「2050 年脱炭素化社会の実相に迫る」(その 5) 世界の水素戦略
2021 年 8 月 2 日 株式会社 eTEC Marketing 堀田善治
脱炭素社会の姿を想定するのに、2021 年 5 月に公表された IEA（国際エネルギー機関）の報告書、
「Net
Zero by 2050」1が大変参考になる。この報告書では、同機関のバランスの取れたエネルギー政策を立案
するとの立ち位置から、2050 年の脱炭素化社会のエネルギー構成と水素の位置づけについてよく纏めら
れている。内容を要約すると以下のようである。
 電化が進み、エネルギーの 50％が電力となっている。電力の 90％は再生可能エネルギーとなり、う
ち 70％は太陽光発電と風力発電、残りのほとんどは原子力発電が担う。
 ただし、電化と脱炭素化のみで GHG 排出を 2005 年基準で 83％下回る削減の達成は難しい。
 GHG 排出量を大幅に削減するためには化石燃料をバイオマス、水素、またはその他の低炭素または
ゼロ炭素燃料に置き換えること、産業用 CCUS（CO2 の回収・再利用）を実施すること、省エネル
ギー対策を積極的に実施することなど、削減のための追加戦略が必要である。
 水素の生産量は、CCS（炭素回収・貯留）を伴う化石燃料からの低炭素水素（ブルー水素）と電解水
素（グリーン水素）併せて、530 百万トン（2020 年 9,000 万トン）
。そのうち半分は重工業（主に鉄
鋼と化学製品の生産）と運輸部門で使用され、30%は他の水素ベースの燃料、主に船舶や発電用のア
ンモニア、航空用の合成灯油、ガスネットワークに混合される合成メタンに変換され、17%は太陽光
発電や風力発電による発電量の増加と季節的な貯蔵のバランスをとるためにガス火力発電所で使用
される。全体として、水素ベースの燃料として、2050 年の世界の最終エネルギー需要の 13%を占め
る（Fig.1）
。
Figure 1-1 Global production of hydrogen by fuel in the NZE
Figure 1-2 Global supply of low-emissions fuels
by sector in the NZE

注）TFC= total final consumption (総終消費量)。 NZE＝Net-Zero Emissions by 2050 Scenario.
Refining CNR = hydrogen by-product from catalytic naphtha reforming at refineries.

一方、同様な分析が、BloombergNEF が毎年行っている⾧期シナリオ分析「New Energy Outlook 2021」
でもなされている2。今回のエネルギー予測では、2050 年にネット・ゼロ・エミッションを達成し、パリ
気候協定の目標を達成する経路（net-zero pathway）を 3 つのシナリオで提示した。各シナリオは、電化
の拡大、クリーン電力、エネルギー貯蔵電池に加え、水素、炭素回収・貯留、原子力といった主要な補完
的脱炭素技術の組み合わせでできている。
 グリーンシナリオ；グリーン電力とグリーン水素のネットゼロパスウェイ。ここでは、風力や太陽光
を利用した電解槽で水から生成した水素を、産業や大型輸送機関、さらには電化を補完するための
発電に利用する。
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 グレーシナリオ；グリーンな電気と CCS によるネットゼロの経路。このシナリオでは、電力使用量
と再生可能エネルギーの増加に加えて、一部のセクターにおける化石燃料からの排出を燃焼後の
CCS を用いて削減する。
 レッドシナリオ；グリーン電力と原子力によるネットゼロの経路。このシナリオでは、グリーンシナ
リオと同様の軌跡をたどるものの、電力部門で風力、太陽光、バッテリー技術を補完するために小型
のモジュール式原子力を導入し、さらに専用の原子力発電所からの電力で製造する水素を追加する。
2050 年のネットゼロ社会のエネルギーを予測すると、
 グリーン電力はどのシナリオでも、最終エネルギー全体に占める電力の割合は、現在の 19％から
2050 年には 50％弱まで上昇する。
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 発電の技術要素別割合は、グリーンシナリオでは、ほとんどがゼロエミッション電源であり、主体は
風力・太陽光発電の 84％、バイオ燃料 8％。グレーシナリオでは風力・太陽光発電が 62％、CCS を
伴う石炭火力や CCS を伴うガス火力が 14％。レッドシナリオでは原子力発電が 56％、風力・太陽
光発電は 39％である。
2-4

2-5

2-6

 水素は、それぞれのシナリオにおいて、最終的なエネルギーミックスの一部として登場する。グリ
ーンシナリオでは、水素需要が 13 億 1,800 万トンに達し、最終エネルギー消費全体の約 22％を
占める（現在は 0.002％未満）
。グレーシナリオでは、水素需要はわずか 1 億 9,000 万トンでマイ
ナーな役割。 グリーンシナリオで水素を最も多く使用するのは電力部門であり、需要の 42％にあ
たる 5 億 5,300 万トンを使用。電力用以外の水素消費量は、グリーンシナリオ、レッドシナリオと
もに 7 億 6,600 万トン。最終消費セクターの中では、工業分野での水素使用量が最も多く、2050
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年には 3 億 4,100 万トンとなり、そのうち約 40％が鉄鋼生産に使用される。また、運輸部門で
は 1 億 6,100 万トンが使用され、そのうち航空部門が 9,500 万トン（59％）を占める。また、中・
大型商用車用の水素が 3,000 万トンある。建物での水素利用は少なく、2050 年には 1 億 200 万ト
ンとなり、そのうち 3 分の 2 は住宅に利用される。
3-1

3-2

3-3

 各経路の全体的な投資は不確実であるが、今後 30 年間に必要なエネルギー供給とインフラへの投資
額は 92 兆㌦から 173 兆㌦になると予測。グリーンシナリオでは、全投資額の約 53％が水素の製造、
貯蔵、輸送に充てられる。発電、貯蔵、送電網が 37％、化石燃料が残りの 10％である。
以上外観したように、エネルギー需要をネット・ゼロ・エミッションで満たすことは、クリーン電力以
外に水素のような選択肢がなければ達成できない。確かに、発電部門では再生可能エネルギーの普及が
進んできているが、製造業などの産業部門はまだ少ない。電力部門で大量に発生する余剰電力で水素を
つくれば様々な分野に供給でき、産業部門の CO2 排出削減にも役立つ。ただし、GHG を排出せずに水
素を生産するのは高くつく上、水素は貯蔵が難しい。サプライチェーンも未整理である。水素をいろんな
需要場面で効果的に活用していくには確かな戦略が必要である。水素関連投資は 2050 年までに巨大市場
を形成することは間違いない。
このような世界的な脱炭素化の潮流の中で、各国はどのような水素戦略を策定しているのだろうか。以
下に主要国の戦略を概観することとした。
1）日本の水素戦略（2017）3
日本の水素戦略は、2016 年 11 月のパリ協定の発効を受け、翌 2017 年 12 月に「第 2 回再生可能エ
ネルギー・水素等関係閣僚会議」で決定された。2050 年を視野に、水素社会実現に向けての将来目指す
べき方向性、ビジョンと、その実現に向けた行動計画が取りまとめられている。基本戦略の骨子は以下の
ようである。
 低コストな水素利用の実現：海外の安価な未利用エネルギーと CCS との組合せ、または安価な再エ
ネ電気から水素を大量調達するアプローチを基本に。2030 年頃に商用規模のサプライチェーンを構
築し、年間 30 万 t 程度の水素を調達。30 円/Nm3 程度の水素コストの実現を目指す。将来的に 20 円
/Nm3 程度までコストを低減。環境価値も含め、既存のエネルギーコストと同等の競争力の実現を図
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る。
 国際的な水素サプライチェーンの開発：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
ア技術を開発。2020 年代半ばまでの CO2 フリーアンモニアの利用開始を目指す。CO2 フリー水素を
用いたメタネーションは普及の方策を検討。
 国内再生可能エネルギーの導入拡大と地方創生・国内再エネ由来水素の利用拡大：再エネ利用の拡
大には、調整電源の確保とともに、余剰電力の貯蔵技術が必要。蓄電池では対応の難しい⾧周期の変
動には、再エネを水素に換えエネルギーを貯蔵する「Power-to-gas 技術」が有望。Power-to-gas の
中核である水電解システムについて世界最高水準のコスト競争力を実現すべく、2020 年までに 5 万
円/kW を見通す技術を確立。更に、将来的に再エネの導入状況に合わせて輸入水素並のコストを目
指す。
 電力分野での利用：水素発電は、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
役割大。2030 年頃の商用化を実現し、17 円/kWh のコストを目指す。将来的には環境価値も含め、
既存の LNG 火力発電と同等のコスト競争力を目指す。水素調達量として、年間 500 万～1,000 万 t
程度（発電容量で 15～30GW）を目安に。
 モビリティでの利用：FCV は 2020 年までに 4 万台程度、2025 年までに 20 万程度、2030 年までに
80 万程度の普及を目指す。FC バスは、2020 年度までに 100 台程度、2030 年度までに 1,200 台程度
の導入を目指す。FC フォークリフトは、2020 年度までに 500 台程度、2030 年度までに 1 万台程度
の導入を目指す。FC トラックの開発・商用化等も目指す。小型船舶の FC 化を進める。
 産業プロセス・熱利用での水素活用の可能性：電化が困難なエネルギー利用分野において燃料とし
て利用することで、産業分野等の低炭素化を図る。
 燃料電池技術活用：2030 年以降、純水素燃料電池コージェネ導入拡大を図る。
 革新的技術活用：2050 年を見据えた革新的技術開発として、高効率な水電解などの水素製造技術、
低コスト・高効率なエネルギー・キャリア、高信頼性・低コストな燃料電池等の開発が必要。
その後、2020 年 12 月に「今後の水素政策の検討の進め方について」4にて多少の見直しはあったもの
の最新の水素基本戦略のシナリオは以下のように示されている。
図-4 素基本戦略のシナリオ
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一方、2020 年 12 月には、
「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成⾧戦略」5が公表され、そ
の中で、脱炭素化に向けた戦略の柱として、電力部門の脱炭素化と電力部門以外での「電化・水素化」が
明確に掲げられ、2050 年カーボンニュートラルの姿としては、産業・運輸・業務・家庭部門の電化、電
化で対応できない熱需要には水素などの脱炭素燃料、化石燃料からの CCUS とされた。
重要分野における実行計画の中で、水素・燃料アンモニア産業は次のように記載されている。
 水素の位置づけ：発電・産業・運輸など幅広い分野で活用が期待されるカーボンニュートラルのキー
テクノロジー。日本は世界で初めて水素基本戦略を策定し、複数の分野で技術的に先行しているも
のの、欧州・韓国等も戦略等を策定し追随。今後は水素を新たな資源と位置付けるとともに、自動車
用途だけでなく、幅広いプレーヤーを巻き込む。
 価格目標：導入量拡大を通じて、水素発電コストをガス火力以下に低減(水素コスト:20 円/Nm3 程度
以下)。2050 年に化石燃料に対して十分な競争力を有する水準を目指す。
 導入量：2030 年に最大 300 万トン（これはドイツが 2020 年６月に発表した国家水素戦略で掲げる
再エネ由来水素供給量約 42 万トン以上となる）
、2050 年に 2,000 万トン程度を目指す。
 水素の利用：発電（燃料電池、タービン）
、輸送（自動車、船舶、航空機、鉄道 等）
、産業（製鉄、
化学、石油精製等）等の様々な分野の脱炭素化を行うことを期待。
 今後の取組：日本企業が優れた技術を保有し、成⾧が期待される水電解装置、液化水素運搬船さらに
は水素発電タービン、FC トラック等の商用車、水素還元製鉄といった分野を中心に、国際競争力を
強化していく。また、石炭火力へのアンモニア混焼については、混焼率向上・専焼化技術の確立と同
時に、国内普及さらには国際標準化により東南アジア電力市場等への輸出拡大を目指す。
このような水素基本戦略の進捗状況を見るのに、経済産業省が 2021 年 7 月 21 日に公表した新しいエ
ネルギー基本計画の原案6が参考になる。原案は中⾧期のエネルギー政策を示すもので、30 年度の電源構
成に水素・アンモニアが初めて盛り込まれ、火力発電でのアンモニア・水素の混焼による水素・アンモニ
アの比率を 1%と想定した。さらに水素の利用拡大にむけ、運輸部門では、FCV や将来的な FC トラック
などの更なる導入拡大に向け水素ステーションの戦略的整備などに取り組む、産業部門では水素還元製
鉄などの製造プロセスの大規模転換や燃焼特性を踏まえた大型水素ボイラーの技術開発など、民生部門
では、純水素燃料電池も含む、定置用燃料電池の更なる導入拡大に向け技術開発などに取り組むとして
いる。それらの促進のために、⾧期的に安価な水素・アンモニアを安定的かつ大量に供給するため、海外
からの安価の水素活用、国内の資源を活用した水素製造基盤の確立を目指し、現在のコスト 100 円/Nm3
を 2030 年に 30 円/Nm3 、2050 年には 20 円/Nm3 以下への低減を目指すとしている。供給量については
現在の約 200 万 t/年を 2030 年に最大 300 万 t/年、2050 年に 2,000 万 t/年に拡大するとして、水素基本
戦略に沿った内容となっている。全体的に、水素・アンモニアの重要性が明確化されており、その取り組
みの一つに、CO2 排出を直接削減する CCUS/カーボンリサイクルの重要性がより強調されている。
この CCUS/カーボンリサイクルについては、
「カーボンリサイクル技術ロードマップ」7が 2018 年 6
月に策定されている。カーボンリサイクルは、CO2 を資源として捉え、これを分離・回収し、コンクリー
ト、化学品、燃料など多様な製品として再利用するとともに、大気中への CO2 排出を抑制する技術とさ
れている。今年(2021 年)7 月に改訂され、新たな技術分野として DAC（大気中から CO2 直接回収）と合
成燃料が追記された。カーボンリサイクルを拡大していく絵姿は以下のとおりである。
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図-5

以上のように日本の水素戦略は、全体的には、包括的で、かなり野心的な目標との印象である。実現の
可能性を高めるのには課題が多いように思われる。
2）国際エネルギー機関（IEA）が示す水素の将来の発展に向けた指針（2019）8
国際エネルギー機関（IEA）によるこの報告書は、G20 議⾧国である日本政府の要請を受けて、水素の
現状を分析し、将来の発展に向けた指針を示すために作成されたものである。本報告書では、クリーン水
素は現在、政治的にもビジネス的にもかつてないほどの勢いを見せており、世界中の政策やプロジェク
トの数が急速に拡大している。そして、今こそ、水素を広く普及させるために、技術を拡大し、コストを
下げるべきであると結論づけている。内容を詳しくみると以下のようである。
水素は現在すでに利用可能な技術により、さまざまな方法でエネルギーを生産、貯蔵、移動、使用する
ことができ、また、自然エネルギー、原子力、天然ガス、石炭、石油など、さまざまな燃料からも製造す
ることができる。水素は、ガスとしてパイプラインでの輸送、液化しての船での輸送が可能である。水素
や水素をベースとした燃料は、太陽光や風力の資源が豊富な地域から、何千キロも都市まで、自然エネル
ギーのエネルギーを⾧距離輸送することもできる。そのうえで、電気やメタンに変換され、家庭の電力や
産業用燃料、さらには、自動車、トラック、船舶、飛行機の燃料として利用もできる。
水素はまた、自然エネルギーのエネルギーを貯蔵するための主要な選択肢の一つである。数日、数週
間、あるいは数ヶ月にわたって電気を貯蔵する最も低コストな選択肢と期待されている。水素は太陽光
発電や風力発電など、需要と供給が必ずしも一致しない自然エネルギーの出力変動に対応でき、自然エ
ネルギーの貢献度をさらに高める可能性がある。
しかし、グローバルなエネルギー転換において、水素をクリーンかつ広範に利用するには、既存の水素
製造インフラ活用に際して排出する莫大な CO2 の対処、クリーン水素製造に要するコスト、水素インフ
ラ整備の遅れなど、いくつもの課題がある。この課題克服のため、IEA は 7 つの提言をしている。
(1) ⾧期的なエネルギー戦略における水素の役割の明確化。
(2) クリーン水素の商業的需要の喚起。
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(3) 先行者の投資リスクに対する支援。
(4) コスト削減のための研究開発支援。
(5) 不必要な規制・障壁の取り除き。
(6) 国際的な取り組みと進捗状況の把握。
(7) 今後の 10 年、4 つの機会に焦点を当て、水素化潮流の増進。
- 既存の工業港を最大限に活用して、低コスト・低炭素の水素のハブとする。
- 既存のガスインフラを利用して、新しいクリーン水素の供給を促進する。
- 燃料電池車の競争力を高めるため、輸送フリート、貨物、コリドーをサポートする。
- 水素の国際取引を開始するための最初の輸送ルートを確立する。
なお、この報告書の中で水素戦略に関わりのある、世界の主要国の最近の動向（2018 年以降）を取り
まとめている。参考となるので転載した。
Table 1. Selected hydrogen-related government announcements since early 2018
国 名
Australia
Austria
Belgium
Brazil

China

European
Union

France

Germany

India
Italy

Japan

2018 年初頭以降の発表と展開
水素の研究とパイロットプロジェクトを支援するための 1 億豪㌦以上の資金を発表。オーストラリア連
邦科学産業研究機構（CSIRO）が作成した、オーストラリアにおける水素の技術ロードマップを発表。
2019 年末までの完成を目指して、水素の国家戦略を策定するための政府作業部会を設置。
2030 年に向けたオーストリアの気候・エネルギー戦略の一環として、再生可能電力をベースにした水
素戦略を 2019 年に策定することを発表。
2018 年に政府が承認した水素ロードマップを発表。2030 年と 2050 年の具体的な目標を設定し、それ
に関連してパワー・ツー・ガスのための 5,000 万ユーロの地域投資計画を発表。
再生可能エネルギーとバイオ燃料のための科学・技術・イノベーション計画に水素を含めた。2018 年に
開催された第 22 回世界水素エネルギー会議を主催・支援。
中華人民共和国でバッテリー電気自動車を発売した 10 都市プログラムを、北京、上海、成都などで水
素輸送のために再現することを発表。武漢を中国初の水素都市とし、2025 年までに燃料電池自動車メ
ーカーと関連企業を 100 社、充填ステーションを 300 カ所設置することを発表。2020 年までに 5,000
台の燃料電池電気自動車（FCEV）を目標とし、2030 年までに 100 万台の FCEV と 1,000 カ所の充填
ステーションを設置するという 2015 年の目標を再確認したことを発表。FCEV（およびバッテリー電
気自動車）の自動車税・船舶税を免除した。
欧州委員会は、カーボンニュートラル達成のための水素パスウェイを含む⾧期的な脱炭素戦略を発表
し、再生可能資源からのエネルギー利用促進に関する指令を見直し、原産地が保証された再生可能資源
から製造された水素を 2030 年の再生可能エネルギー目標にカウントすることを可能にしたほか、
EU 加
盟国間で水素について議論するプラットフォームとして「水素エネルギーネットワーク」を設立した。
持続可能な水素技術に関する協力を推進するリンツ宣言「水素イニシアチブ」には、欧州の 28 カ国が
署名し、約 100 の企業、団体、機関が参加した。
水素普及計画と 1 億ユーロの資金提供、産業、輸送、島嶼部を含む再生可能エネルギー貯蔵用の低炭素
水素に関する 2023 年および 2028 年の目標を発表。
水素・燃料電池技術のための国家革新プログラムを 10 年延⾧し、14 億ユーロの資金を提供することを
承認。このプログラムには、公共の場で利用可能な水素充填ステーション、燃料電池自動車、マイクロ
コージェネレーションの購入に対する補助金が含まれており、これを 20 億ユーロの民間投資で補完す
る。H2mobility プログラムにより、水素を動力源とする列車の初の商業運転を支援し、水素ステーショ
ンの年間増加数は国内最大となった。
最高裁判所は、大気汚染対策として燃料電池バスの使用を検討するようデリーに求め、政府は水素と燃
料電池に関する研究提案を 6,000 万インﾄﾞﾙピーで募集した。
水素供給の許容圧力を高め、安全性、経済性、社会性を高めることで、水素ステーション普及の障壁を
克服するための規制を発行。
21 カ国と企業の代表者による第 1 回水素エネルギー大臣会合を開催し、国際的な調整に関する東京声
明を発表。水素・燃料電池のコストと普及率、発電所での水素キャリアの燃焼に関する新たな目標を含
む、水素基本戦略を実行するための戦略的ロードマップを更新。日本政策投資銀行は、日本政府の再生
可能エネルギー・水素等関係閣僚会議の指導の下、2021 年までに 80 カ所の水素ステーションを建設す
ることを目標とした「Japan H2 Mobility」を企業コンソーシアムとともに立ち上げた。省庁横断的な戦
略的イノベーション推進プログラム（SIP）の「エネルギー・キャリア」イニシアチブは、2014-18 年の
作業プログラムが終了。次の段階を支援するために「グリーン・アンモニア・コンソーシアム」が発足。
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Korea
Netherlands

New Zealand
Norway
Saudi Arabia
South Africa
United
Kingdom

United
States

水素経済ロードマップを発表し、2022 年と 2040 年にバス、FCEV、燃料ステーションの目標を設定し、
2025 年までにすべての商用車を水素に移行させるというビジョンを表明。給油所への財政支援と許可
の緩和を行う。水素経済のための技術ロードマップを作成することを発表。
水素ロードマップを発表し、オランダの気候協定に水素の章を追加。ベルギー、オランダ、ルクセンブ
ルグ、フランス、ドイツ、オーストリアによる Penta lateral Energy Forum の最初の会議を主導し、北
西ヨーロッパにおける水素に関する協力を支援。
日本との間で、水素プロジェクトの共同実施に関する協力覚書を締結。ニュージーランド・グリーン・
ハイドロジェン・ペーパー」および「水素戦略」の作成に着手。水素の商業化を含むビジネスへの投資
を目的とした「グリーン投資ファンド」を設立。
水素を動力源とするフェリーと沿岸航路船の開発資金を獲得。
サウジアラムコ社とエアプロダクツ社は、サウジアラビア初の水素ステーションの建設を発表。
グリーン・トランスポート戦略の一環として燃料電池車を盛り込み、国内の大都市圏および都市周辺部
での燃料電池公共バスの利用を促進。
低炭素水素供給と Power-to-X を含む大規模貯蔵のイノベーションのために、2,000 万英ポンドの基金
を設立。建物用水素を含む⾧期的な熱の脱炭素化を達成するためのオプションに関するエビデンスをレ
ビュー。英国の天然ガスネットワークの一部で、最大 20％の水素混合をテスト中。産業戦略チャレンジ
ファンドからの 1 億 7,000 万ポンドの公的投資に支えられた脱炭素産業クラスターミッションを発表。
地中に CO2 を貯蔵することで得られる 45Q の税額控除を延⾧・強化するとともに、CO2 を水素と組み
合わせるなどして他の製品に変換することで得られる特典を追加した。カリフォルニア州では、低炭素
燃料基準を改正し、2030 年までに炭素強度の削減をより厳しく要求し、燃料補給ステーションの開発
を奨励し、CCUS 事業者が低炭素水素からのクレジット生成に参加できるようにした。カリフォルニア
燃料電池パートナーシップは、2030 年までに水素ステーションを 1,000 カ所、FCEV を 10,000 台設置
するという目標を掲げる。

3）アメリカの水素戦略（2020）9,10,11
米国の水素戦略はエネルギー省（DOE）の水素プログラム計画（DOE Hydrogen Program Plan）に代
表される。米国エネルギー省の水素プログラムは、エネルギー省傘下の複数の局、エネルギー効率・再生
可能エネルギー（Energy Efficiency and Renewable Energy: EERE）局、化石エネルギー（Fossil Energy:
FE）局、原子力（Nuclear Energy: NE）局、電力（Electricity: OE）局、科学（Science: SC）局などにま
たがる水素技術に関わる活動を一貫して調整した包括的かつ部門横断的な戦略計画である。
DOE が対象としている中核技術分野は、図-6 のように、輸送、製造、発電、統合/ハイブリッドエネ
ルギーシステムのそれぞれの分野ごとに、利用拡大中のものと将来的に大きな需要が見込まれるアプリ
ケーションに分けて整理されている。
Figure 6. Existing and emerging demands for hydrogen

DOE 水素プログラムの使命は、革新的な水素および関連技術を研究、開発、検証し、制度や市場の障
壁に対処して、最終的に複数の用途や分野での採用を可能にし、また、国内の多様な資源から水素エネル
ギーを開発することで、豊富で信頼性が高く、手頃な価格のクリーンエネルギーの供給を確保、21 世紀
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以降の国家の繁栄を維持することとしている。このような研究開発プログラムの成果によって、米国の
エネルギー安全保障、レジリエンシー、経済的繁栄が強化されることになる。
具体的な研究計画をみると、例えば、エネルギー効率・再生可能エネルギー局が中心となって、水素の
製造、供給、インフラ、貯蔵、燃料電池、そして輸送、産業、定置型電源などの複数の最終用途に関する
研究開発、さらには、技術検証、製造、分析、システム開発・統合、安全性、規格・基準、教育、人材育
成などの活動が行なわれている。また、化石エネルギー（FE）局のプログラムは主としてエネルギー供
給サイドから見た次のような研究開発要素からなる。
 天然ガスや石炭などの国内の多様な資源から CCUS を用いて水素を製造する。
 水素タービンや燃料電池で、ゼロに近い排出量で、オンデマンドの集中型/分散型発電を実現する。
 CCUS を伴う石炭火力をベースロードとし、水素を製造、貯蔵、利用する。
 化学品や液体燃料の重要な原料として水素の存在感を確立する。
 シンプルサイクルの水素タービンを使用して、グリッドの安定性と大規模（GWh）なエネルギー貯
蔵を可能にし、グリッドの信頼性をサポートする。
 国内産業における水素を活用したイノベーションを支援する。
これらの研究開発プログラムの進展にともない、水素が複数のセクターにまたがる既存および新規市
場の需要を満たす可能性についての包括的なビジョンは図-7 に示すイラストのようになる。DOE のイニ
シアチブによる、水素の製造、貯蔵、輸送、利用に関するイノベーションが、その可能性を実現し、収益
機会とコスト削減のためのスケールを達成するのに役立つことをイメージしている。
Figure 7. Integration of Fossil Energy into the Hydrogen Economy.

DOE の水素プログラム計画では、既存技術や他の新興技術との競争に勝つために必要な、水素および
関連技術の目標を定めている。プログラムの包括的な技術ターゲットは以下のようである。
 輸送用途の水素製造に 2 ㌦/kg、配送・調合に 2 ㌦/kg
 産業用および定置用発電アプリケーションのための水素は 1 ㌦/kg
 ⾧距離用大型トラック向け燃料電池システムのコストは 80 ㌦/kW、耐久性は 25,000 時間
 車両搭載用水素貯蔵コストは 8 ㌦/kWh、2.2kWh/kg、1.7kWh/l
 電解槽の資本コストは 300 ㌦/kW、8 万時間の耐久性、65%のシステム効率
 燃料の融通が利く定置用高温燃料電池のシステムコストは 900 ㌦/kW、耐久性は 4 万時間
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今後 30 年間の米国の水素の最大消費ポテンシャルについては、NREL(National Renewable Energy
Laboratory)が担当し、H2@Scale モデリングを用いて、技術面、経済面の双方から分析を行っている12。
技術的可能性としては、9 つの用途で年間 106 MMT/y の潜在ポテンシャルがあると推定した
（表-2）
。
潜在市場のほぼ半分は、合成炭化水素製造（14MMT/y）
、金属精錬（12 MMT/y）
、石油精錬（7 MMT/y）
、
アンモニア製造（4 MMT/y）、バイオ燃料製造（9 MMT/y）などの工業プロセス用である。FCEV は、
サービス可能な消費ポテンシャルの 4 分の 1 以上を占める（29 MMT/y）
。最後の 4 分の 1 は、他のエネ
ルギーシステムをサポートする水素で、季節的な電力貯蔵（15 MMT/y）と天然ガスシステムへの注入
（16 MMT/y）である。
Table 2. Serviceable Consumption Potential for Hydrogen Applications

一方、経済的な潜在力については、水素の製造と使用に関する需要/供給曲線より推計している。需要
曲線は、各市場における様々な量の水素の閾値価格に基づいており、これは同じサービスを提供できる
代替品（自動車用燃料、金属精錬用原料など）の価格予測に影響される。ここでは 5 つのシナリオで市場
ポテンシャルを分析しているが、高効率水電解技術の開発など主要分野での研究開発が成功したシナリ
オ（R&D Success Scenario）では、余剰電力の卸売り価格の利用とも相まって、水素価格は＄2/kg に低
下し、需要/供給曲線から水素の経済的潜在市場は 41 MMT/y まで増加すると推定した。
Table 3. Current consumption and future economic consumption potential of hydrogen in the
United States (MMT/year)
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ただし、この経済モデリングでも経済的潜在性は、同じサービスを提供できる代替品（自動車用燃
料、金属精錬用原料など）の価格予測で大きな影響を受ける。ここでの初期的な試算では金属精錬への
適用や、輸送機器への利用は技術ポテンシャルより低く見積もられ、また、合成燃料、系統電力調整の
ための⾧期間貯蔵、既存天然ガスラインへの注入などは経済性が見込めないことになった。しかしなが
ら、例えば、燃料価格の予想以上の上昇、CO2 排出規制の更なる強化、炭素価格制度の拡充など非経済
的な要因や経済状況が変化した場合などには、FCEV の燃料となる水素の需要あるいは、非石油燃料、
天然ガスシステムへの水素注入、季節的な電力貯蔵の需要が今回の経済的潜在力の試算以上に増加する
可能性がある。その場合の感度分析によると、R&D Success シナリオの市場規模は 41 MMT/y から 94
MMT/y へと倍増する可能性もあるとしている。
4）EU の水素戦略 （2020）13,14
欧州委員会は 2020 年 7 月 8 日、エネルギーシステム統合戦略と並行して、欧州における水素に関する
新たな専用戦略を採択した。
まず、エネルギーシステム統合のための EU 戦略を見てみると、そこには、よりスマートで、より統合
され、最適化されたエネルギーシステムを構築し、すべてのセクターが脱炭素化に完全に貢献できるよ
うにするためのビジョンが示されている。エネルギーシステム統合戦略の主な柱は次のようである。
 エネルギー効率を核とした「循環型」エネルギーシステムの構築。戦略では、「エネルギー効率優
先」の原則を実際に適用し、建物やコミュニティで地域のエネルギー源をより効果的に利用するた
めの具体的な行動を明らかにする。
 最終使用部門の直接電化の拡大。電力部門は自然エネルギーの割合が最も高いため、EU では、建
物のヒートポンプ、輸送機関の電気自動車、特定の産業の電気炉など、可能な限り電気を利用する
ことが可能である。
 電動化が困難な場合のクリーン燃料活用。これには、再生可能な水素、持続可能なバイオ燃料やバ
イオガスも含まれる。
これを受けた新しい水素戦略は、クリーンな水素の可能性を追求し、費用対効果の高い方法で EU 経
済の脱炭素化のプロセスを支援するもので、特に再生可能な水素の主流化に焦点を当てている。ヨーロ
ッパの水素エコシステムに至るロードマップは、2024 年まで、2025 年から 2030 年まで、それ以降の 3
段階に分けて、“ステップバイステップ”で進めるものとされ、各ステップにおける目標と社会実装の概略
イメージは次のようである。
 現在から 2024 年まで：EU で少なくとも 6GW の再生可能水素電解設備の設置と、最大 100 万ト
ンの再生可能水素の生産をサポートし、既存の水素生産を脱炭素化する。スケールアップされた電
解槽は、大規模な製油所、製鉄所、および化学複合施設の既存のデマンドセンターの隣に設置でき
る。さらに、水素燃料電池バスや大型トラックを取り込むために、水素燃料補給ステーションが必
要になり、水素燃料補給ステーションに局所的に供給するための多くの電解槽必要となる。
 2025 年から 2030 年まで：水素を統合エネルギーシステムの本質的な部分にすべく、EU では少な
くとも 40GW の再生可能水素電解設備と最大 1,000 万トンの再生可能水素の生産を目指す。この
フェーズでは、再生可能水素は既存の化石ベース施設からの水素と徐々にコスト競争力を持つよう
になると予想され、製鋼、トラック、鉄道、一部の海上輸送などの新しいアプリケーションに対す
る期待が増す。再生可能水素は、余剰再エネ電気を水素に変換し貯蔵することで、調整電源・バッ
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クアップ電源として再生可能エネルギーベースの電力システムのバランスをとる役割を果たし始
める。水素は、また、日ごとまたは季節ごとの⾧期保存にも適用され、バッファリング機能の提供
と同時に中期的な供給のセキュリティの強化にも役立つ。さらに、既存の化石ベース施設での GHG
排出量削減に CCUS で貢献することも期待される。
 2030 年以降：再生可能な水素は、脱炭素化が困難なすべてのセクターに大規模に展開されだす。
このフェーズでは、2050 年までに再生可能電力の約 4 分の 1 が再生可能水素生産に使用される可
能性があり、再生可能電力生産を大幅に増やす必要がある。特に、既存火力発電から回収した CO2
と水素を反応させて得られる水素由来合成燃料は、航空や海運から脱炭素化が困難な工業用および
商業用の建物まで、経済の幅広い分野に広く浸透する可能性がある。

5）ドイツの水素戦略（2020）15,16,17,18
ドイツ連邦政府は、2020 年６月 10 日に、
「国家水素エネルギー戦略（Nationale Wasserstoff strategie）
」
を閣議決定した。この計画により、ドイツは工場、化学工場、製鉄所、トラック、船舶、航空機などのエ
ネルギー源を重油や石炭、コークス、ケロシンなどの化石燃料から水素に切り替えるべく、水素の増産・
輸入体制を整備することになる。
連邦政府は、これまで水素・燃料電池技術に関する国家革新プログラムの下で水素利用に関する基礎研
究のために 7 億ユーロ(840 億円・1 ユーロ= 120 円換算）を投じてきたが、これも合わせ 2016 年から
2026 年の間に、合計 14 億ユーロの資金が提供される予定である。これに加えて連邦政府は、
「未来のた
めのパッケージ」を採択し、今後ドイツ国内での電気分解施設の建設と市場展開を加速するために 70 億
ユーロ、外国からの輸入体制の構築や国際的なパートナーシップを促進するために 20 億ユーロを利用で
きるようにした。
このような施策により、水の電気分解による水素製造能力を 2030 年までに 5GW、2040 年までに累計
10GW まで高める。5GW の水素製造能力には、再生可能エネルギーからの電力 20TWh が必要である。
2019 年のドイツにおける再エネ電力発電量は 452TWh であり、5GW 電解容量の水素製造設備を稼働さ
せるための発電量はすでに保持されている。しかしながら、現在ドイツの製鉄所やセメントエ場、化学工
場、バスやトラックのような大型車両などで使われている化石燃料を代替するには、ドイツだけで 2030
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年までに 90TWh から 110TWh（240～290 万トン）に相当する水素が必要となる。5GW の水素製造能
力を持ったとしても、そこから作られるグリーン水素の量は 14TWh に留まる。
将来的には、現在産業用に使用されている年間約 55TWh の水素や製油所やアンモニア製造に使われ
ている約 22TWh の水素を可能な限りグリーン水素に切り替える必要がある。またドイツの鉄鋼生産を
2050 年までに GHG ニュートラルにするためには、80TWh 以上の水素が必要となる。このように、産業
部門だけでもすでにグリーン水素の需要があり、この需要は将来的には大きく伸びることが予想される。
このため連邦政府は、
「我が国が必要とする水素を自国内だけで製造するのは不可能であり、大半を外
国から輸入する必要がある」とし、その施策として、国際的な協力関係やパートナーシップを育成・強化
するとしている。例えば、アフリカや中東諸国などに水素製造技術を伝達し、そこで作られた水素を輸入
することで、発展途上国の経済の振興にも役立てるとの記載もあり注目される。
一方、欧州共同プロジェクトとしての水素についても、国内での水素技術の普及と国際的な水素市場構
築の課題は、欧州の域内市場と規制の枠組みの中でのみ解決できるとして、欧州の域内水素市場の発展
に対する次のような戦略的な方向付けもなされている。
 EU は、北海が風力エネルギーに理想的な場所であることや、南欧の太陽光発電や風力エネルギーの
大きなポテンシャルといった恩恵を受けている。このポテンシャルは、再生可能な水素を生成する
ための⾧期的な大きなチャンスとなる。洋上風力発電は、フルロード時間が多いことから、グリーン
水素の製造に利用できる魅力的な自然エネルギー技術である。
 需要の状況によっては再生可能エネルギーが余剰となる。余剰電力を活用した水素製造の期待は大
きい。余ったエネルギーで水素をつくれば様々な分野で使え、特に産業部門の CO2 排出を減らせる。
 欧州ではガスインフラが整備されているため、水素の輸送にも優位性がある。域内市場の基盤を構
築するためには、欧州の強力なフレームワークが必要。
 規制法、投資条件、経験の共有についても不可欠である。さらに、欧州および国際的なレベルで、水
素の製造および輸送に関する明確な持続可能性の基準と政策環境の整備に早期に着手する。この分
野の基準で、EU は基本的な国際的枠組みの形成において主導的役割を果たすことができる。
 鉄鋼業や化学工業などでの水素利用に伴う操業コストの上昇を考慮した国家補助の枠組みについて
も協議が必要。
 連邦政府は、水素市場の構築と持続可能性基準の確立に積極的な役割を果たし、理事会議⾧国とし
て、EU 域内市場発展のための枠組みつくりに焦点を当てていく。
 連邦政府の水素戦略が欧州の水素戦略の策定に影響を与えることを提唱する。
国家水素エネルギー戦略発表の記者会見で、連邦経済エネルギー省のペーター・アルトマイヤー大臣
が、
「水素はエネルギー転換を成功させる上で重要な鍵となるだろう。ドイツではそのための技術は成熟
しつつある。水素には価値創造、雇用、気候保護のための潜在力が秘められており、我々はそのパワーを
フルに活用する。ドイツは水素テクノロジーについて、世界のナンバーワンになることをめざす」と語っ
たように、ドイツの国家水素戦略の策定目的は、ドイツにおける水素製造・活用拡大を促進し、2050 年
のカーボンニュートラル化を確実にするとともに、その実績をもとに、ドイツを水素分野でグローバル
リーダーにすることにある。ドイツはすでに再生可能エネルギーの政策・市場で世界をリードしている
が、再生可能エネルギーエネ普及に必須な水素でも、世界的リーダーになることを宣言したことになる。
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6）世界の水素プとジェクトについて
水素協議会（Hydrogen Council）が世界の水素に関する再生可能エネルギー由来のプロジェクトの所
在を調べ、Hydrogen Insights Report 2021 で報告している19。
水素協議会とはエネルギーの移行に資する水素について、統一した⾧期的なビジョンを持つ大手エネ
ルギー、輸送機器、産業の企業 13 社によって設立されたグローバルなイニシアチブ（活動体）である。
2017 年、ダボスで開催された世界経済フォーラムで発足、現在は、会員数が 109 社に増加し、以下のよ
うな意欲的な取り組みを進めている。
 水素と燃料電池のセクターにおける開発と商品化のための投資を加速。
 将来のエネルギーミックスの一端となる水素に関わる適切な政策策定への支援拡大。
協議会の調査によると、現在、世界にはバリューチェーン全体で 228 の水素プロジェクトが存在して
いる。
Figure 8. Global hydrogen projects across the value chain

全世界のプロジェクトの 85％がヨーロッパ、アジア、オーストラリアで実施されており、アメリカ、
中東、北アフリカでの活動も加速している。このうち、すでに発表されているギガスケール（水素では 20
万 MT/y 以上）の水素製造プロジェクトは 17 件あり、最大規模のものはヨーロッパ、オーストラリア、
中東、チリにある。
発表された水素プロジェクトのうち 55%が欧州で行われており、数では、欧州が世界をリードしてい
る。オーストラリア、日本、韓国、中国、米国が追随している。日本と韓国は、道路交通アプリケーショ
ン、グリーンアンモニア、液体水素、液体有機水素キャリア (LOHC)プロジェクトに強いが、欧州は産
業界と政策が密接に連携した統合水素経済プロジェクトの推進に特徴がある。
すべてのプロジェクトが実現すれば、2030 年までの水素投資総額は 3,000 億㌦を超え、これは世界の
エネルギー資金の 1.4%に相当する巨額となる。これらの投資のうち、FS、設計段階のもの、450 億㌦、
最終投資決定、建設中、稼働中のプロジェクトに関連するもの 380 億㌦など、いわゆる実現の可能性の
高いと考えられる（mature）投資は 800 億米㌦に昇る。
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Figure 9. Breakdown of announced investments by maturity

このような世界的な脱炭素化への勢いから、世界の GDP の半分以上を占める 75 の国がネット・ゼロ・
カーボンの野望を掲げ、実際、30 カ国以上が水素に特化した戦略を策定しており、6 カ国が計画中であ
る。各国政府は、これらの水素イニシアチブを支援するため、 新たな容量目標とセクターレベルの規制
を盛り込んでいる。例えば、EU は 2030 年に 40GW の電解槽容量目標を発表しており、20 カ国以上
が 2035 年までに内燃機関車の販売禁止を発表している。米国では、カリフォルニア州をはじめとする
15 の州が、2035 年までに乗用車だけでなくトラックもゼロエミッションに移行するという野心的な目標
を掲げ、中国では、2021 年から 24 年までの燃料電池支援プログラムで、燃料電池車の導入に 50 億米㌦
相当が投じられる予定で、現地のサプライチェーンの発展に重点が置かれている。
政府支援の拡大を受けて、発表された 2030 年のクリーン水素の生産能力は、2019 年予測の 230 万ト
ン/年から 670 万トン/年に急増した。内 62％が再生可能エネルギー由来の水素であり、残り 38％は CCS
を伴う等の低炭素水素である。また、発表されたプロジェクトの内、実施が確定しているもの（Mature）
の容量は全体の約半分、340 万トンである。
Figure10. Announced clean hydrogen capacity through 2030
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