
水素・燃料電池戦略協議会（第 11 回）-議事要旨 
 

日時： 2017 年 11 月 06 日(月) 16:30-18:15 

場所： 経済産業省  本館 17 階 第 1 共用会議室 

出席者：（水素・燃料電池戦略協議会委員） 

柏木座長、浅見委員（森代理）、油谷委員（大田代理）、石川委員（原田代理）、伊勢委

員、大濱委員、小川委員（小島代理）、小野田委員、桑原委員（佐々木代理）、崎田委員、

清水委員、瀬戸口委員、竹内委員、出口委員、原田委員、馬渕委員（谷村代理）、三部

委員、宮部委員（羽藤代理）、安岡委員（村田代理）、山本委員 

（オブザーバー） 

燃料電池実用化推進協議会、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構、内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション

担当）付エネルギー・環境グループ、文部科学省研究開発局環境エネルギー課、国土交

通省自動車局環境政策課、国土交通省海事局海洋・環境政策課、環境省地球環境局地球

温暖化対策課、環境省水・大気環境局 自動車環境対策課、経済産業省産業技術環境局

エネルギー・環境イノベーション戦略室、経済産業省製造産業局自動車課電池・次世代

技術次世代技術・ITS 推進室、経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室、経済産業

省産業保安グループ電力安全課 

（事務局） 

髙科資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 

茂木資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課長 

山影資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギーシステム課水素・ 

燃料電池戦略室長 

 

議題： 
 水素基本戦略たたき台について 

 
議事概要： 

事務局から配付資料の説明を行い、自由討議が行われた。委員からの主な意見は以下
のとおり。 
 

［資料 1 関連、①水素基本戦略の位置付け、②水素基本戦略の対象期間について］ 

 ①国民から、国の水素への思いを尋ねられることが多い。社会を巻き込んでいくため

にも戦略を策定することが重要である。資料 1 の 3 頁に記載された案では淡々と事実

が記載されているが、国民と社会のためによりわかりやすく情報を発信したり、将来

的な目標設定もわかりやすく伝えたりするなどして、元気なメッセ―ジを発信してい

ただきたい。（崎田委員） 

 ①ロードマップのフェーズ 1、2、3 についての記載があるが、ロードマップ策定当

時は日本国内での再生可能エネルギーの需給調整のための水素というアイディア



は存在せず、その結果この中に取り入れられていないように見える。例えば福島

における取組の出口として、再生可能エネルギー導入下での需給調整のための再

生可能エネルギー由来の水素を記載することを検討していただきたい。（大田代理） 
 ①CO2 フリー水素の普及が、再生可能エネルギー導入増大とともに当時の想定よ

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） 
 ①水素基本戦略の位置付けについて、ロードマップの上位概念が戦略だと考えてい

る。エネルギー基本計画に水素がどこまで位置づけられるかという論点があるが、

その一部として水素の計画が存在し、誰が何をするのかを決めるのがロードマッ

プであるため、各計画の位置づけを明確にし、形式を整えていくことが重要。策

定後のフォローアップについて考えると、かなり野心的な取組も多いため必ずし

も計画通りにいかない可能性もある。戦略の中で関係者がいかに連携して進めて

いくかのイメージを具体的に描いていただきたい。（原田委員） 
 

［資料 1 関連、③エネルギーセキュリティ／自給率、④CO2 排出制約について］ 

 特にご意見なし 
 
［資料 1 関連、⑤調達・供給面での意義、⑥利用面での意義、⑦3E+S の観点からの意義につい

て］ 

 ⑤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） 
 資料 1 の９頁の（a）に「天然ガス火力と同等の機能を果たし得る水素発電」

という文言があるが、調整力という観点からはそうかもしれないが、経済性

では天然ガス火力の方が優位である。機能の観点から、ということであれば、

誤解の無いように記載していただきたい。（小野田委員） 
 
［資料 1 関連、⑧国際的な意義、⑨産業振興・競争力強化の意義について］ 

 特にご意見なし。 
 

［資料 1 関連、⑩低コストな水素利用の実現、⑪国際的な水素サプライチェーンの開発につい

て］ 

 ⑪国際的な水素サプライチェーンの開発について、今回新たに取り上げてい

ただいたアンモニアやメタネーションは、直接利用できるという利点もある。

キャリアの説明の部分でそのことがに言及されているので、電力や産業・熱



利用といった利用の項目においても「キャリアの直接利用」という観点を入

れていただきたい。また、メタネーションについては、メタンを作るときの

CO2回収と利用側でのCO2排出がキャンセルされるという特殊性が有るため、

仮にメタン製造側と需要側で国が異なる場合、適切に環境性を評価できるよ

うなルール作りが課題かと考えている。水素パイプラインは、将来的には可

能性があるが、需要家が基地に近い場合に特に有効。基地から離れた需要家

に送る場合は、既存インフラの活用という観点からメタネ―ションの利用が有

効なのではないか。水素の直接供給に関して付臭の問題が挙げられており、

付臭に代わる安全確保の手段も検討が必要。しかしながら、付臭は長い経験

を積んだ有効な安全対策でもあり、場合によっては付臭した方が低コストな

こともある。敷設状況によって、適切な安全確保の方法があると思うので、

一律に決めるのではなく、ケースごとの検討が必要である。（村田代理） 
 ⑪国際的な水素サプライチェーンの開発について、案では上流側の資源確保

が重要な視点と記載されているが、サプライチェーンの構築については非常

に具体的に書いてある一方で、上流側の資源確保についてはあまり説明がな

されていない。権益確保の具体的な手段・方策について記述を補強していく

必要があるのではないか。（出口委員） 
 エネルギーキャリアの記載が幅広くなった一方で、水素エネルギーの定義が

広がり、取組の方向がやや曖昧になっているのではないか。水素戦略の目的

は、日本のエネルギー環境制約の克服の一つの手段となり得る水素エネルギ

ーの早期導入にむけた戦略の策定だとすると、水素エネルギーの定義をきち

んとする必要があるのではないか。その上で、アンモニア等を含めた全体戦

略を示すべきかどうか整理が必要ではないか。この戦略の中でメタネーショ

ンやアンモニアなどをどう扱うのかが不明確であり、同床異夢になる恐れが

ある。非化石燃料化というところを進めるのであれば、非化石燃料の法的な

根拠を明確化することも必要ではないか。全体としては、エネルギーキャリ

アとして色々有るという書き方がされているが、それぞれの定義や位置づけ

をはっきりさせていく必要があるのではないか。（竹内委員） 
 水素は 2 次エネルギーではなく 1.5 次エネルギーとすると、エネルギーキャリ

アにバリエーションがある、という記載は戦略としては良いのではないか。

ただ、最終的には経済性ベースでどのキャリアが有力か決まってくると考え

られるため、その考え方は記載の必要があるのではないか。（柏木座長） 
 ⑩低コストな水素利用の実現について、15 頁の 3 段落目により水素を大量消

費する水素発電との記載がある。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、エネルギー消費の四

分の一程度のみ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のではないか。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

ができるのではないか。（小野田委員） 
 ⑩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、最終的には産業界を広く、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いただきたい。（原田代理） 
 
［資料 1 関連、⑫国内再生可能エネルギー導入拡大の観点、⑬電力分野での利用について］ 

 ⑫Power 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成可能

エネルギー由来のエネルギーをいかに蓄積するか、ということで水素が注目

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。⑬電力分野での利用について、水素発電に関しては既に定量的な目標が

書いてある。民間が参入を検討する際には、こうした数値目標が非常に重要

になる。最初に水素が使われる分野はモビリティや発電かと思うが、そうい

った分野で目標があるのが重要と考える。例えば、需要家がどれくらい導入

可能なのか、あるいは供給側がどれくらい供給できるのか、という数字をベ

ースに基本政策分科会等の場に提供し、目標値についてご議論していただく

ことも必要なのではないか。（清水委員） 
 ⑬電力の自由化が進んでいく中で、17 円/kWh という値段は競争力を持たな

いのではないか。市場で競争力を持たないということは政策的な措置を講じ

て補助をし続ける必要があるということ。2030 年頃、国民はまだ FIT の負担

を背負っている状態。その負担を 3.7 兆～4 兆円に抑制することに相当の努力

が必要な中で、水素発電を政策的にサポートする場合、国民には FIT に加え

て水素の負担も生じることになる。エネルギーコストを抑えていこうという

全体の議論の流れがある中で、経済合理性で判断するという大前提のもとで

の戦略が必要なのではないか。（竹内委員） 
 ⑫地域の未利用資源を活用しながら水素を活用していくという例が増加して

いくと、水素の意義を国民の皆様により理解していただけるのではないか。

そのため、いろいろな条件の下で水素の利用がマッチする地域があるかと思

うので、多くの自治体がチャレンジしていける流れを作っていただきたい。 
⑬環境価値の評価手段として大きく２つ考えられるが、１つ目の非化石価値

取引市場での扱いについては、原子力と再生可能エネルギーの中に加えて水

素も入れるとどうなるか、という点についても今詳細を議論している中だと

思うが、ぜひ連携してもらいたい。もう 1 つ、FIT のような社会で支えてい

く仕組みもあると思う。先程、FIT に加えて水素も、というご発言があったが、



FIT が終了してから水素の支援を始めるという考え方もある。国民の電力負担

に関係してくるので、早い段階から議論をしていくことが重要になる。（崎田

委員） 
 ⑫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。

これ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、ぜひ Power to gas を電力の制度設計と連動した形で議

論していただきたい。また、地域の未利用資源という話があるが、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と考えている。水

素の特長として、電力としてだけではなく、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モデ

ルが作れる可能性がある。モデルづくりは非常に重要なので、ぜひ力を入れ

ていただきたい。（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） 
 17 円/kWh の価格について、この価格では電力市場において購入者が生まれ

ないのではないか。非化石価値や ΔkW価値も加えれば変わってくるのかもし

れないが、最終的には国民の皆様の負担になるので、発電単価についてはよ

く議論をしていただく必要があるのではないか。また、現状水素発電のみが

具体的な目標を記載して進めていくことになっているが、水素全体の消費量

を増やすためには、産業界全体で水素需要を増やしていく、という観点が必

要ではないか。そのほうがコストの低減にもつながる。（小野田委員） 
 電力制度改革の中で生まれる市場の中で、水素の位置づけをどうしていくべ

きか考える必要がある。また、コストについては送電のコスト負担を誰が行

うかという問題もあり、現状では補助金がある一方で、再生エネルギー業者

が負担しているが、これを新しく電力を担う役割の人がする必要があるのか

どうか。同様の問題が、水素発電のコストについても考えられるのではない

か。17 円/kWh についても誰が何をどこまで負うのかを考えていく必要があ

る。（原田委員） 
 17 円/kWh の定義を明確にした上で、たとえば将来的に再エネの変動成分を

吸収できる場合のコストはいくらになりうるのか、という考え方をすると、

コストに関しての考え方も変わってくるかもしれない。17 円/kWh という値

だけが出てしまうと、数字が独り歩きしてしまうかもしれないということは

留意する必要がある。（柏木座長） 
 

［資料 1 関連、⑭モビリティでの利用について］ 

 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。大量消費という意味では、モビリティ

で有力なのは稼働時間の長い商用車だが、商用車の方が耐久性もコスト面も

要求水準が高いという側面がある。近年、産業界も ESG 投資という所をシビ

アに見ており、そこでのプライスをどう見るか、そのような点も考えないと

普及は難しいとは考えている。また、今後は現行の高圧ガス保安法で想定さ

れたものとは、量的にも大きく異なるスケールのものを作ることになるので、

実情に沿った形の規則が必要であり、ご検討をお願いしたい。ただし、勿論

安全性をないがしろにするということはなく、その点についても検討含めて

取り組みを進めていきたい（伊勢委員） 
 生活に身近な FCV や FC バスの普及は国民の理解を深めるために大変重要。

世界的に EV 化が取り沙汰されているが、モビリティ全体の低炭素化を進める

ためには、EV と併せ、FCV の普及をブレずに進めることが必要。FC バスに

ついては、今回長期的な普及目標が具体的に示されており、FC バスの普及を

全国に広げていく上で大変重要な点が書き込まれたと認識している。我々も

FC バスの研究会を今年立ち上げたが、課題も多く出てきている。FCV 用の

ステーションを FC バスに拡張して運用していくのにも課題がある。導入初期

段階における課題、それに対応した対策を柔軟に打っていく必要がある。こ

れについて「自治体と連携した取り組み」と記載があるのでしっかり取り組

んでまいりたい。（小島代理） 
 規制見直しについて、安全性については国民の関心が高いためしっかり説明

していく必要があるが、一方、規制改革で現行の高圧ガス保安法に対して３

０項目、４０項目と見直し項目が上がっているところを見ると、規制と現状

の技術とが合わなくなっている側面もあるのではないか。検討が必要という

状況が共有できる場合は、根本的な規制のあり方も考える必要があるのでは

ないか。そういった機会も必要になるのではないか。（崎田委員） 
 

［資料 1 関連、⑮産業プロセス・熱利用での水素活用の可能性、⑯燃料電池技術活用、⑰革新

的技術開発、⑱国際展開（標準化等）、⑲国民の理解促進、地域連携について］ 

 ⑱国際展開（標準化等）について、コストダウンを図るためには国際的に売

れていくことが重要になる。そのためには、輸出を目指すことが重要である

一方で、各国が今後どういう戦略をとるかに依存するため、適宜我々の戦略

を見直す必要が有ることをぜひ記載していただきたい。（竹内委員） 
 ⑲国民の理解促進、地域連携について、1 項目追加されたことは重要である。

感謝したい。（崎田委員） 
 

［全体］ 



 水素利用は多岐に渡るため、エネルギーセキュリティ上重要である。しかし、

国際商品にしないと値段が下がらない。国際商品であるという内容を前に出

して、いろいろな価値を総合的に考えて戦略を練る必要がある。（柏木座長） 
 

 
以上 

 

お問合せ先 

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギーシステム課 水素・燃料電池戦略室 

電話：03-3501-7807 

FAX：03-3580-5308 

 


