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水素分野における戦略等の策定状況について

 日本は世界で初めての水素基本戦略を2017年12月に策定。近年は、水素を脱炭素化に必
要不可欠なエネルギー源と位置づけ、多くの国・地域が水素関連の取組を強化。日本がこの分
野を今後もリードするためには、より一層取組を強化する必要。

 昨年10月の菅総理のCN宣言を受け、昨年末策定したグリーン成長戦略でも重点分野の一つ
に位置づけ。需給一体での取組により、導入量の拡大と供給コストの低減を目指す。

2017年12月
水素基本戦略策定

2019～2020年
各国水素戦略策定
及び、経済対策で
水素に注力

2020年10月
菅総理による
2050年CN宣言

2020年12月
グリーン成長戦略策定
（水素の位置付）

国内外の情勢変化等について

2021年～
第6次エネ基策定、
水素基本戦略見直し等
を見据えた検討（継続中）

 年間導入量：発電・産業・運輸などの分野で幅広く利用
現在（約200万t） → 2030年（最大300万t） → 2050年（2000万t程度）

 コスト：長期的には化石燃料と同等程度の水準を実現
現在（100円/Nm3） → 2030年（30円/Nm3） → 2050年（20円/Nm3以下）

グリーン成長戦略における量及びコストの目標



 今回の見通しは、2030年度の新たな削減目標を踏まえ、徹底した省エネルギーや非化石エネルギーの拡大を進
める上での需給両面における様々な課題の克服を野心的に想定した場合に、どのようなエネルギー需給の見通
しとなるかを示すもの。

 今回の野心的な見通しに向けた施策の実施に当たっては、安定供給に支障が出ることのないよう、施策の強度、
実施のタイミングなどは十分考慮する必要。（例えば、非化石電源が十分に導入される前の段階で、直ちに化
石電源の抑制策を講じることになれば、電力の安定供給に支障が生じかねない。）

（2019年 ⇒ 旧ミックス）
2030年度ミックス
（野心的な見通し）

省エネ （1,655万kl ⇒ 5,030万kl） 6,200万kl

最終エネルギー消費（省エネ前） （35,000万kl ⇒ 37,700万kl） 35,000万kl

電源構成

発電電力量：
10,650億kWh

⇒
約9,340

億kWh程度

再エネ （18% ⇒ 22~24%） 36～38％※

水素・アンモニア （ 0% ⇒ 0%） 1％

原子力 （ 6% ⇒ 20~22%） 20～22％

LNG （37% ⇒ 27%） 20％

石炭 （32% ⇒ 26%） 19％

石油等 （ 7% ⇒ 3%） 2％

（ ＋ 非エネルギー起源ガス・吸収源 ）

温室効果ガス削減割合 （ 14% ⇒ 26%） 46％
更に50%の高みを目指す

2030年度におけるエネルギー需給の見通しのポイント

太陽光 14～16％

風力 5％

地熱 1％

水力 11％

バイオマス 5％

太陽光 6.7% ⇒ 7.0%

風力 0.7% ⇒ 1.7％

地熱 0.3% ⇒ 1.0~1.1％

水力 7.8% ⇒ 8.8~9.2％

バイオマス 2.6% ⇒3.7~4.6％

※現在取り組んでいる再生可能エネルギーの研究開発の
成果の活用・実装が進んだ場合には、38％以上の高み
を目指す。

（再エネの内訳）
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グリーンイノベーション基金事業の目的と概要

 「2050年カーボンニュートラル」は、従来の政府方針を大幅に前倒すものであり、並大抵の努力では実現でき
ない。エネルギー・産業部門の構造転換や、大胆な投資によるイノベーションといった現行の取組を大幅に加速
することが必要。

 NEDOに２兆円の基金を造成し、官民で野心的かつ具体的な目標を共有した上で、これに経営課題として
取り組む企業等に対して、10年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援。

 研究開発の成果を着実に社会実装に繋げるため、企業経営者に対して経営課題として取り組むことへのコミッ
トメントを求める仕組みを導入。

特徴１

過去にない規模の基金で

長期間にわたる

継続的・機動的支援が可能

特徴２

グリーン成長戦略と連動し
野心的かつ具体的な
2030年目標を設定

特徴３

企業経営者に対して

経営課題として取り組むこと
へのコミットメントを求める

仕掛けの導入（性能、コスト、生産性、導入量、
CO2削減量等）



成長が期待される14分野
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エネルギー関連産業 輸送・製造関連産業 家庭・オフィス関連産業

足下から2030年、
そして2050年にかけて成長分野は拡大

②水素
・燃料アンモニア産業

④原子力産業

③次世代
熱エネルギー産業

①洋上風力・
太陽光・地熱産業

（次世代再生可能エネルギー）

⑪カーボンリサイクル
・マテリアル産業

⑥半導体・
情報通信産業

⑩航空機産業

⑦船舶産業

⑨食料・農林水産業

⑧物流・人流・
土木インフラ産業

⑤自動車・
蓄電池産業

⑫住宅・建築物産業
・次世代電力
マネジメント産業

⑬資源循環関連産業

⑭ライフスタイル
関連産業



GI基金：大規模水素サプライチェーンの構築（国費負担額：上限3,000億円）

 水素社会の実現に向け、大規模水素サプライチェーン構築と需要創出を一体的に進めることが必要。

 将来的な国際水素市場の立ち上がりが期待される中、日本は世界に先駆けて液化水素運搬船を建造する
など、技術で世界をリード。大規模需要の見込める水素発電技術についても我が国が先行。

 そのため、複数の水素キャリア（液化水素、MCH）で①輸送設備の大型化等の技術開発・大規模水素輸
送実証を支援することに加え、②水素発電における実機での水素の燃焼安定性に関する実証を一体で進め
るなどし、水素の大規模需要の創出と供給コスト低減の好循環の構築を推進し、供給コストを2030年に
30円/Nm3、2050年に20円/Nm3以下（化石燃料と同等程度）とすることを目指す。

液化水素、メチルシクロヘキサン（MCH）の大規模水素サプライチェーン(イメージ)

出典：HySTRA、AHEAD、各社ＨＰより資源エネルギー庁作成

海
外
に
お
け
る
水
素
製
造

液化プラント
（液化機等）

海上輸送
(液化水素運搬船)

受入基地
（陸上タンク、ローディングアーム等)

水素化プラント
（トルエン → MCH）

海上輸送
（ケミカルタンカー）

脱水素プラント*
(MCH → トルエン)

水素発電（混焼・専焼）
※複数箇所での実証を想定

トルエン
*製油所等、既存設備を最大限活用することを想定
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GI基金：再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造（国費負担額：上限700億円）

 余剰再エネ等を活用した国内水素製造基盤の確立や、先行する海外の水電解市場獲得を目指すべ
く、複数のタイプの水電解装置（アルカリ型、PEM型）の大型化やモジュール化、膜等の優れた要素
技術の実装、水素利用と一体でのPower-to-Xのシステム実証等を強力に後押しし、装置コストの
一層の削減(現在の最大1/6程度)を目指す。

【プロセス③：水素利用】
熱需要対応、
化学品製造プロセス 等

プロセス①
（電力製造）

プロセス②*

（水素製造）

プロセス間の出力の差異を埋めるための貯蔵設備
（蓄電池、水素タンク等）

水電解装置の開発と合わせて、ボイラー等の熱関連機器や基礎化学品の製造プロセスとを組み合わせ、
再エネ電源等を活用した非電力部門の脱炭素化に関するシステム全体を最適化する実証を行う予定

大型化・モジュール化等
による装置コスト削減

Power-to-Xのシステム構成

*写真は福島水素エネルギー研究フィールド (イメージ） 6



次世代船舶の開発（国費負担額：上限350億円）
 我が国造船・海運業の国際競争力の強化及び海上輸送のカーボンニュートラル実現に向け、
次世代船舶（水素・アンモニア・LNG等のガス燃料船）の技術開発を加速することが必要。

 将来のゼロエミッション船の燃料としては、水素・アンモニア・カーボンリサイクルメタン
が候補となるが、長期的にどれが主要な燃料となるかは、燃料価格や供給インフラの整備状
況等に依存するため、現時点での見極めは困難。

 次世代船舶の開発に係る技術力及び国際競争力獲得のため、それぞれの船舶のコア技術とな
るエンジン、燃料タンク・燃料供給システム等の開発・実証を行うとともに、アンモニアバ
ンカリング船開発を含む舶用アンモニア燃料供給体制の構築を実現する。

高度な燃焼制御・燃料噴射技術が必要

LNG燃料噴射技術
LNGバンカリングの様子 出典：Central LNG出典：IHI原動機

現在のLNG燃料タンク、燃料供給システム

出典：三菱重工

※体積は従来燃料
（C重油）との比較

省スペース化、構造最適化、材料最適化が必要

水素・アンモニア燃料エンジン 燃料タンク・燃料供給システム
陸上も含め実用化されていない技術

水素：燃えやすすぎる
・最小着火エネルギーが小さい
・最高燃焼速度が大きい

アンモニア：燃えにくい
・難燃性
・温室効果の高いN2Oが発生

水素 ｱﾝﾓﾆｱ

体積 4.5倍 2.7倍

沸点
極低温
(-253℃)

低温
(-33℃)

課題 漏洩、脆性 腐食性、毒性

メタンスリップ対策
・LNG燃料船の排気ガスに含まれる未燃
メタン低減技術の確立

触媒方式

排気ガス中のメタンを触媒で吸着

エンジン改良方式

燃焼制御でメタン排出抑制
（効率低下、NOx排出増とトレードオフ）

舶用アンモニア燃料供給体制
・アンモニア燃料船の荷役作業中におけ
る円滑な燃料供給に必要なバンカリン
グ船の開発により、アンモニア燃料船普
及の加速を期待



その他GI基金プロジェクト
事業・プロジェクト名

大規模水素サプライチェーンの構築

再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造

次世代船舶の開発

次世代航空機の開発

スマートモビリティ社会の構築

電動車等省エネ化のための車載コンピューティング・シミュレーション技術の開発

CO2等を用いた燃料製造技術開発

CO2の分離・回収等技術開発

次世代蓄電池・次世代モーターの開発

次世代デジタルインフラの構築

CO2を用いたコンクリート等製造技術開発

CO2等を用いたプラスチック原料製造技術開発

次世代型太陽電池の開発

洋上風力発電の低コスト化

燃料アンモニアサプライチェーンの構築

製鉄プロセスにおける水素活用

出典：NEDO https://www.nedo.go.jp/activities/green-innovation.html
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 アグリゲーターは、これまで、電力需給ひっ迫時に大口需要家の需要を抑制するといった
ビジネスを中心に展開。

 今後は、アグリゲーターが電気事業法上に位置づけられる中で、蓄電池や太陽光等の
再エネ発電といった多様なリソースの制御による対象を広げ、①平時の電力需給のため
の調整力の提供や、②FIP制度の下、再エネを束ねて市場へ電力を供給したり、インバ
ランスの回避を行う、③マイクログリッドや配電事業における需給調整の支援も手掛け
ていく等、事業機会の拡大が期待される。

今後のアグリゲーターのビジネスモデル
【今後】

蓄電池や再エネも使い、 ΔkW価値（需給調整市場）、kWh価値（卸電力市場）、
kW価値（容量市場）を一般送配電事業者や小売電気事業者等に提供

【現状】
大口需要を使って、

送配電事業者に予備力を提供

送配電事業者 送配電事業者 小売電気事業者

需要負荷自家発電機 燃料電池 太陽光 風力 蓄電池
EV
充放電器 蓄電池

ビジネスを
拡大

アグリゲーター アグリゲーター アグリゲーター

DRを中心とした予備力提供 より高速な調整力等として提供 再エネアグリゲーション等による供給力提供

蓄電池コジェネ

アグリゲーター

地域マイクログリッド
配電事業

DERによるエネルギーの地産地消

拡大するアグリゲーターの事業機会



 現在、実用化される主な事業は、電力需給ひっ迫時の対応として、アグリゲーターが工
場等の大口需要家に対して需要抑制を指示し、その抑制分を一般送配電事業者に提
供する取組。

 この一般送配電事業者による調整力公募（電源Ⅰ’※）においては、アグリゲーターは、
DR（需要抑制）により創出した電力量を落札。2021年度分は、全国で約175万
kW（国内ピーク需要の約1.5億kWの約1％強）。2021年1月の需給ひっ迫時に
おいても、需要抑制が複数回実施し、貢献したところ。

 電源Ⅰ’は、2024年度以降は容量市場（発動指令電源）に移行予定。2024年度
分のメインオークションの落札量は、発動指令電源として約415万kWとなっている。

需給ひっ迫用予備力のアグリゲーターの落札量と発動事例
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電源Ⅰ’等で活用されたDRリソース（需要等）の動き
（赤字：需要抑制量）

一般送配電事業者による調整力公募
（電源Ⅰ’）におけるアグリゲーターの落札量

95.8 96.1 89.3

128.9

175.9

0

50

100

150

200

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
出典: Energy Pool Japan社（2021年1月の実績）

単位：万kW

※10年に1回程度の猛暑や厳寒に対応するための予備力等を、一般送配電事業者が前年度に公募にて調達するもの

実用化しているアグリゲーション事業（需給ひっ迫用予備力の需要抑制）



（参考）神奈川県小田原市におけるマイクログリッド構築事例

変電所以下の太陽光やEV等の
分散型リソースをエネマネで広域運用

MG内太陽光、蓄電池、EV放充電設備等を活用し、
MG運用(わんぱくらんどが防災拠点として機能)

平時 非常時

地域ＭＧ事業体
(京セラ等)

地方自治体
（小田原市）

一般送配電事業者
（東京電力PG）

連携体制:地元対応、需給調整、MG発動・系統への再接続方針の決定等を分業で実施



３

（参考）千葉県いすみ市におけるマイクログリッド構築事例

地域ＭＧ事業体
(関電工)

地方自治体
（いすみ市）

一般送配電事業者
（東京電力PG）

連携体制:地元対応、需給調整、MG発動・系統への再接続方針の決定等を分業で実施

大原中学校

太陽光発電設備
蓄電システム、EMS

LPガスエンジン発電
機

いすみ市役所

太陽光発電設備

東京電力
パワーグリッ

ド
大原営業所

災害等による大規
模停電時系統解列
点
停電時配電線

✖

✖

✖
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御清聴ありがとうございました


