早期の
実用化と普及拡大が課題。 

業務用・産業用燃料電池の普及拡大に向けた取組 

 

• 火力発電の大幅な効率向上を目指し、
既存のガスタービン複合発電システム
にＳＯＦＣを組み合わせたﾄﾘﾌﾟﾙｺﾝﾊﾞｲﾝ
ﾄﾞｻｲｸﾙ発電の実用化のための要素技
術開発 

（※ＮＥＤＯにおける技術開発支援等） 

 
   

 

• ＳＯＦＣの加速劣化試験など、耐久性・信頼性の向上に資する長期耐久性予測
手法の確立（※ＮＥＤＯにおける技術開発支援等） 

①基礎研究 

 

• 小規模な事務所、コンビニ等で利用可
能な業務用ＳＯＦＣの市場投入に向け
た実証 

（※ＮＥＤＯにおける技術開発支援等） 

 

②実用化技術実証 ③ﾄﾘﾌﾟﾙｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ発電 

1200 
MW級 

40～90 
MW級 

数～数100kW 
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水素の利用（１） ～定置用燃料電池② （業務・産業用）～ 

１．最終的なゴールを見据えた中間ゴールの設定 
 
 社会に、何（便益）を提供することが可能なのか。 
  ①純水素型を想定すべきか。 
    （例）水素パイプラインや水素ボンベの導入可能性等 
 
  ②どの程度の普及を目標とすべきか。 
    （例）価格、台数等 
 
  ③エネルギー政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）省エネ、省ＣＯ２、ＢＬＣＰ等 
 
  ④産業政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）新産業創出、雇用創出等 
 
 他の競合技術がある中で、なぜ当該技術の普及を追求すべきなのか。 
  ①競合技術は何か。 
    （例）従来型コージェネレーション、集中電源等 
 
  ②競合技術との関係をどう考えるべきか。 
    （例）比較優位、相互補完等 
 
 
２．現状分析 
 
 誰に便益を提供しようとしているのか。 
  （例）業種、規模、エネルギー需要構造等 
 
 どのような便益を提供しようとしているのか。 
  ①実用化の見通しはどうなっているのか。 
 
  ②業務用・産業用燃料電池の使用によって得られる便益は何か。 
    （例）光熱費削減等 
 
 
３．取組の検討 
 
①実用化に向けた課題は何か。どのような取組が必要か。期待される効果 
  は何か。 
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水素の利用（２） ～燃料電池自動車～ 

 

• 初期段階においては、普及台数も少ない 

• 水素ステーションの安定的運用のためにも、自治体や民間企業と連携して、行政車両、
バス・タクシーなどの業務用車両等の初期需要を創出していくことが必要 

 

• ＦＣＶの高性能化、低コスト化に向けて、
燃料電池に関する基盤技術開発、水
素タンクに関する技術開発等を促進 

【基本的な認識】 
 エネルギー効率が高く、輸送分野の温暖化対策やエネルギー源多様化に資する。

また、走行時に排出するのは水のみであり、大気汚染物質は排出しない。 
 

 個々の利用主体にとっては、電気自動車に比べて航続距離が長く、充填時間も短
いなど、ガソリン自動車と同水準の利便性で環境対策が可能。 
 

 ２０１１年に自動車会社及びエネルギー事業者各社が、２０１５年の燃料電池自動
車（ＦＣＶ）量産車市販開始とそれに先駆けた四大都市圏を中心とする水素ステー
ション１００箇所程度の整備を表明。 

燃料電池自動車の普及拡大に向けた取組 

 

• 高圧ガス保安法等の規制について、
欧米の規制を参考にしつつ、圧力容器
の設計基準、使用可能鋼材の制約等
を見直す 

• 規制改革実施計画（昨年６月閣議決
定）に基づき、２４項目について規制見
直しを加速化 

   

 

• 燃料電池自動車の市場投入に先行し、
水素ステーションの整備費用の一部を
補助 

＜４大都市圏中心＞ 
ＦＣＶ市場投入 

水素ステーション集中配置 

高速道路へも
配置 

合計１００箇所程度 

①整備補助 

②規制見直し 

 

• 水素製造装置、圧縮機、蓄圧機等の
水素ステーションを構成する機器につ
いて、低コスト化すべく技術開発を実
施 

③構成機器の低コスト化 

②初期需要の創出 

ＦＣＶ普及 ＋ 水素ステーション整備 

 －“鶏と卵”の関係 
 －双方に同時に取り組む必要 

①燃料電池等の技術開発 
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水素の利用（２） ～燃料電池自動車～ 

１．最終的なゴールを見据えた中間ゴールの設定 
 
 社会に、何（便益）を提供することが可能なのか。 
  ①どの程度の普及を目標とすべきか。 
    （例）車両価格・台数等 
       ※モデルチェンジ毎に階段状に変化することに留意。 
   
  ②エネルギー政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）省エネ、省ＣＯ２、ＢＬＣＰ等 
 
  ③産業政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）新産業創出、雇用創出等 
 
 他の競合技術がある中で、なぜ当該技術の普及を追求すべきなのか。 
  ①競合技術は何か。 
    （例）（次世代）自動車、蓄電池等 
 
  ②競合技術との関係をどう考えるべきか。 
    （例）比較優位、相互補完等 
 
 
２．現状分析 
 
 誰に便益を提供しようとしているのか。 
  （例）政府機関・自治体、革新的採用者（高環境意識者（個人・事業者）等） 
 
 どのような便益を提供しようとしているのか。 
  ①燃料電池自動車や水素ステーションは十分に認知されているか。 
   
  ②燃料電池自動車の取得環境は十分か。 
    （例）価格、金融スキーム、流通チャネル等 
 
  ③燃料電池自動車の使用によって得られる便益は何か。 
 
  ④燃料電池自動車の廃棄環境は十分か。 
    （例）耐久年数、メンテナンス、リサイクル等 
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水素の利用（２） ～燃料電池自動車～ 

３．取組の検討 
 
 取組①： 対象者への更なる便益の提供 
 取組②： 対象者の拡大（国内） 
  ※他の次世代自動車の経験・教訓をどう活かせるか。 
 
  ①燃料電池自動車の認知度を上げるために、どのような取組が必要か。 
 
  ②低コスト化、高機能化、安全性向上に向けて、どのような取組が必要か。期待される効 
    果は何か。 
 
  ③初期費用抑制のため、どのような取組が必要か。期待される効果は何か。 
    （例）リース、カーシェアリング等 
 
  ④水素ステーションの展開拡大に向けて、どのような取組が必要か。期待される効果は 
    何か。 
    ⅰ整備コストの低減 
      （例）コスト構造の把握（海外との比較を含む）、パッケージ化等 
 
    ⅱ初期の営業の下支え 
      （例）収益見通し（黒字転換の時期を含む）の把握 
      （例）既存ＳＳとの併設、乗用車以外（バス・フォークリフト、定置用燃料電池、産業 
         ガス等）への水素供給等 
 
    ⅲ効果的な設置可能場所の拡大 
      （例）規制見直し、自動車販売店や自治体との連携、新規参入促進等 
 
  ⑤水素ステーションの不足感を補うために、どのような取組が必要か。期待される効果は 
    何か。 
    （例）設置場所情報提供、小型や移動式ステーションの展開、自動車販売店におけ 
       る最低限の水素供給体制構築 
 
  ⑥対象を広げるため、どのような取組が必要か。期待される効果は何か。 
 
 取組③： 対象者の拡大（海外展開） 
  ①対象とすべき地域として、どこが考えられるか。 
 
  ②海外展開に向けて、どのような取組が必要か。期待される効果は何か。 
    （例）国際標準化等 
 
  ③海外展開は、国内にどのように裨益するのか。 
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水素の利用（３） ～新たな用途 （水素発電等）～ 

【基本的な認識】 
 

 水素の直接燃焼により発電を行い、水素の製造方法によってはＣＯ２フリーでの発
電が可能。また、水素発電の導入により大規模な水素需要が生じた場合、水素価
格の低減にも資する可能性。 
 

 個々の利用主体にとっては、水素の安定供給がなされれば、比較的安定・安価で
低環境負荷な発電が可能。 
 

 一定程度までの混焼発電は既に技術的に可能。国内の水素関連プロジェクトでは
水素発電を導入しようとする動きも見られる。 

水素専焼発電 

イタリア・Ｅｎｅｌ社では水素専焼発電 
（１６ＭＷ級）の実証運転を実施中。 

水素混焼発電 

国内にはコークス炉ガスなど、水素
リッチガスを燃料とするガスタービン
の運転実績も多数存在 

既存技術でも対応可能 

Methylcycrohexene (MCH)

Toluene

H2
H2

Hydrogenation Storage DehydrogenationTransportation

CH3 CH3

+ 3H2

Storage

Δ H= + 205kJ/mol

CH3CH3

+ 3H2 Δ H= -205kJ/mol

Hydrogenation Dehydrogenation

Toluene Methylcycrohexane
Methylcycrohexane Toluene

☆ Liquid storage & transportation at ambient temperature & pressure is realized.

☆ Volume of H2 is reduced to <1/500 (LNG: 1/600, LH2: 1/800)

☆ Toluene & Methylcyclohaxane are storaged and Transported as same as gasoline.

☆ Gasoline infrastructures are well utilized to H2 storage & transportation.  

Ｈ２ 

水素添加 

MCH 

ﾄﾙｴﾝ 

Methylcycrohexene (MCH)

Toluene

H2
H2

Hydrogenation Storage DehydrogenationTransportation

CH3 CH3

+ 3H2

Storage

Δ H= + 205kJ/mol

CH3CH3

+ 3H2 Δ H= -205kJ/mol

Hydrogenation Dehydrogenation

Toluene Methylcycrohexane
Methylcycrohexane Toluene

☆ Liquid storage & transportation at ambient temperature & pressure is realized.

☆ Volume of H2 is reduced to <1/500 (LNG: 1/600, LH2: 1/800)

☆ Toluene & Methylcyclohaxane are storaged and Transported as same as gasoline.

☆ Gasoline infrastructures are well utilized to H2 storage & transportation.  

Methylcycrohexene (MCH)

Toluene

H2
H2

Hydrogenation Storage DehydrogenationTransportation

CH3 CH3

+ 3H2

Storage

Δ H= + 205kJ/mol

CH3CH3

+ 3H2 Δ H= -205kJ/mol

Hydrogenation Dehydrogenation

Toluene Methylcycrohexane
Methylcycrohexane Toluene

☆ Liquid storage & transportation at ambient temperature & pressure is realized.

☆ Volume of H2 is reduced to <1/500 (LNG: 1/600, LH2: 1/800)

☆ Toluene & Methylcyclohaxane are storaged and Transported as same as gasoline.

☆ Gasoline infrastructures are well utilized to H2 storage & transportation.  

貯蔵 運搬 貯蔵 脱水素 

Methylcycrohexene (MCH)

Toluene

H2
H2

Hydrogenation Storage DehydrogenationTransportation

CH3 CH3

+ 3H2

Storage

Δ H= + 205kJ/mol

CH3CH3

+ 3H2 Δ H= -205kJ/mol

Hydrogenation Dehydrogenation

Toluene Methylcycrohexane
Methylcycrohexane Toluene

☆ Liquid storage & transportation at ambient temperature & pressure is realized.

☆ Volume of H2 is reduced to <1/500 (LNG: 1/600, LH2: 1/800)

☆ Toluene & Methylcyclohaxane are storaged and Transported as same as gasoline.

☆ Gasoline infrastructures are well utilized to H2 storage & transportation.  

Methylcycrohexene (MCH)

Toluene

H2
H2

Hydrogenation Storage DehydrogenationTransportation

CH3 CH3

+ 3H2

Storage

Δ H= + 205kJ/mol

CH3CH3

+ 3H2 Δ H= -205kJ/mol

Hydrogenation Dehydrogenation

Toluene Methylcycrohexane
Methylcycrohexane Toluene

☆ Liquid storage & transportation at ambient temperature & pressure is realized.

☆ Volume of H2 is reduced to <1/500 (LNG: 1/600, LH2: 1/800)

☆ Toluene & Methylcyclohaxane are storaged and Transported as same as gasoline.

☆ Gasoline infrastructures are well utilized to H2 storage & transportation.  

 水素発電  石油化学の 
原材料等 

 資源国  日本(川崎臨海部) 

 水素供給モデルの構築 

※MCH：ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾝ 

Ｈ２ 

現在計画されている水素関
連プロジェクトにも、水素発電
を活用するものが存在。 

出典：川崎市 

水素の新たな用途への活用に向けた取組（水素発電） 

水素をＬＮＧ等と混合した燃料により発電 水素のみを燃料として発電 

現在計画中のプロジェクト例（川崎市） 
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水素の利用（３） ～新たな用途 （水素発電等）～ 

１．最終的なゴールを見据えた中間ゴールの設定 
 
 社会に、何（便益）を提供することが可能なのか。 
  ①水素専焼を想定すべきか。 
    （例）水素専焼に耐え得るガスタービンの開発等 
 
  ②どの程度の普及を目標とすべきか。 
    （例）発電コスト、発電量等 
 
  ③エネルギー政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）エネルギー源の多様化（ＬＮＧへの過度な依存の解消等）等 
 
  ④産業政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
 
 他の競合技術がある中で、なぜ当該技術の普及を追求すべきなのか。 
  ①競合技術は何か。 
    （例）集中電源、再生可能エネルギー等 
 
  ②競合技術との関係をどう考えるべきか。 
    （例）比較優位、相互補完等 
 
 
２．現状分析 
 
 誰に便益を提供しようとしているのか。 

 
 どのような便益を提供しようとしているのか。 
  ①実用化の見通しはどうなっているのか。 
 
  ②水素発電によって得られる便益は何か。 
    （例）エネルギー源の多様化 
 
 
３．取組の検討 
 
  ①実用化に向けた課題は何か。どのような取組が必要か。期待される効果 
    は何か。 

※水素発電以外に取り上げるべき新たな用途はあるか。 
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水素の製造、輸送・貯蔵 

【基本的な認識】 
 

 水素の製造、輸送・貯蔵手段は多くのものが存在。その実用化段階、現時点のコス
トや安定性等についても様々。 
 

 水素社会の実現に向けて、安定・安価・低環境負荷な水素供給の実現が必要。そ
のために、水素の需要状況、各手段の実用化段階やコスト等を踏まえた、現実的
な導入プロセスを描くことが必要。 

水素の製造、輸送・貯蔵に係る取組 

低コストアルカリ水電解 
システムの開発 

ＣＣＳの導入に向けた 
実証事業 

製油所水素 
副生水素 等 

油田・ガス田 
随伴ガス 等 

褐炭 等 

再生可能 
エネルギー 
電力 

光触媒 

バイオマス 

水素 

輸送・貯蔵 製造 

海
外 

再生可能 
エネルギー 等 

電力 

水素 

水素 

国
内 

有機ハイドライド 

液体水素 

液体水素 

パイプライン 

高圧ガス水素 

水素 

水素 

光触媒の実用化に向けた研究開発 

利
用 

水素を-253℃まで冷却することで液化させ、貯蔵 

トルエンを水素と反応させ、メチルシクロヘキサンとして貯蔵 

水素の輸送・貯蔵に関する取組 

有機ハイドライドによる水素輸送 

水素の製造に関する取組 

水素 

利
用 

水素 

液体水素による水素輸送 
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１．最終的なゴールを見据えた中間ゴールの設定 
 
 社会に、何（便益）を提供することが可能なのか。 
  ①再生可能エネルギー由来水素を想定すべきか。 
    （例）地域資源活用、変動吸収等 
    （例）ＦＩＴ（固定価格買取制度）との関係 
 
  ②海外からの水素輸入を想定すべきか。 
    （例）海外の未利用再エネ、随伴ガス、褐炭等 
 
  ③どの程度の普及を目標とすべきか。 
    （例）水素価格、供給量等 
       ※各利用技術によって求められる価格や量等が異なる点に留意。 
 
  ④エネルギー政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）省エネ、省ＣＯ２等 
 
  ⑤産業政策関連の効果はどの程度見込まれるか。 
    （例）新産業創出、雇用創出、国富流出の抑制等 
 
 他の競合技術がある中で、なぜ当該技術の普及を追求すべきなのか。 
  ①競合技術は何か。 
 
  ②競合技術との関係をどう考えるべきか。 
 
 
２．現状分析 
 
 誰に便益を提供しようとしているのか。 
 
 どのような便益を提供しようとしているのか。 
  ①現状の水素供給能力、新技術の実用化の見通しはどうなっているのか。 
 
  ②水素供給によって得られる便益は何か。 
 
 
３．取組の検討 
 
  ①現状の水素供給能力の強化、新技術の実用化に向けた課題は何か。どのような取組 
    が必要か。期待される効果は何か。 

水素の製造、輸送・貯蔵 
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