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Ⅰ．水素・燃料電池戦略ロードマップでの位置づけ／本WGの設置趣旨 

水素・燃料電池戦略ロードマップ（2016 年 3 月改訂）（以下「ロードマップ」という。）にお

いては、最終的に目指すべき姿（フェーズ３）として、CO2 の排出が少ない水素供給構造を実

現していくこととしている。 

2016 年 11 月、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際的枠組みで

あるパリ協定が発効した。水素は、利用段階では CO2 を排出せず、また、燃料電池技術の活用

による省エネルギーを通じて、地球温暖化対策に大きく貢献し得ると考えられる。しかしながら、現

段階では、国内では化石燃料由来の水素が主に用いられており、水素の製造段階では CO2 が

発生することから、地球規模の問題である地球温暖化への対応を考えた場合には、必ずしも十

分ではない。 

このため、将来的には化石燃料からの水素製造に CCS（Carbon dioxide Capture and 

Storage）等の CO2排出を低減する技術を組み合わせることや、再生可能エネルギーを活用し

て水素を製造することで、より CO2 の排出が少ない水素供給構造を実現していくことが求められ

る。ロードマップのフェーズ 2 においては、2030 年頃の商用化を目指して水素サプライチェーンの構

築に向けた取組を進めることとしているが、更に製造・輸送段階の低炭素化に向けた取組を進め

ていくことで、フェーズ３の実現を目指すこととしている。 

 

一方、長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）（2015 年 7 月策定）においては、

2030 年度の電源構成のうち再生可能エネルギーが 22～24％を占めると見通されているが、再

生可能エネルギーの固定価格買取制度（Feed-in Tariff）（以下「FIT」という。）開始以降

の再生可能エネルギーの急速な導入拡大に伴い、導入が集中しがちな地方における系統の空き

容量不足や、火力電源等の調整力不足といった課題が顕在化している。 

こうした中、国内外において電気エネルギーを大規模かつ長期的に貯蔵可能な水素エネルギー

が注目されている。今後、水電解装置を中心とした電力-水素エネルギー変換システム

（Power-to-gas システム）の低コスト化・高効率化・耐久性向上・大規模化等の技術進歩

により、電力系統の安定化対策や再生可能エネルギー導入拡大に貢献できる可能性がある。 

 

前述の通り、ロードマップでは 2040 年頃をターゲットとしてトータルでの CO2 フリー水素供給シ

ス テ ム の 確 立 を 目 指 す こ と と し て い る が 、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー か ら 水 素 を 製 造 す る

Power-to-gas 技術を再生可能エネルギーの導入拡大といった目下の社会課題への対処に応

用しつつ、将来の CO2 フリー水素の利活用に向けた足がかりとしていくべきではないか。 

こうした課題認識の下、今後の対応の方向性を定めるため、水素・燃料電池戦略協議会の

下に CO2 フリー水素ワーキンググループを開催し、検討を行ってきた。本報告書は、本ワーキング

グループで行われた CO2 フリー水素の利用拡大に向けた検討結果を取りまとめたものである。 
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図表 1 水素・燃料電池ロードマップ概要 

  

 
 

［出典］資源エネルギー庁作成（第１回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料） 

 

 

図表 2 水素の製造方法 

 

 
 

［出典］資源エネルギー庁作成（第１回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料） 
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Ⅱ．再生可能エネルギー普及拡大への対応 

近年、太陽光発電や風力発電といった自然変動電源の急速な導入拡大に伴い、送変電設

備容量不足や系統電源の下げ代等の調整力不足などの電力系統における課題が顕在化して

いる。長期エネルギー需給見通しにおいては、2030 年度には総発電電力量の 22～24％を再

生可能エネルギーが占めると見通されており、今後更なる再生可能エネルギーの導入拡大が見

込まれる。 

再生可能エネルギーの導入を拡大していくためには、自然変動電源の導入量に応じて系統対

策を講じていく必要があり、一般送配電事業者は系統安定化のため、火力発電の出力調整や

揚水発電での汲み上げ、地域間連系線を利用した広域融通等、様々な手段を講じて調整力

の確保を図っている。近年では、大規模な蓄電池のエネルギー貯蔵機能を活用した系統運用の

実証も行われている1。 

 

このような再生可能エネルギーの導入拡大に伴う系統安定化への取組は諸外国においても大

きな課題となっており、例えば、スペインにおいては、再生可能エネルギーを制御するための中央給

電指令所（Control Centre of Renewable Energies: CECRE2）が設置され、再生可能

エネルギー発電設備のリアルタイム監視、出力予測、直接／間接の出力制御を行っている。一

方、ドイツやフランスでは、水素によるエネルギー貯蔵技術（Power-to-gas）が注目されており、

計画中のものも含め既に多数の実証プロジェクトが存在している（§２．（3）参照）。 

水素は、他のエネルギー貯蔵手段と比較すると、長期間・大容量のエネルギー貯蔵領域に優

位性を持ち（図表 3）、また、ガスパイプラインなどにより、電力系統を経ずにエネルギーを輸送可

能である。こうした特長を活かし、季節を越えた再生可能エネルギーの変動吸収や、再生可能エ

ネルギーの地域偏在性の解消など、系統安定化対策や更なる再生可能エネルギー導入促進策

としての水素の利活用が期待される。 

 

  

                                                   

 
1 経済産業省「大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業」として、九州電力（株）が NAS 電池 5 万 kW

／30 万 kWh、東北電力（株）がリチウムイオン電池 4 万 kW／4 万 kWh の蓄電池システムを運用している

例がある。 
2 REE 社（Red Electrica de Espana）Web サイト参照 

http://www.ree.es/en/activities/operation-of-the-electricity-system/control-centre-renewable-energies
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図表 3 エネルギー貯蔵技術の位置づけ 

 

 
［出典］“Development and applications for MW-scale electrolyzer systems” (SIEMENS, 2016) 

 

水素・燃料電池戦略ロードマップにおいては、トータルでの CO2 フリーの水素供給システムを

2040 年頃に確立することを目指しているが、前述の足下の課題に対してエネルギー貯蔵手段と

して Power-to-gas 技術を応用し、CO2 フリー水素の活用を拡大することで、将来的な CO2 フ

リー水素供給構造の構築に向けた足がかりとしていくことを検討すべきではないか。 

 

1. 余剰電力3の考え方 

近年の再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、局所的な系統の容量不足や、系統全体の

調整力不足といった問題が生じている。いわゆる「余剰電力」とは、送電線・変電所の空き容量

不足や、調整力不足に伴う出力制御指令による発電制限等により、本来の発電ポテンシャルを

発揮できていない未利用のエネルギーと言える。 

 

（1） 再生可能エネルギー発電の導入拡大に向けた取組と余剰電力 

太陽光発電では、パワーコンディショナー容量（以下「パワコン容量」という。）以上の太

陽電池が設置されるケース（いわゆる「過積載」）がある。この状態ではパワコン容量が系統

に流す電力の上限となり、それ以上に発電が行われた場合には、系統に流されない余剰電

                                                   

 
3 本報告書において記載する「余剰電力」とは、「未活用である電力」を指し、FIT の 10kW 未満の太陽光発電に

係る「余剰電力（余剰売電）」とは異なる。 
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力が発生することになる。 

自然変動電源の系統接続に当たっては、出力（kW）のピーク値をベースに系統容量を

確保することが必要となる。その結果、確保された系統容量のうち実際に利用された量

（kWh）は当該自然変動電源の設備利用率によることとなる。一般に、自然変動電源の

設備利用率は低いため、多くの電源が系統に接続することで、送配電設備の設備利用率は

低下することとなる。 

太陽光発電の事後的な過積載については、FIT において、国民負担の増加という問題が

指摘されている一方で、過積載により設備利用率を高めること自体については、出力安定と

いった点において好ましい面もあるとの見方もある4。 

 

（2） 余剰電力の活用 

将来的に Power-to-gas 技術が十分に社会実装可能な状況となれば、余剰電力を水

素に変換することで、再生可能エネルギーの利用量を拡大する一助になると考えられる。この

ため、再生可能エネルギーを電気として利用するだけでなく、Power-to-gas を通じて水素と

して利用することを促していくべきではないか。現状では、電気としての利用を前提として再生

可能エネルギー発電設備の規模に応じて必要な系統対策が実施されているが、

Power-to-gas 技術の実装段階においては、水素としての利用を前提として、系統の空き

容量を超える発電設備の導入を許容する仕組みを検討すべきではないか（例えば、系統の

空き容量が 10MW の場合に、20MW の発電設備と 10MW 分の発電容量を吸収可能な

Power-to-gas 設備を導入し、10MW 以上の発電が行われた場合には水素として貯蔵す

るなど）。 

上記のような取組を実現するためには、電気・熱としての再生可能エネルギー利用の概念

を拡張することが必要である。また、将来的には、Power-to-gas 技術の活用と系統増強の

比較を行い、より安価な方法を選択することが、再生可能エネルギーの導入拡大の社会的コ

ストの抑制に繋がる可能性がある。こうした再生可能エネルギーの導入拡大への取組は、結

果として CO2 フリー水素の普及拡大にも寄与すると考えられる。 

 

2. Power-to-gas技術について 

（1） Power-to-gas技術の概観 

水素は様々な資源から製造が可能であるが、その一つとして水を電気分解することで水素と酸

                                                   

 
4 例えば、「第 10 回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小

委員会合同会合」において、過積載自体は、設備を効率的に利用する効果もあり、好ましい面もあるとの意見が

あった。 
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素を発生させる水電解技術が挙げられる。近年、この水電解技術の応用として、電気を水素に

変換し、貯蔵・利用する Power-to-gas 技術が注目されている。 

Power-to-gas技術は様々な機器・装置により構成されるが、特に水電解装置がこの技術の

心臓部である。水電解装置にはいくつかの方式があり（図表 4、図表 5）、現時点で実用段階

にあるものとして、アルカリ水電解と固体高分子形水電解（以下「PEM 水電解」という。）が挙

げられる。また、高温水蒸気電解（以下「SOEC」という。）については現在研究開発段階にあり、

将来的な実用化が期待される。 

 

図表 4 水電解装置の模式図 

 

 
［出典］旭化成(株) 
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図表 5 水電解装置の特徴5 

 
 

 
［出典］“Hydrogen-Based Energy Conversion” (SEI, 2014) 

 

（a） アルカリ水電解 

アルカリ水電解は、複数ある水電解方式の中で最も成熟した技術であるとされ、数年毎の

メンテナンスを行うことで数十年にわたり稼働可能であり、高い耐久性を持つとされる。電解質

にはおよそ 25～30％濃度（質量パーセント濃度）の水酸化カリウム（KOH）水溶液が

使用され、アノード（陽極）にはニッケルやニッケル系合金、鉄、ニッケルコバルト酸化物が、カ

ソード（陰極）には鉄や鉄-希土類、鉄-ニッケル合金等が用いられる。 

後述の PEM 水電解と比較すると設備の専有面積は大きくなる傾向にある6が、材料コスト

が低く、また大型化が比較的容易であるという特徴を持つ。また、自然変動電源由来の電力

を投入した場合、変動に対する追従性やオーバーロード（過負荷）への耐久性が課題とさ

れるが、近年では数秒単位での変動追従性が確認されており、時間的な制約はあるものの

オーバーロードにも対応可能との見方がある7。 

 

（b） PEM水電解 

PEM 水電解は、アルカリ水電解と比較すると設備の専有面積が小さく、また製造される水

                                                   

 
5 比較にあたっては、水電解方式によって開発フェーズが異なる点に留意。 
6 “Power-to-gas” (HYDROGENICS, 2014) 
7 “Fundamentals and grid integration” (Brandenburg University of Technology, 2013) 
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素の純度が極めて高い8ために精製を必要としないといった特徴があるとされる。電解質膜に

はフッ素系イオン交換膜等が使用され、近年では、より電解効率の高い炭化水素系膜の研

究開発が進んでいる。アノードには酸化イリジウム被覆チタンやイリジウム-ルテニウム-コバルト

酸化物等が、カソードには白金被覆チタンや白金担持カーボン等が用いられる。 

比較的新しい技術ではあるが、アルカリ水電解と同じく実用段階にあり、また、変動への追

従性や水電解効率に関して高い性能を有する。ドイツにおける Power-to-gas 技術実証で

は大型の MW 級 PEM 水電解が多く採用されており、オーバーロードに対応可能であるため、

高い設備利用率を確保することが可能と言われる。一方、前述の通り白金系の部材が用い

られているため設備コストがかさむ傾向があることや、耐久性の確保などが課題とされる9。 

 

（c） SOEC 

SOEC は、アルカリ水電解や PEM 水電解の電解効率の水準を 30％程度向上させるポ

テンシャルを有しているとされる10が、作動温度が 600～900℃と高温であることから、排熱

等外部からのエネルギー供給を活用し、システム全体として効率を高める必要がある。電解

質にはセラミックスが使用され、アノードにはチタン酸ストロンチウム、ニッケル系等、カソードには

ニッケル-イットリウム安定化ジルコニア複合体等が用いられる。 

現時点では研究開発段階にある技術であり、他の方式と比較すると世界的に見ても実用

化例は少ない11。我が国においては、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO：  New Energy and Industry Technology Development 

Organization）を中心に研究開発が進められており、現在セルスタックを複数組み合わせ

た 10kW 級マルチスタックシステムを用いた技術実証が行われている。 

 

（2） Power-to-gas技術の活用 

再生可能エネルギーの導入拡大に伴う課題としては、系統全体のマクロの課題（下げ代等調

整力不足、ダックカーブ12、周波数変動等）とローカルの課題（送変電設備容量不足、逆潮流

                                                   

 
8 一般にファイブ・ナイン（99.999%）以上と言われ、燃料電池自動車（FCV）での利用が可能である。 

  “Cost assessment of hydrogen production from PV and electrolysis” (CSIRO, 2016) 
9 “Hydrogen-Based Energy Conversion” (SEI, 2014) 
10 水素製造原単位（kWh／Nm3）の低減を意味する。アルカリ水電解や PEM 水電解が 4～5kWh／Nm3 と

されるのに対し、SOEC は 3.1kWh／Nm3 とされる。（東芝（株）レビューVol.71 No.5, 2016） 
11 2016 年に Sunfire 社が、SOFC（個体酸化物形燃料電池）／SOEC（高温水蒸気電解）のリバーシブル

型水電解装置を商用化した例がある（Sunfire 社 Web サイト参照）。 
12 太陽光発電の導入拡大に伴い、正味需要（総需要から太陽光等による発電量を控除した需要量）が昼間に

押し下げられ、逆に夕方に急激に増加することでマクロの供給力が不足する問題。 

http://www.sunfire.de/en/company/press/detail/sunfire-supplies-boeing-with-worlds-largest-commercial-reversible-electrolysis-rsoc-system-16
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に伴う配電系統の電圧上昇等）とに大別することができる。ここでは、これらの課題に対する

Power-to-gas 技術の具体的活用方策について述べる。 

 

（a） マクロでの調整力としての活用 

再生可能エネルギー電源による出力変動については、一般送配電事業者が系統全体で

吸収しているが、近年の再生可能エネルギーの増加に伴い調整力不足といった課題が顕在

化している。実際に、各地の電力管内において接続申込量が「30日等出力制御枠」13に到

達しているほか、九州電力管内の離島においては、再生可能エネルギーの供給過剰に対し

調整電源の下げ代不足が生じており、2015 年 5 月には、我が国で初めて再生可能エネル

ギー発電設備に対して出力制御が実施された。また、今後、再生可能エネルギーの更なる

導入拡大に伴い、九州本土でも出力制御が必要となる可能性がある。 

こうした課題への対応策としては、地域間連系線や大規模蓄電池の活用のほか、揚水発

電所での汲み上げ等により、余剰となる供給力を吸収することが考えられるが、揚水発電に

ついては適地の確保や巨額の投資、更には整備に係るリードタイムが長いといった課題があ

る。 

こうした中、海外では再生可能エネルギー大量導入時におけるエネルギー貯蔵技術（マク

ロの需給調整手段）として水素が注目されている14。例えば、比較的需要の小さい春期や

秋期において水素製造により太陽光発電等による供給過剰を吸収し、需要の大きい夏期

や冬期にシフトさせるといった運用が考えられる。 

また、水電解装置は数秒オーダーの再生可能エネルギーの出力変動に追従可能15と言わ

れており、今後、系統運用者による需給バランス調整等に用いられる調整力としても活用が

期待される16。 

 

（b） ローカルでの系統の容量不足への対応 

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルの高い地方においては、送変電設備の容量が小

さい場合が多く、局所的な送変電設備容量不足に伴う系統制約などの課題が顕在化して

いる。こうした課題への対応策として、系統の増強が考えられるが、地元の理解や高額の工

事費、長期の維持管理・コスト負担等の課題があり、最適な設備形成となるよう努めること

                                                   

 
13 電力会社が 30 日、360 時間（太陽光）、720 時間（風力）の出力制御の上限を超えて出力制御を行わ

なければ追加的に受入不可能となる時の接続量を言う。 
14 “Hydrogen-Based Energy Conversion” (SEI, 2014)等。 
15 “Hydrogen-Based Energy Conversion” (SEI, 2014) 
16 ただし、電気から水素を製造し、燃料電池等を用いて再度電気に戻す場合、エネルギーの変換ロスが大きいこと

から、いかに変換効率を高く維持するかといった課題がある。 
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が望ましい。 

系統増強を抑制しつつ再生可能エネルギーの利用量を更に拡大するためには、エネルギー

貯蔵技術の活用が欠かせない。前述の通り、Power-to-gas技術の活用により、再生可能

エネルギーを電気としてのみならず、水素として利用することで、こうしたローカルな系統制約の

課題を克服できる可能性がある。FIT の買取期間が終了した後を見据えれば、自然変動電

源によって生み出される変動性の電気がどの程度の価値として市場で取引されることになるの

かが CO2 フリー水素の製造コストを左右する重要なポイントとなるが、非化石価値を除いた

電気そのものの価値としては安定電源に比して劣後する。こうしたことから、例えば、不安定な

再生可能エネルギー電気のうち電気としての価値が高い安定部分をそのまま電気として利用

しつつ、不安定な部分を水素に変換して活用するといった考え方が合理性を持ちうる。 

 

（3） Power-to-gas技術の海外での活用事例 

ドイツ政府は、2050 年までに温室効果ガスを 1990 年比で 80％削減する目標を掲げている。

この目標の達成に向け、電力消費に占める再生可能エネルギーの割合を 2050 年で 80％以上

に設定している。こうした目標の達成には大量の自然変動電源の導入が必要となるが、最大需

要を遥かに上回る設備容量の電源規模となるため、需要を供給が上回るという現象が頻繁に発

生することが予想される。このため、特に供給過剰となる電力の有効活用が重要な課題と認識さ

れている17。その解決策として、供給過剰となる再生可能エネルギーを水素に転換し、ドイツ国内

の都市ガス導管に混ぜて利用する実証プロジェクトが進行中である。このアプローチによって、非電

力分野の低炭素化に加え、系統の増強を抑えられる可能性があることも指摘されている18。 

なお、欧州では、数多くのPower-to-gas関連の実証が行われているが、ドイツでの実証事例

が圧倒的に多く、現在オペレーション中のものだけでも約 20 のプロジェクトが確認されている（図

表 6、図表 7）。 

ドイツでは、我が国と比較して都市ガス導管が非常に発達していることに加え、ガスの純度があ

まり高くなく、水素混入による影響が少ないなど、Power-to-gasプロジェクトを実施しやすい環境

にあると考えられる19。 

 

  

                                                   

 
17 Viessmann 社へのヒアリング結果に基づくもの。 
18 Mainova 社へのヒアリング結果に基づくもの。 
19 「我が国における Power to Gas の可能性」（（一財）日本エネルギー経済研究所，2015） 
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図表 6 欧州における Power-to-gas 実証プロジェクト（a） 

 

 
[出典] The European Power to Gas Platform Web サイト 

 

図表 7 欧州における Power-to-gas 実証プロジェクト（b） 

 

 
[出典] The European Power to Gas Platform から作成 

Project Location Output product

Installed

power

 (kW)

Electrolysis

technique

H2 production

(Nm3/h)

Berlin Airport  - H2BER Berlin Airport Hydrogen 500 Alkaline 90

Cottbus Cottbus Hydrogen 150 Alkaline 20-30

Falkenhagen – DVGW Falkenhagen Methane 1000 unknown Unknown

Frankfurt am Main - Thuga Frankfurt am Main Hydrogen 315 PEM 60

Freiburg – H2Move Freiburg Hydrogen 40 PEM 6

Grapzow – RH2 WIND Grapzow Hydrogen 1000 Alkaline 210

Hamburg-Hafencity – Vattenfall Hafencity, Hamburg Hydrogen 630 Alkaline 120

Hamburg-Reitbrook

– WindGas Hamburg
Reitbrook, Hamburg Hydrogen 1000 PEM 290

Hamburg-Schnackenburgallee Hamburg-Schnackenburgallee Hydrogen 185 PEM 30

Hanau Hanau Hydrogen 35 PEM 4

Ibbenburen – RWE Ibbenbüren Hydrogen 150 PEM 30

Kirchheimbolanden - RegEnKibo Kirchheimbolanden
Hydrogen

Methane
Unknown Unknown Unknown

Mainz Mainz Hydrogen 3900 PEM 1000

Prenzlau  – ENERTRAG AG Prenzlau Hydrogen 600 Alkaline 120

Rostock

- EXYTRON Demonstrationsanlage
Rostock Methane 21 unknown 4

Straubing Straubing Methane Unknown Unknown Unknown

Stuttgart - ZSW II Stuttgart Methane 250 Alkaline 50

Werlte – Audi AG Werlte Methane 6300 Alkaline 1300
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また、実際には系統を介して電力を調達しつつ、証書（GO: Guarantee of Origin）スキー

ムを活用し、Power-to-gasに再生可能エネルギーを「みなし」で利用するケースが多く見られるこ

とも、ドイツの実証プロジェクトの特徴の一つである。自然変動電源のみを Power-to-gas の入

力とした場合、設備利用率が低くなるため、コストが高くなってしまう（§２．（5）参照）。この

点、ドイツにおいては、こうした仕組みを活用し、柔軟な再生可能エネルギー利用を可能とすること

で、水電解装置を含むPower-to-gasシステムの稼働率を高め、事業採算性を向上するオペレ

ーションを可能としている。 

例えばマインツの実証事業では、隣接する 8MW の風力発電からの電力で水素を製造してい

る。水電解装置の入力はピーク時で 6MW である。隣接の風力発電からの余剰電力がない場合

には上記の証書の仕組みを活用して系統からの電力を再生可能エネルギーとみなして調達してい

る。また、Power-to-gas システムはアンシラリーサービスとしても活用されており、上流側に対して

付加価値を提供することで採算性の向上が図られている。さらに、製造した水素は、都市ガス導

管への混入と、産業用ガスとしてのトレーラー輸送の２つ手段により販売されている。 

なお、ドイツでは、再生可能エネルギーを活用して製造した水素を利活用した場合に、温室効

果ガス削減の貢献を認証するような仕組みを導入することを検討し、水素需要の拡大を試みよう

としている（後述）。 

一方、米国では Power-to-gas 技術の実証の初期段階にある。カリフォルニア州では 2030

年までに温室効果ガスを1990年比で40％削減する目標を掲げており、電力販売の50%を再

生可能エネルギーにする目標を設定している。これに基づき ZEV（Zero Emission Vehicle）

規制を始めとした様々な環境対策が行われる中で、2016 年にはガス事業者である SoCalGas

が、カリフォルニア大学アーバイン校に設置されている太陽光発電設備を活用して水素を製造し、

都市ガス導管に混入させる米国初の Power-to-gas プロジェクトを開始している20。 

このほか北米では、カナダのオンタリオで 2017 年に P2G プロジェクトの開始が予定されている。 

 

（4） 他の競合技術との比較 

エネルギーの貯蔵手段は種々存在し、それぞれ得意とする領域やメリット・デメリットが存在する。

特に蓄電池については、電気エネルギーを貯蔵する上で高いエネルギー効率を発揮し、充放電ス

ピードも速いことから、系統向けの調整力として期待されており、我が国では、一般送配電事業者

による大容量蓄電池を用いた技術実証が行われている。Power-to-gas 技術をエネルギー貯蔵

手段として活用する場合、蓄電池は競合技術となり得るため、それぞれの特徴や得意な領域など

を比較分析する必要がある（図表 8）。 

 

                                                   

 
20 米 NREL（National Renewable Energy Laboratory）Web サイト参照。 

https://www.nrel.gov/news/program/2015/16489.html
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図表 8 Power-to-gas 技術と蓄電池の比較 

 

 
[出典] 第 4 回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料等を基に資源エネルギー庁作成 

 

前述の通り、蓄電池はエネルギー変換効率が高く、また応答速度が速いため、再生可能エネ

ルギーの出力変動に対して優れた追従性を示す。Power-to-gas技術についても、水電解装置

は高い応答性を有すると考えられているが、瞬間的な出力の変動に対してはミリ秒（1000 分の

1 秒）オーダーの応答性21を有する蓄電池に優位性があると考えられる。 

一方、エネルギーを大量かつ長期間貯蔵するケースでは、kW（出力）よりも kWh（エネルギ

ー貯蔵量）の大きさが重視されるが、蓄電池は基本的に kW と kWh が比例的な関係となる傾

向にある。Power-to-gas技術はこれらを柔軟に組み合わせることができ、例えば、1MWの水電

解装置と 10MWh の水素貯蔵タンクを備えた Power-to-gas システムの設計が可能である。 

これらのエネルギー貯蔵システムのコスト比較については、国内外で様々な分析が行われている

が、概ね数十 MWh 以上の電力貯蔵領域になると、蓄電池よりも Power-to-gas 技術にコスト

優位性があると分析されている22。また、このエネルギー貯蔵領域では、設備の専有面積について

も Power-to-gas 技術に優位性があるとする分析が存在することにも注目すべきである23。 

なお、このような大容量のエネルギー貯蔵領域においては、水素貯蔵に係るコストがシステムコ

                                                   

 
21 第 4 回 CO2 フリー水素ワーキンググループ事務局資料参照 
22 “A Discussion of PEM Fuel Cell Systems and Distributed Generation”  (Ballard, 2011) 
23 ITM Power によると、Power-to-gas システムのフットプリントはリチウムイオン電池の半分程度とされる。なお、こ

の分析では、水素を既存のガス導管などに混入し、その導管自体が水素貯蔵設備になることを想定している。

“GRID BALANCING AND SUPPORT: POWER-TO-GAS ENERGY STORAGE” (ITM Power, 2015) 
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ストの大部分を占めるとする指摘も存在する24。Power-to-gas 技術が他の競合技術に対して

更なるコスト優位性を持つためには、水電解装置単体のコスト低減のみならず、水素貯蔵技術

や純水素燃料電池といったPower-to-gasシステムを構成する機器・技術の研究開発を進展さ

せることで、システム全体としてコストを低減させていくことが必要である。 

 

（5） Power-to-gas技術の課題と今後の取組 

（a） 水電解技術の開発の方向性 

Power-to-gas 用途の水電解装置の能力としては、再生可能エネルギー電源の出力変

動を吸収できる応答性や、瞬間的なオーバーロードへの対応力・耐久性の確保が求められ

る。 

技術開発の KPI として、①エネルギー変換効率25、②コスト、③寿命（耐久性）の 3 つ

が挙げられるが、これらは相反する要素を含んでおり、戦略的に研究開発を進めることが必要

である。特に、水電解装置のエネルギー変換効率については、既にある程度の高効率化が

図られていることから、Power-to-gas 技術の社会実装に当たりボトルネックとなるコストの低

減（②）を中心に、PEM 水電解については耐久性の確保（③）も並行して進めることが

重要ではないか。 

 

図表 9 ドイツの研究機関による水電解方式ごとの特徴と開発の方向性の分析 

 

  
［出典］“Hydrogen-Based Energy Conversion” (SEI, 2014) 

                                                   

 
24 旭化成(株)による分析では、60 日間の蓄電を行う Power-to-gas システムの場合、システムコストのうち 84％

を水素貯蔵タンクが占めるとされる。 
25 水素製造原単位（kWh／Nm3）の低減を意味する 。ただし、実用サイズの Power-to-gas システムとしては

MW 級の規模が必要になるため、電流密度を大きく取りつつ、電解セルにかかる電圧（電解電圧）を低くに保つ

というトレードオフを達成することが必要。NEDOでは電解電圧1.8Vにおいて電流密度0.6A／cm2以上の性能

が開発のメルクマールとなっている。 
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Power-to-gas 技術による水素製造コストは、化石燃料改質に比べて高くなる傾向にあ

り、足下では経済性が課題とされる。コスト増の大きな要因としては、原料である電力の調達

コストに加え、水電解装置の設備コストが高いことが挙げられる。 

IEA（International Energy Agency：国際エネルギー機関）によると、現在の水電

解システムの設備コストは、アルカリ水電解で＄850～1,500／kW、PEM 水電解で

＄1,500～3,800／kW 程度と報告されている。（図表 10） 

 

図表 10 水電解システムのコスト比較 

 

 
［出典］“Hydrogen and Fuel Cells Technology Roadmap” (IEA, 2015) 

 

FCHJU（Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking：欧州燃料電池・水素共

同実施機構）が公表しているレポートによると、アルカリ水電解及び PEM 水電解を活用した

Power-to-gas 技術のシステムコストについて、2025 年時点でそれぞれ€610／kW、€

870／kW まで低減すると見込まれている（図表 11） 
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図表 11 水電解システムのコスト低減見通し 

 

  
［出典］”Development of Water Electrolysis in the European Union Final Report” (FCHJU, 2014) 

 

我が国では、NEDO 燃料電池・水素技術開発ロードマップ 2010 において、PEM 技術の

現状として設備コストが 140 万円／（Nm3／h）（約 28 万円／kW）とされている。

NEDO の技術開発指針26において、水電解システムのコスト目標として 26 万円／（Nm3

／h）（約 5 万円／kW27）を見通せる技術を確立するとしているが、これを早期に実現し

ていくことが重要である。 

また、自然変動電源を用いて水素製造を行う場合には、水電解システムの設備利用率

が低くなるが、設備利用率の低下は水素製造単価の増要因となる（図表 12）。このため、

水電解システムのオーバーロードに対する許容度も踏まえつつ、再生可能エネルギー発電設

備に対する水電解システムの相対的な容量を最適に選択する必要がある。 

  

                                                   

 
26 「『水素利用等先導研究開発事業』基本計画」（NEDO） 
27 水素製造原単位による。5kWh／Nm3 と仮定すると、水電解システムコストである 26 万円／（Nm3／h）は、

5.2 万円／kW となる。 

http://www.nedo.go.jp/content/100561275.pdf
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図表 12 設備利用率による水素製造コストへの影響 

 

 
［出典］「国内再生可能エネルギーからの水素製造の展望と課題」（（一財）日本エネルギー経済研究所，2016） 

 

（b） Power-to-gas技術により製造された水素の利用方法 

Power-to-gas 技術で製造された水素の利用先としては、現状では燃料電池自動車

（Fuel Cell Vehicle：FCV）等のモビリティ分野や定置用の純水素燃料電池が考えられ

るが、将来的に Power-to-gas 技術の社会実装が進んだ段階では、例えば、熱利用の低

炭素化が課題とされる工場における熱源としての水素利用（ボイラ等で消費する化石燃料

の代替）や、石油や化学、半導体などの産業分野における産業ガスとしての水素利用を通

じて産業部門の低炭素化を図るといった取組についても検討が必要である。 

例えばドイツでは、再生可能な低炭素燃料を製造するために、脱硫やハイドロクラッキング

といった原油の精製プロセスに Power-to-gas 技術によって製造された水素を活用すること

が検討されている28。現状では、精製に利用される水素は天然ガス改質によるものを外部購

入しており、製造段階においては CO2 を排出している。こうしたプロセスの低炭素化を図るた

めには、バイオディーゼルフューエルやバイオエタノールといったバイオマス由来の燃料を活用する、

あるいは再生可能エネルギーの持つ環境価値を証書の形で取引するといった方法が存在す

る。これらに加え、現在検討されているプロセスは、環境価値の高い水素を原油の精製に活

用することで、主要インフラの変更を行うことなく、原油から製造される燃料そのものの低炭素

                                                   

 
28 原油精製プロセスで副生的に発生する水素量から精製に必要な水素量を差し引いたものがネットの水素需要量

であり、このネットの需要に対して環境価値の高い水素を活用することが検討されている。こうした背景には、原油の

硫黄含有量の増加や軽質油の需要増加に伴い、精製に要する水素需要が増加しているといった要因がある。 

”Hydrogen form Power-to-gas for use in refineries” (Hinicio,LBST, 2016) 
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化を図ろうとするものである（図表 13）。 

 

図表 13 ドイツにおける燃料の低炭素化イメージ図 

 

 
［出典］”Power-to-Hydrogen:Legal Barriers and Regulation”（Uniper, 2016） 

 

欧州の民間企業では、こうした新しいプロセスがCO2排出量削減に対してどのようなインパ

クトを与えるのかについての分析が行われており、環境価値の高い水素を原油精製に活用す

ることは一つの有用なオプションになると結論づけられている。具体的には、原油精製プロセス

に係る CO2 排出量を 7.2％削減可能と試算している29。 

我が国においては、原油精製に必要な水素を外部購入していないなど、必ずしもこのよう

な事例と前提条件が同じではないことに留意する必要はあるものの、こうした諸外国の取組を

参考としながら、低炭素化のポテンシャルを探りつつ、Power-to-gas 技術により製造された

水素の利用方法について幅広く検討を行うことが必要である。 

  

                                                   

 
29 “Power-to-gas  Short term and long term opportunities to leverage synergies between the 

electricity and transport sectors through power-to-hydrogen” (Hinicio,LBST, 2016) 
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＜参考＞ メタネーション／天然ガスパイプラインへの水素注入 

欧州では、Power-to-gas 技術により製造された水素を貯蔵・輸送・利用する手段として、

都市ガスグリッドを活用する試みが始まっている。これは、電気をガスに換える Power-to-gas

の技術と、既存のガスグリッドが持つ巨大なエネルギー貯蔵容量・輸送機能を活用しようとする

ものである30。ただし、水素は体積や熱量が都市ガスとは大きく異なることから、大量に注入する

場合にはガス燃焼器の熱量調整が必要になるといった課題が指摘される。 

この問題を解決するのが、水素と CO2 を反応させることでメタンを製造するメタネーション技術

である。メタンのガスグリッドへの注入については制約が少ないとされており、Power-to-gas 技

術により大量に水素が製造された場合には、同技術の活用が有効な解決策となり得る。一方、

単に水素をガスグリッドに入れる場合に比較して CAPEX／OPEX の両面で追加的なコストが

生じる点が課題となる。 

大量の水素エネルギーを貯蔵・輸送する場合、水素をメタン化して都市ガスグリッドに注入す

ることは、既存インフラの活用が可能になるといった点においてメリットを有する可能性があること

から、メタネーションに係る技術開発の進展が期待される。 

 

  

                                                   

 
30 SEI の分析によると、ドイツにおける年間の天然ガス供給量は約 1,000TWh であり、地下貯蔵設備容量は約

220TWh とされる。“Hydrogen-Based Energy Conversion” (SEI, 2014) 
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Ⅲ．水素サプライチェーンの低炭素化 

電気エネルギーとの比較では、水素は輸送の自由度が大きいというメリットがある。そのため、地

方の再生可能エネルギーを水素に変換し、需要の多い都市部で消費する、あるいは海外の未利

用資源を我が国に輸送し消費するといったことが可能であり、特に輸送が困難な資源の地理的

偏在性を解消する有力な手段となり得る。水素社会の実現に向けては、水素を大量かつ効率

的に輸送する技術の開発が不可欠であるが、水素のサプライチェーンの形態は輸送方式に応じて

いくつかのバリエーションが考えられる。フェーズ３において、より CO2 の排出が少ない水素供給構

造を実現していくためには、水素の製造段階のみならず、サプライチェーン全体についても低炭素

化を図っていくことが必要である。 

 

1. 液化水素 

液化水素は、水素ガスを－253℃に冷却することで液体状態にして輸送・貯蔵する方式であ

り、気体状態の水素の約 800 分の 1 の体積にすることが可能であるほか、液化を通じて水素の

純度が高められるため、精製プロセスを経ずに高純度での利用が可能であり、FCV 等での利用と

の相性が良い。 

また、極低温に冷却する際にエネルギーを必要とすることや、ボイルオフによるロスなどが課題とさ

れているが、近年の水素液化器の効率性向上や超断熱技術によるボイルオフ低減技術の開発

により、エネルギー効率の向上が図られており、加えて、極低温の冷熱エネルギーの有効利用技

術の開発についても検討が進められている。 

なお、陸上での液化水素輸送は、既に技術的に確立しているものの、海上輸送については、

輸送手段や荷揚げ・積み下ろし時のローディングシステム等の開発が今後も必要とされる。 

 

2. 有機ハイドライド 

有機ハイドライドは、水素をトルエン等と反応させることでメチルシクロヘキサン等の有機化合物

として化学的に吸着させ、輸送・貯蔵する方式であり、気体状態の水素を約 500 分の 1 の体積

にすることが可能である。常温・常圧での取扱いが可能であるほか、メチルシクロヘキサン・トルエン

ともにガソリンと同じ第一石油類であり、既存の石油流通インフラが活用可能であるため、追加的

な設備投資を節減することができる長所を持つ。 

一方、トルエンと水素を分離させる脱水素プロセスにおいて水素にトルエン等の有機化合物が

混入することは避けられないため、FCVでの利用など、用途によってはこうした不純物を除去するた

めの精製プロセスが必要となる（発電用途であれば不要）。また、脱水素は吸熱反応であり、

300～400℃程度の熱を外部から加える必要があることから、エネルギーロスを抑制するためには

反応低温化の研究開発やシステム全体での熱マネジメントに取り組む必要がある。 
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3. 圧縮水素 

圧縮水素は、常圧の水素ガスをコンプレッサーにより圧縮し、高圧タンクに充填することで輸送・

貯蔵する方式であり、例えば 20Mpa に圧縮された水素であれば、常圧に比べて約 200 分の 1

の体積にすることが可能である。また、気体状態のまま輸送・貯蔵するため利用段階では精製プ

ロセスが不要であり、現時点で外販用として広く普及している。 

前述した 2 つの方式と比較すると体積あたりの密度が低く、一定の距離以上の輸送を行う場

合にはコスト面において劣後する。このため、例えば海外から大量に水素を輸送するなどの用途に

は適さないと考えられるが、国内の水素ステーションに供給する場合には、追加的な圧縮を低減

できるため、エネルギー効率の高い輸送方法となり得る。 

 

図表 14 サプライチェーンの全体像 

 

 
 

［出典］資源エネルギー庁作成（第５回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料） 

 

4. パイプライン 

（1） 水素輸送手段としてのパイプラインの活用可能性 

パイプラインよる水素輸送はエネルギーロスが少なく、また安定的な輸送が可能であると考えら

れる。我が国においては例えば、石油コンビナート高度統合運営技術研究組合による第 3 次研

究開発事業（RINGⅢ）において、千葉地区コンビナート内に複数の水素供給源と需要家を

結ぶ水素パイプラインが整備された事例がある。しかしながら、こうした工場敷地内の事例を除くと、

我が国における水素パイプラインの敷設実績はほとんどない（図表 15）。欧州や米国においては、

総延長 2,000km を超える工業用水素パイプラインネットワークが整備されており（図表 16）、

我が国においても、製造した水素を近傍で利用するケースでは、パイプラインによる輸送が有力な

手段となる可能性がある。 
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図表 15 国内における水素パイプラインの敷設事例 

 

 
[出典] 各種公開資料から資源エネルギー庁作成（第 5 回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料） 

 

図表 16 米国および欧州における水素パイプラインの敷設事例 

 

 
［出典］各種公開資料から資源エネルギー庁作成（第５回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料） 

 

（2） 水素パイプラインの制度的課題 

我が国においてガス事業としてパイプラインを運用する場合には、ガス事業法（昭和 29 年法

律第 51 号）の規制を受け、原則として付臭処理を行う必要がある31。一方、付臭剤は燃料電

池のセルスタックに悪影響を与える可能性があるため、発電の直前で脱臭プロセスが必要となる。 

一方、既に広く工業用パイプラインが敷設されている諸外国や、アジア産業ガス協会（AIGA）

の基準書等においては、漏洩対策として付臭処理を行っている事例や付臭を求める規則は確認

                                                   

 
31 「ガス工作物の技術上の基準を定める省令（平成 12 年 5 月 31 日通商産業省令第 111 号）」第 22 条 
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されておらず、また高圧ガス保安法（昭和 26 年 6 月 7 日法律第 204 号）では、水素ステー

ションにおける漏洩対策として、付臭ではなく漏洩検知機の設置を義務付けていることから、こうし

た事例を踏まえ、我が国における水素パイプラインについても、保安の確保を前提としつつ、規格

や敷設方法、運用等について検討していくことが必要ではないか。 
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Ⅳ．海外からの CO2 フリー水素の調達 

Ⅱ章では、変動性の再生可能エネルギーの導入拡大を図る上で、水素（Power-to-gas 技

術）をエネルギー貯蔵手段あるいは調整力として活用しつつ（上流側への付加価値提供）、

CO2 フリー水素の利用拡大を図っていくこと（下流側での付加価値創造）を目指すべき方向性

として示した。本章では、我が国で CO2 フリー水素の利用を広げていくためのもう一つの重要なパ

スである、海外からの調達について述べる。 

 

1. 海外の未利用エネルギーの活用とポテンシャル 

ロードマップでも示されているように、水素社会の実現に向けては、現在の主な水素の用途であ

るモビリティ分野のみならず、既存の火力発電所での水素混焼や、水素専焼発電の導入など、

事業用発電分野における利活用を進めていくことが必要である。こうした大量の水素需要に対し

ては、国内の水素供給のみでは不足することが想定される。このため、海外の未利用エネルギー

等から水素を製造し、安定的かつ安価に大量の水素を輸入することが必要であり、エネルギーセ

キュリティの強化という観点からも重要である。 

海外には、褐炭のような未利用資源や、再利用されない原油随伴ガス、副生水素のほか、再

生可能エネルギー源が豊富に存在する（図表 17）。こうした資源は可搬性に優れず、大規模

な送電線やパイプラインといったエネルギーネットワークインフラが無ければ、現地での利用に留ま

る。 

かつて、LNG 技術は、パイプラインによる大陸に閉じた輸送・利用が中心であった天然ガスの価

値を飛躍的に高め、エネルギー調達の世界を大きく変えた。水素等のエネルギーキャリアは、前述

のようなエネルギー資源の地域偏在性を解消する潜在性を持っていると考えられ、将来の新たな

エネルギー調達の仕組みの実現が期待される。 
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図表 17 未利用資源の例 

 

水素源 特徴 

副生水素  国内での副生水素は熱源等に自家消費される事例がほとんどだが、海外では有効

活用されていないケースも多く存在。 

 初期投資の抑制が可能。 

 水素量が目的生産物の生産量に依存し、プラントごとの調達可能量が限定的。 

原油随伴 

ガス 

 油田に原油随伴ガスの一定量が再圧入されているが、未活用ガスも存在。 

 燃焼廃棄されているガスの有効活用が可能。 

 現地での大規模な水素製造装置を設ける費用と期間、及び CO2 削減のためには

CCS が必要。 

褐炭  可採埋蔵量が豊富で世界各地に賦存するが、水分を多く含み、乾燥させると自然

発火する性質を有するため、長距離輸送や貯蔵に不適であり活用が不十分。 

 未利用化石燃料の有効活用が可能。 

 現地での大規模な水素製造装置を設ける費用と期間、及び CCS が必要。 

再生可能 

エネルギー 

 現時点の技術水準では水電解による水素製造を想定するが、大量製造技術として

は基礎的な研究開発が必要。 

 再エネの偏在性を吸収する手段として有効であり、製造段階でも CO2 フリーとされ

る。 

 供給地が偏在し、特に太陽光、風力発電については出力変動を伴う。 

［出典］資源エネルギー庁作成（第６回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料） 

 

民間企業の調査によると、海外の未利用化石燃料（褐炭、原油随伴ガス等）のポテンシャ

ルについては、我が国への供給の実現可能性を考慮すると、褐炭は豪州、随伴ガスは種類による

が、カナダや中国、中東に多く埋蔵されている。 

また、海外の再生可能エネルギーのポテンシャルについては、我が国への供給の実現可能性を

考慮すると、太陽光は中央アジア、オセアニア、風力は中東、アジア、オセアニア、水力は東アジア、

東南アジア、地熱は東南アジアにおいて、高い賦存量が推定されている（図表 18）。 

我が国への輸送手段やコスト等の面から、実際に利用可能な再生可能エネルギーは限定的で

はあるものの、それでもなお水素製造に利用可能な再生可能エネルギーの賦存量は莫大であると

考えられる。 
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図表 18 未利用エネルギーの賦存量マップ 

 

 
※推定にあたり、賦存量・他の需要地への送電の可能性・沿岸部までのアクセス・地形・日本までの距離などを考慮 

［出典］千代田化工建設(株)による調査を基に資源エネルギー庁作成 

 

2. CCS技術の活用 

（1） CCS技術について 

褐炭や原油随伴ガスといった化石燃料から水素を製造する場合、製造時に CO2 を排出する

ため、CCS を活用することにより、製造段階においても CO2 排出量を低減することが求められる

（図表 19）。 

 

図表 19 褐炭ガス化技術と CCS を組み合わせた CO2 フリー水素製造イメージ 

 

 
［出典］「石炭からの CO2 分離・回収技術」（電源開発（株））を基に資源エネルギー庁作成 
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CCS は、工場や発電所等から排出される CO2 を大気拡散する前に回収し、地下や海底下

へ貯留する技術（図表 20）であり、IEA や IPCC（Intergovernmental Panel on 

Climate Change：気候変動に関する政府間パネル）等において、地球温暖化対策に効果

的な技術として評価されている。 

 

図表 20 CCS イメージ図 

 

 
［出典］経済産業省作成（第６回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料） 

 

（2） CCSのポテンシャルと諸外国の動向 

IPCC の報告書によると、全世界の CCS のポテンシャルは約 2 兆 t-CO2 と推計され、これは

現在の世界における年間 CO2 排出量の 63 年分に相当するとされる。また、IEA によれば、

2050 年における CO2 排出削減量の 13％は CCS により達成されると見込まれている。 

なお、構想段階のものから稼働中のものまで含めると、全世界ではおよそ 45 件の大規模 CCS

プロジェクトが進められている（図表 21）。 
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図表 21 世界の大規模 CCS プロジェクト実施状況 

 

 
［出典］”The Global Status of CCS 2015”（Global CCS Institute, 2015）に基づき経済産業省作成 

 

（3） 我が国における CCS政策と今後の課題 

我が国においては、攻めの温暖化外交戦略（ACE：Action for Cool Earth）（2013 年

11 月 15 日策定）やエネルギー基本計画（2014 年 4 月 11 日閣議決定）などにおいて、

CO2 削減や環境負荷の低減に必要な技術として位置づけられており、実用化に向けた研究開

発や実証試験、貯留ポテンシャル調査などが行われている。 

北海道苫小牧市においては、操業能力の獲得や安全性の確立、コスト低減等を目的として、

我が国初となる大規模な CCS 実証が進行している。2012～2015 年度までの設計・建設・準

備期間を経て、2016 年 4 月からは実際に商業運転中の製油所から発生する CO2 を分離・回

収し、年間約 10 万／t-CO2 規模で海底下の地層に圧入を開始した。地下に貯留した CO2

についてはモニタリングを行い、圧入量や圧入地点周辺の自然地震、微少振動の結果を公開し

ている。 

現状では、分離回収設備の投資・稼働に係るコストが高いことが課題とされ、分離回収に係る

コストは約 3,000 円台～約 4,200 円台／t-CO2 と見込まれている。現在、新たな CO2 の分

離回収に係る技術開発が進められており、今後次世代技術が実用化していくことで、将来的には

1,000 円台／t-CO2 を達成することが期待されている（図表 22）。 
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図表 22 CCS 技術のコスト低減見通し 

 

 
［出典］「次世代火力発電に係る技術ロードマップ 技術参考資料集」に基づき経済産業省作成 

 

また、経済性のほか、制度面での課題も大きい。具体的には、CO2 排出削減が完全なる公

共財であることからマーケットメカニズムが働かず、民間企業が CCS を事業として実施するインセン

ティブが無いということである。コストの低減とともに、将来的なプレーヤーを創出するための具体的

な仕掛けの検討が必要である。 

 

3. 海外水素サプライチェーン構築に向けた今後の取組 

海外水素サプライチェーンの構築に向け、有機ハイドライドと液化水素の２種類のキャリアにつ

いて民間の取組が進められている。 

有機ハイドライドによる水素サプライチェーンについては、2018 年度までにメチルシクロヘキサン

（MCH）等の水素エネルギーキャリアについて、漏洩などの事故解析や大気拡散シミュレーション

等を用いたリスク評価を実施し、許認可（消防法、高圧ガス保安法等）、安全対策等のための

基盤情報を収集、整備する。2020年頃までにファーストチェーンの運用を開始し、運用の中で制

度的・技術的な課題（通関制度、トルエンの輸送外使用の管理等）の洗い出しを行うとともに、

必要な対策を検討、実施する。 

液化水素による水素サプライチェーンについては、2020 年頃までに荷役を行うためのローディン

グシステムや船舶用の液化水素タンク、タンカー規模での液化水素輸送船の実証を行う。更に

2030 年頃の商用化を目指し、液化水素の大量輸送に向けた技術開発等を行う。 

こうした取組を通じ、2020 年代後半にはロードマップの目標である水素のプラント引き渡しコス

ト30円／Nm3、発電コストにして17円／kWhを目指す。このコストは、石炭火力発電に CCS

を組み合わせたコストと比較すると、CO2 フリーの発電コストとして優位性を持つ可能性がある。 
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Ⅴ．CO2 フリー水素の利用拡大に向けた取組の方向性 

1. 環境価値取引推進に向けた取組 

（1） CO2 フリー水素の定義 

水素は利用段階では CO2 を排出しない CO2 フリーのエネルギー源であると言える。しかしなが

ら、製造や輸送の段階まで含めたライフサイクルで見た場合、現在主に国内で流通している水素

が化石燃料由来であることを踏まえれば、必ずしもトータルで CO2 フリーとは言えない。このため、

利用段階のみならずライフサイクルでの CO2 排出量にも着目した評価が必要と考えられる。 

「CO2 フリー水素」という呼称は、CO2 排出量という観点から環境価値の高い水素を指すこと

が想定されるが、現時点では、我が国において統一的な CO2 フリー水素の考え方や、CO2 排出

量に係る算定方法は存在しない。再生可能エネルギー発電についても、LCA（Life Cycle 

Assessment）32で評価した場合には CO2 排出量はゼロではないため、水素の CO2 排出量

の評価に当たりどのような境界条件を設定し、CO2 フリー水素と呼ぶか、その定義が問題となる。 

 

図表 23 LCA の概念図 

 

 
［出典］（国研）国立環境研究所 Web サイト 

 

欧州では、後述の”CertifHy Project”により、環境価値の高い水素についての議論が行われ、

定義に関する整理が既になされたことを踏まえ、我が国においても、水素の持つ環境価値を顕在

化し、円滑に取引がなされるよう、CO2 フリー水素の定義について、官民における検討を進めるべ

き時期が来ている。 

 

（2） CertifHy Project 

欧州委員会は、2030 年の温室効果ガス排出量を 1990 年比で 40％以下に削減する等の

環境目標を掲げており、この目標達成に向け、水素技術の発展と市場への普及促進が期待され

ている。こうした背景から、より環境価値の高い水素の利活用を促進させるため、ベルギーのエネル

ギーコンサルタント会社である Hinicio 社を中心に、2014 年 12 月から CertifHy Project が開

                                                   

 
32 LCA とは、ある製品・サービスのライフサイクル全体（資源採取―原料生産―製品生産―流通・消費―廃棄・リ

サイクル）又はその特定段階における環境負荷を定量的に評価する手法であり、ISO（国際標準化機構）によ

る環境マネジメントの国際規格の中で、ISO 規格が作成されている。 
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始された。ガス・エネルギー会社、グリーン水素技術開発関連企業、自動車メーカー等の協力の

もと、Green Hydrogen（グリーン水素）及びそれを認証するためのスキームについての議論が

行われた。 

本プロジェクトでは、環境価値の高い水素を「Green Hydrogen（グリーン水素）」及び

「Low Carbon Hydrogen（低炭素水素）」、それ以外の水素を「Grey Hydrogen（グレー

水素）」と定義し、Green Hydrogen 及び Low Carbon Hydrogen を合わせて「Premium 

Hydrogen」と総称している。Premium Hydrogen と認証される水素は、ベンチマークとなる

BAT（Best Available Technology）による水素製造プロセス（天然ガス改質）で排出され

る CO2 排出量（91g-CO2／MJ-H2）と比較して、60％以上低いもの（36.4g-CO2／MJ-H2 以

下）に限られる。同プロジェクトでは、このうち、再生可能エネルギーを活用して製造された水素を

Green Hydrogen、そうでないものを Low Carbon Hydrogen と定義している。 

なお、この CO2 排出量の算定に当たっては、原料採掘から水素製造までのプロセスを評価対

象としており、輸送や各々のプロセスにおいて使用される機器製造に係るCO2排出量までは評価

対象としていないことに留意が必要である。 

Premium Hydrogen として認証されると、水素製造事業者は、そのまま環境価値の高い水

素として取引できるほか、環境価値を証書の形で分離し、当該証書のみを取引することも可能と

なる。Grey Hydrogen と証書を組み合わせることで、Premium Hydrogen と主張することが

可能になるため、Premium Hydrogen を利用したいユーザーは直接的に 36.4g-CO2／MJ-H2

以下の水素を調達する必要がなく、環境価値の高い水素の取引円滑化に繋がると考えられる

（図表 24）。 

 

図表 24 CertifHy 認証スキーム 

 

 
［出典］FCHJUWeb サイト 
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我が国においても、このような事例を参考としながら、水素の LCA に必要となる境界条件の設

定を含め、定量的な基準を定め、CO2 フリー水素の定義を明確化することが必要ではないか。特

に、副生水素については主産物との CO2 排出量分配をどのように整理すべきか等の検討が必要

であり、今後官民で議論を重ねていくことが求められる。 

 

（3）  水素の CO2排出量に係る LCA 

水素の利用段階より手前の段階での CO2 排出量の評価については、これまでも FCV の省エ

ネルギー性能及び CO2 排出削減性能の検討のため、輸送用燃料に係る Well-to-Wheel

（１次エネルギーの採掘から車両走行まで）の温室効果ガス排出量の評価等が行われている。

2011 年に財団法人日本自動車研究所が取りまとめた結果33では、天然ガス改質水素をベース

とした FCV の Well-to-Wheel での CO2 排出量は、ガソリン車やガソリンハイブリッド車より少な

いというものとなっている（図表 25）。この結果は、水素が化石燃料由来であるにもかかわらず、

ガソリンを直接使う車両よりも FCV において高効率にエネルギーが利用されていることを示唆する

ものであるが、水素利用に係る CO2 排出量の全体像を捉えたものではない。 

 

図表 25 1km 走行当たりの CO2 排出量 

 

 
［出典］「総合効率と GHG 排出の分析」（(財)日本自動車研究所，2011）を基に資源エネルギー庁作成 

 

                                                   

 
33 「総合効率と GHG 排出の分析」（(財)日本自動車研究所，2011） 
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一方、最近では水素の製造段階に着目したライフサイクルでの CO2 排出量を評価する動きも

見られる34。民間調査会社による分析結果の一例を図表 26 に示す。 

 

図表 26 様々な水素の CO2 排出量（LCA）35 

 

 
［出典］みずほ情報総研(株)作成 

 

この分析結果から、天然ガス改質等の化石燃料由来の水素のCO2排出量は大きく、再生可

能エネルギーを用いて製造された水素は小さい傾向が分かる。 

図表 26 では、塩電解に伴い生じる副生水素に係る CO2 排出量については、目的生産では

ないことからゼロとみなされている。一方、塩電解には化石燃料由来のエネルギーが投入され、副

生物である水素が経済価値を持っていることを踏まえれば、副生水素の製造に伴う CO2 排出量

が全く無いという整理に対し、幅広いコンセンサスが得られるとは考えにくい。 

                                                   

 
34 環境省の「水素利活用 CO2 排出削減効果評価・検証検討会」においては、水素の製造から利用までの各段

階の技術の CO2 削減効果を検証し、サプライチェーン全体で評価を行うためのガイドラインの作成が行われてい

る。 
35 前提条件として、塩電解パスにおける水素製造時、国内風力発電・太陽光発電パスにおける発電時の GHG 排

出はゼロと仮定。また、オフサイト方式における水素の出荷用圧縮・液化プロセスは「輸送・貯蔵」に含む（全て系

統電力利用を想定）。 
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図表 27 は、ISO14044 に基づくいくつかの方法により塩電解に伴い排出される CO2 を分配

した結果である。分配の考え方によって大きく CO2 排出量が異なることが分かる。 

 

図表 27 副生水素の CO2 排出量の考え方 

 

 
［出典］「水素のライフサイクル温室効果ガス排出量評価について」（2016 年，みずほ情報総研(株)） 

 

図表 26 で示したように、水素の CO2 排出量については、原料となるエネルギー源に大きく左

右される。この際、原料の採掘・生産から輸送・貯蔵、水素製造、水素の輸送・貯蔵に至るまで

のプロセスのうち、どこまでを境界として含めるかについては慎重な検討が必要である。また、再生

可能エネルギーを用いた場合でも完全な「CO2 フリー」の水素を作ることは難しいことを踏まえ、どこ

までをCO2フリー水素と定義するかの議論が必要である。中でも、副生水素の CO2排出量に係

る分配方法については、ISO の規定も参照しつつ、どのように評価すべきかは大きな論点である。 

前セクションで紹介した CertifHy Project では、様々なステークホルダーが参加し、環境価値

の高い水素の認証スキームが検討・構築された。我が国においても、官民での検討を深めていくべ

きではないか。 
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（4） CO2 フリー水素の取引円滑化に向けた方策 

CO2フリー水素の利活用拡大に向けては、Power-to-gas技術による再生可能エネルギーを

活用した水素製造を推進するとともに、下記のような制度を活用することで量的な課題の解決を

図り、CO2 フリー水素を広く認知してもらうことが重要になる。 

 

（a） 託送供給の活用 

Power-to-gas 技術は系統安定化や再生可能エネルギーの導入拡大に貢献するととも

に、CO2 フリー水素を製造する手段の一つとして期待される一方、自営線を通じて再生可

能エネルギー発電設備から直接水素を製造する場合、再生可能エネルギーのポテンシャルが

高い地域と水素の需要地が必ずしも一致しないなどの問題が存在する。 

託送供給が利用可能な場合は、再生可能エネルギーのポテンシャルが高い地域から遠方

の需要地において、再生可能エネルギー電気を用いた CO2 フリー水素の製造が可能になる。

ただし、この場合、再生可能エネルギー電気の供給量と水素製造に消費する電力の需要量

について計画値同時同量を守る必要があり、日射量や風況の正確な予測が不可欠となる。 

このような予測技術については、小売電気事業者の需給管理業務等で主に使用されて

いるが、特に FIT による固定価格買取が終わる再生可能エネルギー発電設備が現れる

2019 年以降に更に重要となる。なお、民間企業においては、日射量や雲量、風量などの気

象情報を基にした発電量予測技術が既に確立されており、一定の予測精度の高さが確認さ

れている36。 

 

（b） グリーン電力証書の活用 

グリーン電力証書は、電力そのものの価値と環境価値を分離し、一般の系統由来の電力

に証書を組み合わせることで、仮想的にグリーン電力を使用しているとみなす制度である（図

表 28）。 

前述の通り、欧州における Power-to-gas 技術実証プロジェクトでは、多くのケースにおい

て発電源証明（GO）の取引によってグリーン電力調達が行われている。我が国でも、CO2

フリー水素の製造手段としてグリーン電力証書取引と組み合わせた Power-to-gas について

検討を行うべきではないか。 

 

 

                                                   

 
36 実際の太陽光発電所（1MW）における発電量予測の一例では、中間期における 1 か月間の発電量予測に

係るインバランス発生率（発電量実績に対する予測値と実績値の差）は 11.4％であった。これは 2014 年度の

日本卸売電力市場（JEPX）のインバランス発生率（太陽光発電）12.5％を下回る数値である。 
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図表 28 グリーン電力の概念図 

 

 
［出典］資源エネルギー庁作成（第３回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料） 

 

（c） J-クレジット制度の活用 

我が国では、温室効果ガス排出削減・吸収量を認証する制度として、J-クレジット制度が

存在する。この制度は、J-クレジットの購入により、事業活動等に伴って排出される温室効果

ガスを削減したと見なすことが可能であり、より CO2 排出削減に係る限界費用の低い取組を

促す仕組みである。 

化石燃料改質により製造された水素でも、J-クレジットの活用によりカーボンオフセットを行

うことで、CO2 フリー水素と見なすことができると考えられるため、今後検討を進めるべきではな

いか。 

 

2. CO2 フリー水素利活用拡大に向けた今後の取組 

（1） インセンティブ設計 

CO2フリー水素は高い環境価値を有するものの、化石燃料改質で製造された水素と比較する

と、製造にかかるコストが高くなることが想定される。一方、水素の需要家にとってのエネルギーとし

ての経済価値は製造方法によらないため、ユーザーが CO2 フリー水素を選択するためには、何ら

かのインセンティブを付与する制度設計が必要となる。 

2030 年のエネルギーミックスの達成をより確実にするため、「エネルギー革新戦略」（2016 年

4 月策定）では、電力分野での CO2 削減目標（CO2 排出係数 0.37kg-CO2/kWh）の
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実現を後押しするため、①発電段階では、いわゆる、省エネ法37により発電効率の向上を、②小

売段階では、いわゆる、エネルギー供給構造高度化法38により販売する電力の低炭素化を求め

ていく措置について、適切な運用を行っていくこととされている。 

 

（a） 省エネ法における水素エネルギーの取扱い 

省エネ法の工場等判断基準においては、全ての新設する発電専用設備に対し、「国内の

火力発電専用設備の平均的な受電端発電効率と比較し、年間で著しくこれを下回らない

ものとすること」を求め、石炭や LNG 等を燃料とする火力発電の効率を規定している。2016

年 4 月には工場等判断基準等の見直しが行われ、バイオマス燃料等の非化石エネルギーを

混焼させる場合には、電気（非化石エネルギー由来の電気も含めた全ての電気）を生産す

るために必要な化石燃料を減少させる点で評価しうるという整理がなされている。 

水素エネルギーの発電等での利用については、ロードマップのフェーズ２に向けた取組として、

経済産業省を中心に技術開発・実証が進められているほか、苛性ソーダ工場等で余剰に生

み出される水素をボイラの燃料として活用する取組は、従来から存在する。 

今後、水素の非化石価値を積極的に活用していくためには、例えば、上記のバイオマス混

焼の例を参考にして、水素の省エネ法上の取扱いについて検討が進むことが期待される。 

 

（b） エネルギー供給構造高度化法における水素エネルギーの取扱い 

エネルギー供給構造高度化法においては、電気事業者は、平成 42 年度において供給す

る非化石電源に係る電気の量の比率を、供給する全ての電源による発電量に対して 44％

以上（2030 年度に CO2 排出係数 0.37kg-CO２/kWh を達成するというエネルギーミ

ックスの目標と整合）とすることを目標とし、毎年、目標到達の状況と到達に向け適切な取

組を行っているかを評価することとされている。 

この目標の達成に向けた制度環境整備として、現在、経済産業省総合資源エネルギー

調査会において、電力の非化石価値を顕在化し、取引を可能にするための仕組み（非化

石価値取引市場）の創設が検討されている（図表 29）。 

前述の欧州における CertifHy Project においては、水素の持つ環境価値を分離・証書

化し、取引を可能とするスキームが既に検討されている。こうした枠組みを参考にしながら、

CO2 フリー水素由来の電気の持つ環境価値が非化石価値取引市場でも取引されるよう、

制度的検討を進めるべきではないか。 

                                                   

 
37 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年 6 月 22 日法律第 49 号） 
38 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する

法律（平成 21 年７月８日法律第 72 号） 
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図表 29 非化石価値取引イメージ 

 

 
 

［出典］電力システム改革貫徹のための政策小委員会第３回市場整備ワーキンググループ資料 

 

こうした制度的枠組みの構築を通じて、水素の持つ環境価値を活用していくためには、水素の

CO2 排出に係る LCA の評価方法や認証方法、認証機関の整備等が必要となる。 

 

（2） CO2 フリー水素の関係プレーヤーの役割の整理 

CO2 フリー水素のバリューチェーンには、分野横断的に様々なプレーヤーが各々の目的に基づ

き複雑に関与する。CO2 フリー水素の利活用を拡大させていくためには、需要の喚起（インセン

ティブ設計）のみならず、関係するプレーヤーの役割の整理が必要である（図表 30）。 
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図表 30 CO2 フリー水素に係るプレーヤーと取組の方向性 

 

 
［出典］資源エネルギー庁作成 

 

（a） 一般送配電事業者 

Ⅱ章で述べた通り、水素は再生可能エネルギー電源による出力変動に対する調整力とし

て注目されており、一部の一般送配電事業者においても再生可能エネルギーの出力変動へ

の対策として水素利用の可能性が検討されている39。一般送配電事業者の視点では、

Power-to-gas 技術は蓄電池と同様に、マクロの調整力の一つという位置づけとなる。なお、

系統電力を利用して水素製造を行うため、製造される水素は CO2フリーではないことに留意

する必要がある。 

Power-to-gas技術を調整力として活用するためには、一般送配電事業者が業務として

行うマクロの周波数制御及び需給バランス調整等に求められるスペックを満たす必要があり、

その上で他の電源等との比較で競争力を有する必要がある。一般送配電事業者が確保す

る調整力については、2017 年度分から公募により40電源Ⅰa、Ⅰb、Ⅰ’といった区分に応じ

                                                   

 
39 例えば、東北電力(株)は 2017 年 3 月から水素製造技術を活用した再生可能エネルギーの出力変動対策に

関する研究を実施予定。 
40 一般送配電事業者が行う調整力の調達に関しては、特定電源への優遇や過大なコスト負担を回避するため、

「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」（2016 年 10 月経済産業省策定）に基づき、

必要な調整力を原則として公募等の公平性かつ透明性が確保された手続きにより実施することとされている。 

https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1192371_1049.html
https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1192371_1049.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161017002/20161017002.html
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て調達がなされている41。こうした中、ディマンドリスポンスやバーチャルパワープラントといった分

散型の需給調整機能について、電力システムへの組み込みが検討されている。

Power-to-gas 技術についても、新たな調整力市場での活用を見据え、どのような使い方

が可能か等を精査するとともに、技術開発を進めていくべきではないか。 

 

（b） 再生可能エネルギー事業者 

電力系統の課題はマクロの調整力の確保のみならず、局所的な系統の熱容量の不足に

伴い、再生可能エネルギーのポテンシャルを十分に発揮できていないことが挙げられる。Ⅱ章

で述べた通り、更なる再生可能エネルギーの導入拡大の観点からは、電気としてのみならず

水素として再生可能エネルギーを利用するという考え方を採り入れ、再生可能エネルギー発

電設備の導入と合わせて Power-to-gas 技術を活用する取組を進めていくべきではない

か。 

一般送配電事業者がPower-to-gas技術を調整力として活用する場合には、アンシラリ

ーサービス、すなわち製造された水素を再度電気に変換する Power-to-power としての活

用が主となると考えられるが、再生可能エネルギー事業者がローカル系統対策として

Power-to-gas 技術を活用する場合には、製造された水素を貯蔵して、再度電気に変換

するだけでなく、水素需要家に対して水素の形態のまま供給するといった運用が可能となると

考えられる。さらに、こうして製造された水素は再生可能エネルギー由来であるため、環境面

において高い付加価値を有する。このように、再生可能エネルギー事業者は、CO2 フリー水

素利活用拡大に向けて重要なプレーヤーになり得ると考えられる。ただし、既存の発電事業

のみならず、水素の取扱いについても知見やノウハウが求められることに留意が必要である。 

 

（c） 水素サプライヤー 

産業ガス事業者といった水素サプライヤーは、既に圧縮水素や液体水素といった形態で国

内での水素製造・輸送・貯蔵・販売を行っている。このため、前セクションで述べた再生可能

エネルギー事業者が製造するCO2フリー水素の流通に携わることは比較的容易であると考え

られる。今後は、再生可能エネルギー事業者と産業ガス会社のコラボレーションが期待され

る。 

また、国内で供給されている水素は主として化石燃料改質によるものであり、CO2フリー水

素の観点からは、サプライチェーン全体をより低炭素なものにしていくことが求められる。具体的

                                                   

 
41 「平成 29 年度調整力の公募にかかる必要量等の考え方について」（2016 年 10 月電力広域的運営推進機

関公表）電源Ⅰは一般送配電事業者の専用電源として、常時確保する電源等と定義され、うちⅠa は周波数

制御機能を有するもの、Ⅰb は同機能を有しないものを指す。電源Ⅰ‘は 10 年に 1 回程度の猛暑や厳寒に対応

するための調整力として確保すべきものとされる。 

https://www.occto.or.jp/koiki/koukai/2017_chouseiryoku_hitsuyouryou.html
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には、工場等で発生する未利用の副生水素や再生可能エネルギーの余剰電力の活用など、

水素製造を低炭素なものにしていくとともに、輸送についても需要と供給のバランスを踏まえな

がら、より高効率な方法を検討する必要がある。 

特に、将来的には海外から大量に安価な水素を安定的に輸入することが求められるため、

有機ハイドライドといった水素キャリアや、液化輸送船といった技術の開発が重要である。 

 

（d） 関連設備メーカー 

Power-to-gas 技術は既に実用可能な段階に至っているものの、実際に社会実装され

るためには、システム全体としてのコスト低減や再生可能エネルギーの変動に対する水電解

装置の応答性の向上、オーバーロードへの対応といった技術的な進展が求められる。 

特に、コストの低減については北米や欧州が先行しており、我が国においても経済性向上

に向けた取組が不可欠である。 

現在、我が国ではアルカリ水電解や PEM 水電解、SOEC といった水電解装置の研究開

発が行われているが、NEDOの目標値である 26 万円／（Nm3／h）を見通すことのできる

技術の確立に向け、設備メーカーを中心に技術開発や技術実証を進めていくことが重要であ

る。 

 

（3） CO2 フリー水素の利活用拡大のシナリオ 

（a） 地方、離島における再生可能エネルギー余剰電力活用モデル 

離島における電力系統は、本島と比較すると小規模であり、なおかつ他のグリッドと連系線

でつながっていないため、再生可能エネルギー発電の出力変動の影響を特に受けやすい状況

にある。例えば、九州電力管内の離島においては、既に太陽光発電の出力制御が実施され

た実績がある42など、Power-to-gas 技術の社会実装に当たっては、離島が先行事例とな

る可能性があると考えられ、離島における水素需要や島外に輸送する場合のコスト等を踏ま

えた分析を行っていくことが必要である。 

こうした離島の状況が、大量に再生可能エネルギーが導入された将来の我が国の縮図と

なり得るとして、民間企業において Power-to-gas 技術の経済的な分析が実施されている
43。この分析によると、離島では燃料費が高いことにより火力発電コストが高く、相対的に再

生可能エネルギーによる発電コストが安いため、Power-to-gas 技術と水素発電を組み合

わせたシステムの導入により、再生可能エネルギーの導入拡大と経済性の両立の可能性や、

                                                   

 
42 種子島においては、2015 年 5 月、2016 年 2 月～5 月、12 月、2017 年 1 月、2 月、壱岐島においては、

2016 年 4 月、5 月に出力制御が実施されている。 
43 第３回 CO2 フリー水素ワーキンググループ資料（（一財）エネルギー総合工学研究所） 
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出力制御を行うよりも総合給電コストが低減できる可能性があるとされる。 

 

（b） 工業団地等の大規模需要地における再生可能エネルギー・水素利用モデル 

工場や空港といったエネルギー需要の大きいエリアでは、例えば太陽光発電を行いつつ、場

内の電力需要を供給が上回る場合には水素の形態でエネルギー貯蔵を行い、電力需要の

大きい時間帯に燃料電池を用いて再度電気に変換するといった運用や、あるいは場内のフォ

ークリフトやボイラなどの燃料需要に対して、場内の太陽光発電から製造した水素を活用する

CO2 フリー水素の利用モデルが考えられる。 

例えば、環境省の実証事業において、京浜臨海部で風力発電により製造した水素を、簡

易型水素充填車により輸送し、地域の倉庫や市場内の燃料電池フォークリフトで利用する

実証が行われている。また、NEDO のプロジェクトとして、浄水場においてエネルギーシフトの手

段として水素を利用するモデルの検討が実施されており、夜間電力を水素に変換し、日中の

電力需要の大きい時間帯に燃料電池を活用して電気として利用することで、昼夜間のエネ

ルギーシフトによる経済的効果等についての検証が行われている。このケースでは、製造され

る水素は必ずしも CO2 フリーではないことに留意する必要があるが、こうした水素利用モデル

が広がりを見せることで、将来的な CO2 フリー水素の利活用拡大に貢献すると考えられる。 

また、苛性ソーダや鉄鋼等の製造過程においては副産物として水素（副生水素）が発

生するが、こうした副生水素は製造に際して追加的なCO2の排出がないことから、目的生産

される水素と比較して、より高い環境価値を有していると考えられる。副生水素は場内の熱

源として利用されるケースや外販されるケースが多いが、利用されることなく大気放出されてい

る事例も存在すると考えられる。こうした未利用の、あるいは単純に燃やされている副生水素

を有効に活用することで、再生可能エネルギーの導入が難しいようなエリアにおいても、環境

価値の高い水素の利用が可能になるのではないか。 

 

（c） 地方の再生可能エネルギーを都市で使う将来モデル 

将来的に再生可能エネルギーと Power-to-gas 技術が十分に導入された社会では、再

生可能エネルギーのポテンシャルの高い地域において大量の水素が製造され、地域の水素需

要を供給が大きく上回る可能性がある。こうした地方の再生可能エネルギーから製造された

水素を需要の大きい都市部へと輸送することで、国内における水素供給構造をより低炭素

なものにすることが可能となるのではないか。 

こうした事例が本格的に発生し得るのは、FIT による全量買取が終わる再生可能エネルギ

ー発電設備が現れる 2032 年以降になると考えられるが、福島新エネ社会構想や「改革

2020」プロジェクトでは、地方で製造された水素を東京に輸送し、2020 東京オリンピック・パ

ラリンピックにて利用するとしている。したがって、現時点からこのような政府目標の達成に向け
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た取組を進めることで、将来的な低炭素な水素供給構造の実現に向けた足がかりとすること

が重要である。  
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Ⅵ．今後の課題と取組の方向性 

水素は世界的な課題である地球温暖化への対応策として注目されているが、中長期的には

水素の利用段階だけでなく、製造段階においても、より低炭素な手法に転換していくことが求めら

れている。 

CO2 フリー水素の導入拡大については、ロードマップに記載の通り、2040 年頃をターゲットとし

てトータルで CO2 フリーな水素供給システムの確立を目指すこととされているが、Power-to-gas

技術を再生可能エネルギー導入拡大に伴う系統電源の下げ代等の調整力不足などの課題への

対処に応用しつつ、将来の CO2 フリー水素の利活用に向けた足がかりとしていくことが重要である。

技術と制度の観点から、今後取り組むべき事項を以下の通り整理した。 

 

1. 技術開発 

Power-to-gas 技術を将来的に社会実装していくため、水電解装置をはじめとする各種技術

の低コスト化や高効率化、耐久性向上、システムとしての利用率向上などの技術開発を進める。

特に、Power-to-gas 技術の中核である水電解システムについては、26 万円／（Nm3／h）

のコスト水準を早期に実現する。実際のユースケースを想定すると、設備利用率の見込みとそれに

応じて機器の仕様を決めることが重要である。 

また、水素の需要と供給の地理的なアンバランスを解消するため、例えば再生可能エネルギー

発電の適地から需要地に輸送することが必要となる。その際、需要と供給の見通しを踏まえ、低

炭素かつ安定的に水素を輸送する技術の開発が不可欠となる。 

海外の未利用エネルギーから製造した水素を我が国に輸入する場合には、大量の水素輸送

技術が必要となる。液化水素や有機ハイドライドといった水素キャリアに係る研究開発・技術実証

を行い、2030 年頃の実用化を目指していく。また、未利用エネルギーの中でも褐炭や原油随伴

ガスといった化石燃料に関しては、水素製造プロセスにおいて CO2を排出するため、CO2フリー水

素供給の観点からは、CCS 等の CO2 排出量を低減する技術と組み合わせることが必要となる。

こうした技術についても課題を整理しつつ、実用化に向けて取り組むことが重要である。 

 

2. 制度面の取組 

CO2 フリー水素の利活用拡大という観点からは、J-クレジット制度などを活用した水素製造に

より CO2 フリー水素の量的課題の解決に取り組むとともに、CO2 フリー水素の定義に係る議論、

CO2 フリー水素活用にインセンティブを与える制度設計（省エネ法や高度化法への組み込み）

などを通じて、供給側・利用側双方において CO2 フリー水素のメリットが享受され、取引が促進さ

れる仕組み作りを検討していくことが必要である。 
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図表 31 今後更なる検討が必要な事項 

 

技術面 

･ 調整力として活用可能な Power-to-gas システムの実現 

･ 水電解装置について、①エネルギー変換効率の向上、②コストの低減、③耐

久性の向上を目指した技術開発 

･ 水電解システムのコストとして 26 万円／（Nm3／h）（約 5 万円／kW）

を見通すことのできる技術の確立 

制度面 

･ CO2 フリー水素の定義と制度化に向けた詳細設計 

･ 水素の製造から利用までの CO2 排出量の評価方法（LCA）と認証スキー

ムの構築 

･ 水素の持つ環境価値を取引可能なスキームの構築（省エネ法、エネルギー

供給高度化法等） 

･ 系統空き容量を超える再エネ発電設備を導入する仕組みの構築 

その他 

･ 燃料・熱・産業利用など、低炭素化のポテンシャルを踏まえた CO2 フリー水素

の更なる応用分野の拡大 

･ CO2 フリー水素の普及拡大に向けた技術・制度の両面での国際的イニシア

ティブの発揮 
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図表 32 CO2 フリー水素の利活用拡大に向けたロードマップ 

 

 
［出典］資源エネルギー庁作成 
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