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Ⅰ. はじめに 

 

2022 年 5 月 19 日、経済産業省と環境省から、それぞれ「クリーンエネルギー戦略 

中間整理」（「本中間整理」）と「炭素中立型の経済社会変革に向けて（中間整理）～脱炭

素で我が国の競争力強化を～」が公表され、各省の大臣により「『クリーンエネルギー

戦略』に関する有識者懇談会」に提出されました。 

「新しい資本主義」の実現を目指す岸田政権は、6 月 7 日に公表された「新しい資本

主義のグランドデザイン及び実行計画～人・技術・スタートアップへの投資の実現～」

において、気候変動問題を「新しい資本主義の実現によって克服すべき最大の課題」と

位置づけており、脱炭素化による経済社会構造の大変革に向けて、本中間整理に基づき、

「本年内に今後 10 年のロードマップを取りまとめる」としています。 

本中間整理は、全 160 頁と大部にわたるものとなっており、その全体の構成は下表の

とおりです。 
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＜クリーンエネルギー戦略（中間整理）の全体像＞ 

第 1 章 エネルギー

安全保障の確保 

 ウクライナ危機・電力需給ひっ迫を踏まえ、再エネ、原子

力などエネルギー安保及び脱炭素の効果の高い電源の最大

限の活用など、エネルギー安定供給確保に万全を期し、そ

の上で脱炭素を加速させるためのエネルギー政策を整理 

P7 

| 

P46 

第 2 章 経済・社会、

産業構造変革 

  

 第 1 節 エネル

ギーを起点とした

産業の GX 

 エネルギー需給構造と産業構造の転換を同時に実現し、脱

炭素を経済の成長・発展につなげるという方向性を整理 

 GX に取り組む各産業の課題や対応の方向性を整理 

 CCS やネガティブエミッションなどの炭素中立に不可欠

な技術の事業化に向けた課題や対応の方向性を整理 

P47 

| 

P98 

第 2 節 産業のエ

ネルギー需給構造

転換 

 産業界のエネルギー転換の道筋や具体的な取組、それらに

伴うコスト等を整理 

P99 

| 

P113 

第 3 節 地域・く

らしの脱炭素に向

けた取組 

 地域社会が主体的に進める取組の後押し、国民一人ひとり

の理解促進など、地域・くらしの脱炭素化のために必要と

なる課題やそれを解決するための取組を整理 

P114 

| 

P117 

 ▼  

第 4 節 GX を実

現するための社会

システム・インフ

ラの整備に向けた

取組 

 上記を踏まえ、GX を実現するために必要となる政策等を

整理 

P118 

| 

P160 

 

中間整理の構成でまず注目されるのは、ウクライナ危機・電力需給ひっ迫を踏まえ、

第 1 章としてエネルギー安全保障の確保のための政策が掲げられ、その中に再生可能エ

ネルギーや原子力の活用が位置付けられたことです。 

そして、最後の第 2 章第 4 節において、グリーントランスフォーメーション（GX）

を実現する政策の「5 本の柱」として、（i）予算措置、（ii）規制・制度的措置、（iii）金

融パッケージ、（iv）GX リーグの段階的発展、（v）グローバル戦略（アジア・ゼロエミ

共同体構想等）、を掲げられています。このうち特に予算措置について、岸田総理は、

「前例のない支援の枠組み」として、「脱炭素に向けた民間の長期巨額投資の呼び水」

として「政府のコミットメントを明確に」するとともに、「今後 10 年間に 150 兆円超の

投資を実現するため」、20 兆円規模の政府資金を「GX 経済移行債（仮称）」にて調達し、

速やかに投資支援に回していく方針を表明している点も注目されます。 
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このように、「新しい資本主義」の実現に向けてグリーントランスフォーメーション

を進めようとする岸田政権の強い意志が本中間整理にも反映されているといえます。た

だ、その具体的内容については今後の検討に委ねられている部分も少なくありません。 

本稿では、本中間整理の具体的内容について、主に、再生可能エネルギー、水素・ア

ンモニア、CCS に関連する項目の概要につき個別に紹介したうえで、「GX を実現する

5 本の施策」として、これらに共通にあてはまる事項についても、概要を紹介します。 
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Ⅱ. 再生エネルギー関連 

 

（1）まず、第 1 章においては、エネルギー安全保障（安定供給）・脱炭素化の政策の

方向性（13-16 頁）の中で、「再エネの大量導入」の具体的項目として、以下の事項が

掲げられています 1。なお、以下において、黄色の背景色又は「」で示す本中間整理

からの引用部分においては、本中間整理で示された下線をそのまま引用しています。 

 

 再エネの最大限導入に向けた取組 

 S＋3E を大前提に、2050 年における主力電源として最優先の原則の下で 2030 年

度の再エネ比率目標の達成に向け、国民負担を抑制しつつ、電源別導入策の具体

化を図るとともに、需要側と連携した再エネ導入モデルを展開 

 グリーンイノベーション基金等を活用した、将来の国際展開も見据えた再エネ関

連技術（浮体式洋上風力、次世代太陽光パネル、革新的地熱発電）の開発 

 再エネの事業規律と適正管理の徹底を、関係省庁と連携して検討 

 マスタープランの策定、需給ひっ迫を踏まえた地域間連系線の増強 

 再エネ大量導入や、電力融通の円滑化によるレジリエンス向上に向け、需要側の

動向も踏まえた全国大での系統整備に関するマスタープランの検討 

 揚水発電の活用を図りつつ、増強が必要となる系統や確保すべき調整力等の整理

を進めるとともに、その便益が及ぶ範囲などを踏まえ、費用負担の在り方を検討 

 デジタル化による系統運用の高度化 

 系統混雑の状況を踏まえ、系統増強や運用高度化、蓄電池などの需要の誘導等の

対策について検討 

 2025 年度より次世代スマートメーターの導入（配電系統の運用高度化）を開始し、

2030 年代早期までの導入完了を目指す蓄電池・DR の推進 

 蓄電池産業の国際動向や課題を踏まえた、今後の対応の方向性について検討 

 再エネを下支えする調整力をはじめとし、様々な用途で活用可能な蓄電池・DR を

含む多様な分散型リソースの更なる導入を引き続き支援 

 更に、こうした分散型リソースを活用して、電力の安定供給等に貢献しうるアグ

リゲーター等の育成及び、多様なビジネスモデルを創出するための検討及び実証

を推進 

  

 
1 この部分については、総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分

科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（「大量導入小委」）において詳細

な議論がなされています。 
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（2）第 1 章の中では、上記（1）を受けた具体的内容として、以下が掲げられていま

す。 

 

（a）需要家主導による再エネ導入（UDA モデル 2）の促進（33 頁） 

 

「世界的な環境意識の高まり（RE100、SDGs 等）から、製造業等を中心として、

追加性（FIT 等の支援に依らず、新設されたもの）のある再エネ調達が求められる状

況」を踏まえ、「再エネを必要とする需要家のコミットメント（長期買取や出資など）

の下で、需要家、発電事業者、小売事業者が一体となって再エネ導入を進める UDA

（User-Driven Alliance）モデルの拡大が不可欠」との認識が示されています。かか

る認識に基づき、既に「需要家主導による太陽光発電導入補助金」3のような補助が

実施されています。 

コーポレート PPA 取引については、オフサイト型を含め拡大傾向が続いています

が、政策的支援により一層の拡大、スキーム上の工夫の進展が見込まれるといえま

す。ただ、オフサイト・コーポレート PPA に関し、発電事業者が小売電気事業者を

介さずに需要家と直接取引できる仕組みについての更なる規制緩和 4には言及され

ませんでした。 

 

（b）屋根への導入拡大・自家消費モデル普及の促進（34 頁） 

 

「適地が限られる中、住宅や工場・倉庫などの建築物の屋根への導入など、あら

ゆる手段を講じていくことが必要」との認識の下で、「住宅や工場・倉庫などの建築

物への導入拡大に向けては、FIT 制度において一定の集合住宅に係る地域活用要件

の緩和や屋根への導入に係る入札免除や、ZEH に対する補助、初期費用を低減した

太陽光発電の導入モデルの構築に向けた補助金、認定低炭素住宅に対する住宅ロー

ン減税における借入限度額の上乗せ措置等による導入を推進。関係省庁とも積極的

に連携・協力しつつ、更なる太陽光の導入拡大を進めていく」とされています。 

具体的には、FIT 制度での支援、FIT 制度での屋根設置案件に対する特例、ZEH に

対する補助、オンサイト PPA 補助金、住宅ローン減税、省エネリフォーム税制が挙

げられています。 

屋根置き太陽光発電については、建物全体から切り離した「屋根」の利用権に対

する対抗要件具備の方法がないために、「プロジェクトファイナンス等での外部から

の資金調達を前提に、一又は複数の屋根の利用権を確保することで、大規模な屋根

 
2 オンサイト PPA や FIP による相対取引などが、「UDA の代表的事例の一つ」とされています。 
3 https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2021/20220325_001.html 
4 経済産業省は、昨年、電気事業法施行規則及び自己託送に係る指針を改正し、自己託送要件を緩和し

ましたが、組合型の自己託送では特定供給の許可を得られないなど、発電事業者と需要家との直接取引

には引き続き制約があります。 

https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2021/20220325_001.html
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置き太陽光発電を実現する」といった方法での導入が困難である、という課題が FIT

制度の導入当初から指摘されてきたところですが、この点についての言及がないの

は少々残念にも思われます。 

 

（c）洋上風力関連（35 頁） 

 

洋上風力に関しては、「再エネ海域利用法の施行等の状況」が示されています。促

進区域、有望な区域が追加・整理され、引き続き洋上風力案件の増加が見込まれま

す。 

なお、再エネ海域利用法に基づく洋上風力案件に関しては、いわゆる「ラウンド

1」の入札結果を踏まえ、大量導入小委と国土交通省交通政策審議会港湾分科会環境

部会洋上風力促進小委員会との合同会議において、事業者選定の評価の考え方につ

き、運転開始時期を評価に含めるなどの事業実現性の評価方法の見直しや、複数海

域同時公募時の落札制限などが議論されている点にも留意を要します。 

 

（d）JOGMEC による地熱開発の加速化（36 頁） 

 

地熱開発の加速化に関しては、これまで「JOGMEC による金融支援や技術開発の

共有」が実施されてきたことを踏まえつつ、今後は「環境省の協力を得つつ、自然公

園内を中心に、JOGMEC 自らが、地熱開発に必要な蒸気・熱・地質構造を把握する

ための先導的 資源量調査（地表調査・掘削調査）を実施」することで、事業者の開

発コスト・開発リスクの低減を図るとの方向性が示されています。 

この点に関しては、2022 年 5 月 13 日に成立し、同月 20 日に公布された「安定的

なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギー使用の合理化等に関する法律」

（「改正法」）の中で改正された独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法

（「JOGMEC 法」）においても、JOGMEC の出資業務の対象に海外の大規模地熱発

電等の探査事業が追加されています。5 

 

（e）再エネ関連技術の開発（37 頁） 

 

浮体式洋上風力、次世代太陽光パネル、革新的地熱発電（人工涵養、高温岩体地熱

発電、超臨界地熱発電）といった再エネ環境技術の開発に、グリーンイノベーショ

ン基金等を活用して取り組む旨の方向性が示されています。これらの次世代技術に

関しては、既にグリーンイノベーション基金を通じた支援が行われている事業もあ

ります。 

 
5 なお、改正 JOGMEC 法では、JOGMEC の出資・債務保証業務の対象に水素・アンモニア等の製造・

液化等や貯蔵等、CCS 事業及びそのための地層探査も加えられています。 
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（f）地域と共生した事業規律の確保（38 頁）6 

 

近時の自然災害などを踏まえ、太陽光発電案件を中心に、その適正な管理や事業

規律の在り方が議論となっている中、今後の対応として、以下の事項が示されてい

ます。 

 

 太陽光発電の稼働済案件の位置が一目で分かるマップ形式での自治体への情報を提供 

 今期通常国会に提出された電気事業法改正案により、小規模な再エネ発電設備に係る

基礎情報の届出や使用前の自己確認を措置予定等 7 

 今期通常国会に提出された盛土規制法改正案において、太陽光パネルの設置のための

盛土についても、規制対象に含めることとし、安全基準への適合を求める予定。再エ

ネ特措法でも関係法令の遵守の観点から連携 8 

 FIT 認定申請段階で、設置場所や事業者名等の情報を自治体へ共有 

 適正な事業実施を確保するため、外部委託の活用や担当人員の強化により、執行力強

化 

 

ここでは主に太陽光発電を想定した議論がなされていますが、他の再生可能エネ

ルギー発電設備に関しても、将来的にここでの議論が適用される可能性がある点に

は、留意が必要です。電源種を問わず、各事業者には、ここでの議論を踏まえた適正

な管理・事業規律の確保が求められるところですので、議論の具体的内容を注視す

る必要があります。 

 

（g）再エネポテンシャル・需要側の動向を踏まえたマスタープランの具体化（39 頁） 

 

全国大の長期的な系統の在り方に関して、2022 年度中に、マスタープランの策定

が予定されています。また、今後の系統状況の検討に係る方針として、「広域的取引

の拡大による燃料費・CO2 コスト削減等による便益評価」や「更なる系統増強によ

るレジリエンス向上効果の検証」を行う方針が示されています。 

 

（h）蓄電システムの構築（40 頁） 

 

蓄電システムに関しては、「再エネ導入拡大に向け、様々な種類の蓄電池をグリッ

ドに接続し、調整力等の多様な価値を提供していくことが期待される」とされ、「系

 
6 特にこの点については、「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会」 
（https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/saisei_kano_energy/index.html）にて議論されて

います。 
7  本項記載の電気事業法改正を含む高圧ガス保安法等の一部を改正する法律は、本中間整理公表後の

2022 年 6 月 15 日に国会で成立しました。 
8 本項記載の盛土規制法改正案（正式名称：宅地造成等規制法の一部を改正する法律）は、本中間整理

公表後の 2022 年 5 月 20 日に国会で成立しました。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/saisei_kano_energy/index.html
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統用蓄電池を発電事業へ位置づけて系統接続を可能とする環境の整備や、蓄電池が

参入可能となる電力市場等の整備、実証等を通じた蓄電池の導入支援等を進めてい

く」方針が示されています。 

この点に関しては、改正法により改正された電気事業法において、「大型蓄電池」

から放電する事業が電気事業法上の「発電事業」に位置づけられました。また、大型

の系統用蓄電池を系統に接続することを求めた場合には、原則として接続を可能と

する環境の整備が図られています。 

 

（3）再生可能エネルギー関連として、第 2 章においては、洋上風力と蓄電池につい

て、以下のような GX の方向性に関する記載がなされています。 

 

（a）洋上風力 

 

洋上風力発電に関して、「欧州・中国で導入が進み、欧米風車メーカーが市場シェ

アの多くを占めている。アジア市場は今後も伸びる可能性が高い中、欧州企業はア

ジア拠点を設置し始めている。国内では、海域の長期占用ルールなどの事業環境整

備を進め、調達入札を開始している状況」という市場動向や競合動向が示されたう

えで（64 頁）、「洋上風力産業ビジョンの策定による投資の呼び込みや、再エネ海域

利用法の着実な施行による案件形成の加速化により、国内需要を創出・育成する」

のに加え、「グリーンイノベーション基金を活用し、台風、落雷等の気象条件やうね

り等の海象条件等のアジア市場に適合し、また日本の強みを活かせる要素技術の開

発を進めつつ、最速 2023 年度から実証を行うことで、商用化につなげる」という

GX に向けた取組の方向性が示されています（65 頁）。 

より具体的には、国内洋上風力発電プロジェクトについては、「2030 年に 10GW、

2040 年に 30-45GW の案件形成を目指し安定的な需要を生み出す」とともに、「系

統・港湾等のインフラ整備を計画的に行う」方針が示されており、グリーンイノベー

ション基金との関係では、「浮体式等の技術開発を支援」という点が明記されていま

す。また、海外市場（特に日本と共通の自然条件のアジア）への展開を見据えて、

「造船業を含む新たなプレーヤーの参入余地も期待される浮体と風車の一体設計等」

についても、グリーンイノベーション基金を活用して支援するものとされ、「国際連

携や国際標準化を推進」することが謳われています（65 頁）。 

 

（b）蓄電池 

 

蓄電池市場については、まず、現状・課題として、「車載用、定置用ともに拡大す

る見通し。日本勢は技術優位で初期市場を確保してきたが、市場の拡大に伴い中韓

メーカーがシェアを拡大、一方で日本メーカーはシェアを低下。このままでは日本
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企業が市場から撤退する恐れがあり、対応が急務」とされ、特に、次世代蓄電池とし

て期待される全固体リチウムイオン電池（LiB）に関し、「解決すべき課題が残存して

いることから、当面は液系 LiB 市場が続く見込み」であり、技術・コスト面での中韓

メーカーの追い上げ（特にコスト面については、中韓勢がスケールメリットの確保

を念頭に製造能力を大幅に増強していることが指摘されています。）により、「この

ままでは全固体電池の実用化に至る前に、日本企業は疲弊し、市場から徹底する恐

れ」があるとの競合動向に関する認識が示されています（66 頁）。 

かかる現状認識を踏まえた取組の方向性としては、「2030 年ごろまでに、海外市

場でのプレゼンスを再度拡大させるとともに、全固体電池を本格実用化」、「国内市

場では、車載用蓄電池の製造能力拡大や、定置用蓄電システムの普及に向けた基盤

整備を進める」とされています（67 頁）。 

具体的には、海外市場との関係で、①「先進技術に固執した反省を踏まえ、当面の

間市場の大半を占める液系 LiB 電池の生産能力を強化」、②「積極的な資源開発が可

能となるよう、JOGMEC のリスクマネー供給の拡充等、資源確保のための政策支援

の強化を検討する」、③「上流資源の購買力確保・標準化・国際的なルール形成での

影響力確保等の観点から、2030 年にわが国企業全体でグローバル市場において

600GWh の製造能力確保を目標とする」、④その上で、2030 年頃に全固体電池の本

格実用化、2030 年以降もわが国が技術リーダーの地位を維持・確保することを目標

とする」ものとされ、国内市場との関係では、⑤「遅くとも 2030 年までに、蓄電池・

材料の国内製造基盤 150GWh の確立を目標とする」、⑥「国内の蓄電池需要を喚起

すべく、電動車や蓄電システムの普及が促される環境整備を検討・実施する」、⑦「産

官学から構成される人材育成コンソーシアムを設立し、産業ニーズに合った教育カ

リキュラム作りを産官学で検討・作成する等、必要な人材育成の方策について検討

する」といった方針が示されています（67 頁）。 

かかる方針は、68 頁に示された「蓄電池産業の投資拡大に向けたロードマップ」

において、より詳細かつ具体的に示されています。  



 

 

 
ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げま

す。 

© 2022 Mori Hamada ＆ Matsumoto. All rights reserved. 

10 
 

Ⅲ. 水素・アンモニア関連 

 

（1）水素・アンモニアに関する第 1 章のエネルギー安全保障（安定供給）・脱炭素化

の政策の方向性（13-16 頁）の中での記載は、以下のとおりです 9。二点目は「港湾」

の項目の下に記載されていますが、水素・アンモニアとも関連する内容といえるので、

ここで併せて紹介します 10。 

 

 大規模サプライチェーンの構築に向けた方向性 

 グリーンイノベーション基金を通じた製造や輸送・利用に関する技術開発や実証

を推進 

 大規模な設備投資が必要となる製造や貯蔵設備等へのリスクマネー供給 

 既存燃料とのコスト差や、貯蔵用タンクなどのインフラ整備の在り方などにも注

目しながら、導入拡大、商用化に向けた支援措置の検討 

 カーボンニュートラルコンビナート 11・カーボンニュートラルポート 12の構築推進 

 多様な産業が集積するコンビナートが、既存事業者や新規参入者が参画する、①

脱炭素エネルギー、②脱炭素マテリアル、③脱炭素技術の導入時の育成・成長拠

点となることを目指す 

 様々な産業が集積する港湾において、水素・アンモニア等の大量・安定・安価な輸

入・貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、港湾オペレーション及び港湾立地産

業の脱炭素化を推進 

 既存産業の延長のみならず、新たな産業構造への転換や新たなプレーヤーの参入

を促進することも念頭に、意図的・計画的な産業集積を促すことも検討 

 

（2）第 1 章の中では、上記（1）を受けた具体的内容として、以下が掲げられていま

す。 

 

まず、「水素・アンモニア導入拡大の必要性」について、電力分野と非電力分野（燃

料・原料）についての水素・アンモニアの用途が示されています。電力分野において

 
9 総合エネルギー調査会において、省エネルギー・新エネルギー分科会の水素政策小委員会と資源・燃

料分科会のアンモニア等脱炭素燃料政策小委員会の合同会議 
（https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/index.html）にて詳細な議論が

なされています。 
10 上記合同会議においても、「効率的な水素・アンモニア供給インフラの整備について」として議論され

ています。 
11 「カーボンニュートラルコンビナート」については、2021 年 12 月から資源エネルギー庁資源・燃料

部を事務局とする「カーボンニュートラルコンビナート研究会」が開催され、2022 年 3 月に「カーボン

ニュートラルコンビナートの実現に向けた論点整理」が公表されています。 
12 「カーボンニュートラルポート」については、2021 年 6 月から国土交通省港湾局を事務局とする「カー

ボンニュートラルポート（CNP）の形成に向けた検討会」が開催され、同年 8 月には「カーボンニュー

トラルポート（CNP）の形成に向けた施策の方向性 中間とりまとめ」及び「CNP 形成計画策定マニュ

アル（ドラフト版）」が、同年 12 月には「カーボンニュートラルポート（CNP）の形成に向けた施策の

方向性」及び「カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画」策定マニュアル（初版）」が公表されて

います。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/index.html
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は、水素はガス火力、アンモニアは石炭火力の、脱炭素化の鍵となるものとされる一

方、非電力分野においては、アンモニアは船舶分野の脱炭素化や産業分野での熱利用

の燃料として有用とされ、水素は水素還元製鉄やメタノールなどの基礎化学品の合成

といった産業プロセスの原料など様々な用途で利用できるポテンシャルを有する旨

が示されています（41 頁）。 

その上で、大半の既存燃料と比してコストが高い状況が当面続く水素・アンモニア

については、需要家による大規模・安定調達を促し、サプライチェーン構築のための

大規模投資を行うのに必要不可欠な事業安定性を確保する仕組みを早期に整備する

必要があるものとされ（42 頁）、既存燃料と比べ熱量が低く、より大規模なサプライ

チェーン構築が必要となる水素・アンモニアについては、「供給インフラと需要創出

の拠点形成を戦略的に進めていくことが必要」（43 頁）とされています。そして、か

かる拠点形成を念頭に、カーボンニュートラルコンビナート形成に向けて、「コンビ

ナートの集積効果や立地優位性等を活かして、水素・アンモニア・CO2 等を大規模か

つ安価に調達し、脱炭素エネルギー・炭素循環マテリアルを安定的かつ効率的に供給

する仕組みを確立していく」との方向性が示され、「立地事業者や地理的特性等、コ

ンビナートごとの特性の違いやカーボンニュートラルに向けたアプローチの違いに

応じたカーボンニュートラルコンビナートを実現する必要があることから、地域“協

議会”において、企業・自治体等に加えて、学術経験者等の有識者を交えながら、客

観的な議論・検討を進めていくことが重要。さらに、企業・自治体・国が一体となっ

て取組を進めていくために、これらの主体の連携を促すような組織／仕組みが重要」、

「さらに、既存産業の延長のみならず、新たな産業構造への転換や新たなプレーヤー

の参入を促進することも念頭に、意図的・計画的な産業集積を促すことも必要」との

認識が示されています（44 頁）。 

 

（3）第 1 章で示された方向性や認識を踏まえ、水素・アンモニアに関する GX の方

向性として、第 2 章では以下のような記載がなされています。 

 

（a）水素 

 

水素に関しては、まず、現状・課題として、ドイツ、英国をはじめとする各国で水

素の国家戦略が策定されるなど水素製造、調達、利用に係る取組が本格化している

という厳しい国際競争環境を踏まえ、「早急な水素のサプライチェーンの構築と需要

の創出を一体的に行うことが不可欠」とされています（61 頁）。また、約 9,000 万ト

ン/年の水素供給量の太宗がケミカルプラントで作られたグレー水素であり、その価

格は既存燃料費最大約 12 倍と、「社会実装に向けたコスト低減が必要」であるとの

認識が示されるとともに、「2050 年には世界全体で 5 億トン/年の利用量」が見込ま

れるとされています（61 頁）。 
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かかる現状及び課題についての認識の下、GX に向けた取り組みの方向性として

は、「2030 年に 30 円/N ㎥、2050 年に 20 円/N ㎥以下の供給価格」という目標コス

ト、「2030 年で最大年間 300 万トン、2050 年で年間 2,000 万トン程度」という量的

目標がそれぞれ具体的に示され、その実現に向けて「既存燃料とのコスト差や貯蔵

用タンクなどのインフラ整備の在り方などにも注目しながら、導入拡大、商用化に

向けた支援措置の検討を行う」、「水素利用の拡大に向けて、発電分野における実証

支援、運輸部門におけるインフラ整備、産業部門における利用技術の開発等への支

援を行う」ものとされ（62 頁）、水素産業の投資拡大に向けたロードマップが示され

ています（63 頁）。 

 

（b）アンモニア 

 

アンモニアに関しては、まず、現状・課題として、現在年間約 2 億トン程度の原

料用アンモニア生産（うち貿易量は 1 割程度）の全てが「製造過程における CO2 処

理をしていないグレーアンモニアのみ」であり、「現時点では燃料アンモニア市場は

存在しない」ものの、将来的に船舶燃料のみならずアジアにおいて石炭火力での利

用をはじめとした大きな需要が見込まれ、「2050 年の世界のサプライチェーン全体

としては 7.6 億トン規模」となり、「各国が製造・調達・利用拡大に乗り出してくる

可能性が大きい中、早急な燃料アンモニアの新たなサプライチェーンの構築が不可

欠」であるとともに、「既存燃料と比較するとコストが最大約 3 倍程度と、社会実装

に向けたコスト低減が必要」との認識が示されています（58 頁）。 

かかる現状及び課題についての認識の下、GX に向けた取り組みの方向性として

は、「2030 年に 10 円台後半/Nm3-H2 の供給価格」との価格目標と、「2030 年で年間

300 万トン、2050 年で年間 3,000 万トン」という国内需要想定が示され、「アンモ

ニア製造・調達について、既存燃料とのコスト差や、貯蔵用タンクなどのインフラ

整備の在り方などにも注目しながら、導入拡大、商用化に向けた支援措置の詳細検

討を行う」ものとされています（59 頁）。 

具体的には、「ハーバーボッシュ法に代わるアンモニア新合成技術や再エネから一

気通貫でアンモニアを合成するグリーンアンモニア電解合成の技術開発を支援」す

るとともに、「20％混焼の開始、混焼技術のアジアをはじめとする海外への展開、高

混焼・専焼バーナーの開発」を進めるものとされています（59 頁）。 

そして、アンモニア産業の投資拡大に向けたロードマップが 60 頁に示されていま

す。 
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Ⅳ. CCS 関連 

 

（1）第 1 章のエネルギー安全保障（安定供給）・脱炭素化の政策の方向性（13-16 頁）

の中で、CCS に関しては、「CCUS」として以下の二点が挙げられています。 

 

 CCS13 

 2030 年までの事業化に向け、下記を中心に年内に策定するロードマップの中で具

体化 

 CCS 事業化に向けた法制的な論点の整理（例：「CO2 圧入貯留権」の創設等） 

 事業実施に必要となる政策対応（例：CAPEX・OPEX 支援等） 

 カーボンリサイクルの技術開発や実用化の推進 

 グリーンイノベーション基金も活用し、カーボンリサイクル産業の各分野におい

て、社会実装に向けた技術開発・実証を推進 

 カーボンリサイクル燃料等の社会実装に向けて CO2 排出のカウントに関するルール

を含む環境整備を推進 

 

（2）第 1 章の中では、上記（1）を受けた具体的内容として、以下が掲げられていま

す。 

 

まず、「わが国の CCS の想定年間貯留量は、2050 年時点で年間約 1.2～2.4 億 t が

目安」とされ、「2030 年に CCS を導入する場合、2050 年までの 20 年間で、毎年 12

本から 24 本ずつ圧入井を増やす必要」があり、「事業者としては、2030 年中に CCS

事業を開始するためには、2023 年度から FS 等を開始し、2026 年度までに最終投資

判断する必要」があるとの認識が示されています（45 頁）。 

また、「カーボンリサイクル燃料利用に伴う CO2 排出に係る制度整備」との関係で、

「合成メタンを含むカーボンリサイクル燃料を燃焼した際の CO2 排出について、国

際・国内の制度等における扱いが明確でないため、ビジネスとしての予見性が低い」

ことや、「供給側の技術開発投資や生産設備投資、需要側のカーボンリサイクル燃料

利用の促進には、燃焼時の CO2 排出の扱いに係るルールを含む環境整備を速やかに

図ることが必要」といった課題認識が示されています（46 頁）。 

 

（3）第 2 章においては、CCS に関して、「炭素中立に不可欠な技術の事業化」との

位置づけで整理されています。 

 
13 CCS に関しての詳細な議論については、「CCS 長期ロードマップ検討会」 
（https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/index.html）においてなされ

ており、2022 年 5 月 27 日に「CCS 長期ロードマップ検討会中間とりまとめ」が公表されています。 
この概要と、CCS に関する近時の法改正の動向については、下記をご参照下さい。 
ENERGY & INFRASTRUCTURE BULLETIN2022 年 6 月号（Vol.31）
（https://www.mhmjapan.com/content/files/00064855/EI%20Bulletin%20vol31.pdf） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/index.html
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064855/EI%20Bulletin%20vol31.pdf
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まず、令和 4 年 3 月末までに、国内「11 地点で約 160 億トンの貯留可能量が推定

されている」一方、欧米など CCS 先進国では、CCS 事業化に必要な法整備や CCS

事業に対する政府支援措置（CAPEX・OPEX を通じた事業全体で補助率ほぼ 100％）

がなされている旨の現状認識が示されています。 

他方、CCS の社会実装に向けた課題としては、①技術的確立・コスト低減、②適地

開発、③事業化に向けた環境整備（法制度や支援措置を含む）が示されており、特に

法制度の課題としては、（i）事業者が地下を利用する権利の確保、（ii）事業者が負う

法的責任（責任の範囲や期限）の明確化、（iii）CCS の探査を許可制とするなど貯留

層の適切な管理、（iv）CO2 輸出に係るロンドン議定書の担保、が挙げられています

（96 頁）。 

かかる課題を踏まえた取組の方向性としては、「2050 年時点の年間 CO2 貯留量の

目安を 1.2 億㌧～2.4 億㌧と想定し、「2030 年までの CCS 事業開始」に向けた事業環

境整備を政府としてコミット（CCS 長期ロードマップに明記）」するものとされ、ま

た、「CCS に関する国内法の整備や事業化支援など必要な取組について更なる検討を

集中的に行い、年内までに CCS 長期ロードマップの最終とりまとめを行う」とされ

ています（97 頁）。 

より具体的には、「CCS を計画的かつ合理的に実施することで、社会コストを最小

限にしつつ、わが国の CCS 事業の健全な発展を図り、もってわが国の経済及び産業

の発展やエネルギーの安定供給確保に寄与することを目的とする。」との基本理念の

下で、具体的なアクションとして、以下が掲げられています。 

 

① 2022 年内に CCS 国内法整備の論点を整理し、可能な限り早期に CCS に関する国内法

を整備する。 

② CCSバリューチェーンそれぞれの将来のコスト目標を設定し、研究開発や実証等により、

コスト低減を図る。 

③ 事業者と連携し、国が積極的に CCS の適地調査を実施する（既存データの開示を含む）。

先進的な CCS 事業について、欧米など CCS 先進国で措置している手厚い補助制度等の

支援制度を参考にし、政府支援の在り方を検討する。商業化の段階等を踏まえ、米国等に

おける支援措置も参考にしつつ、更なる政府支援の在り方を柔軟に検討する。 

④ 国や地方自治体、企業等が一体となり、国民や CCS 実施 地域の住民等の理解増進を図

る。 

⑤ 「アジア CCUS ネットワーク」を通じた知見共有、海外 CCS 事 業へのリスクマネー供

給等を通じて、海外 CCS を推進する。 
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Ⅴ. 「GX を実現する 5 本の施策」との関係 

 

第 2 章 4 節では、「GX を実現するための社会システム・インフラの整備に向けた取

組」について、「GX の加速化と産業競争力強化の同時達成」を実現するために、「クリー

ンエネルギーを中心とした経済社会・産業構造への転換」を進めるべく、「政策を総動

員し、民間投資を引き出し、新たな投資分野における資金循環を創出するとともに、こ

れらの投資を産業構造転換につなげる」ものとされています。 

そして、「成長志向型カーボンプライシングの最大限活用」と「規制・支援一体型の投

資促進策の活用」を基本コンセプトに、冒頭でも述べた以下の「5 本の柱」を軸に政策

の骨格を構成し、「年末に向けてさらなる具体化を図る」ものとされています。 

 

 予算措置…民間投資の呼び水 

 規制・制度的措置…新たな市場創造 ＋ 投資の収益性向上 

 金融パッケージ…研究開発や、脱炭素技術の導入にかかる資金調達を下支え 

 GX リーグの段階的発展…企業の排出削減、投資促進 

 グローバル戦略…アジア・ゼロエミ共同体など日本が世界の脱炭素をリードする仕組み 

 

また、これらに加え、「GX を実現する社会の共通基盤」として、以下の取組を実施す

るものとされています。 

 

 デジタル環境整備 

 イノベーションの創出・社会実装 

 社会人・研究者育成、初等中等教育 

 地域・くらしの脱炭素・資源循環等の取組 

 

以下、特に「5 本の柱」について、再生可能エネルギー、水素・アンモニア、CCS に

関連する部分を中心に、概要を紹介します。 

 

（1）「予算措置」 

 

まず、「予算措置」に関しては、今回の GX は、「産業革命以来の化石燃料中心の経

済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させるもの」であり、「この大転

換に向け、世界規模で、先に新しい市場・ルールを作ったところが勝ち残る先行投資

者優位の大競争が既に始まって」おり、「この転換に向けては、既存技術も含めてで

きるところから着実に取組を進める必要があり、研究 開発支援にとどまらない支援

策を講じることが必要」との認識が示され、「前例のない規模・期間で政府としての

支援措置を示し、民間部門が予見性を持って投資を判断できる仕組みを講じることが

不可欠」とされています。岸田総理のロンドン・シティでの講演抜粋（「国の長期的方
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向性や予見可能性を高め、企業が将来の期待成長率を導き出せるよう、基金等を活用

して、予算単年度主義を打破していきます」）も示されるなど、政府の並々ならぬ覚

悟と意欲を見て取ることができます。 

2030 年単年において約 17 兆円の脱炭素関連投資が必要と見込まれる中、再エネ

（FIT 制度/FIP 制度等による導入）に約 2.0 兆円、水素・アンモニア（水素・アンモ

ニアインフラ整備のための投資）に約 0.3 兆円、蓄電池の製造（車載用・定置用）に

約 0.6 兆円、先進的な CCS 事業の実施に約 0.6 兆円の投資額が見込まれています

（123 頁）。脱炭素投資への支援の在り方については、「脱炭素投資への支援を行う際、

投資分野・技術ごとの特性に応じて適切な支援の在り方が異なることを踏まえ、支援

の方法を今後検討する」とされつつも、支援対象については、「脱炭素へのファース

トムーバー」「脱炭素コストの負担が相対的に高い業種」「サプライチェーンのプレッ

シャーが高い業種」などへの支援の必要性が示唆され、また、支援期間については「脱

炭素に向け早く動いた企業を評価する」「技術コストの低減が見られた場合は段階的

に支援を緩和する」などといった考え方が示されています（127 頁）。 

 

（2）「規制・制度的措置」 

 

次に、「規制・制度的措置」との関係では、「脱炭素に向けた民間投資を引き出すた

めには、事業そのものの収益性を向上させる仕組みや投資回収の予見可能性を高める

制度的措置も必要」とされ、水素・アンモニアを例に、新たなエネルギーの導入拡大・

社会実装のためには「既存の他のエネルギーとの値差を踏まえた措置や大規模な需要

拠点整備に向けた共通インフラ等を整備するための措置」が不可欠であること、また、

脱炭素電源や電力ネットワーク投資を例に「投資回収期間が長期にわたるプロジェク

トについては、民間事業者に委ねるのみでは必要な設備投資が見込めない」ことと

いった認識が示されています。そして、「制度的措置」については、LNG 導入拡大時

において総括原価方式により投資回収の予見可能性が見通せていたことや、海外での

制度的対応の事例も踏まえて、「どの分野においてどのような制度的措置が必要か具

体的検討を進める」ものとされ、特に水素・アンモニア等の新エネルギーや再エネ導

入拡大に際しては、「供給拠点に需要地を移転するなどの立地政策についても検討が

必要」であるともされています。他方、「規制的措置」については、省エネ法などの規

制的措置が、「新たな市場創造や民間投資の後押しに貢献」してきたことを踏まえて、

義務化等の措置を着実に勧め、必要な投資を後押しする方針が示されています（129

頁）。 

特に、水素・アンモニアについては、「大規模サプライチェーン構築に向けた政策

の必要性」（130 頁）、「燃料・産業の集積拠点の形成に向けた政策の方向性」（131 頁）

が示されています。 
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（3）「金融パッケージ」 

 

「金融パッケージ」については、「グリーン」（拡大するグリーンファイナンス市場

のさらなる整備）、「トランジション」（ロードマップの拡充、エンゲージメントのた

めのガイダンス策定、排出経路の定量化等）、「イノベーション」（社会実装に向けた、

グリーンイノベーション基金と連携した官民金の協力体制構築等）の 3 分野における

金融機能の強化とともに、「情報開示」（有価証券報告書の開示充実の検討と、TCFD

開示及び排出削減に向けた戦略策定の支援やデータ戦略等）、「市場の信頼性向上」

（ESG評価機関向けの行動規範の策定とESG関連投資信託を取り扱う資産運用会社

への期待の公表）、「市場環境の整備」（金融機関向けのガイダンス、排出量データの

効率的な算定・共有のためのプラットフォーム整備、GX 投資を行う企業の評価指標

の開発等）といった基盤整備を図る、といった方向性が打ち出されています（135 頁）。 

 

（4）「GX リーグの段階的発展」 

 

2050 年のカーボンニュートラルジグ店を見据えて、経済と環境の好循環を作り出

す観点から、「脱炭素にいち早く移行するための挑戦を行い、国際ビジネスで勝てる

企業群を生み出すための産官学の仕組み」として、2023 年から本格稼働することが

見込まれる GX リーグについては、「自主的枠組みの中で排出量取引の実践」を行い、

「将来的に排出削減と投資の促進をより強力に促す仕組みへと発展」させる旨が示さ

れています。この点との関係では、特に、「今年度から、GX リーグの本格稼働に向け

た準備として、カーボンクレジット市場の実証を開始」し、「2025 年ごろから GX リー

グにおける企業の排出量取引も本格化」するとされていることや（140 頁）、カーボン

ニュートラル達成に向けた中長期の姿として、GX リーグについても「将来の排出量

を調整する仕組みに向けての準備の取り組みとしても位置付けていく」（141 頁）と

されている点が注目されます。 

 

（5）「グローバル戦略」 

 

グローバル戦略については、①脱炭素やエネルギー安全保障の強化に向け、アジア

諸国と協力体制を強化するとともに、先進国とイノベーション協力を行う、②パリ協

定は国際的議論と整合的な公的金融支援を通じて、途上国の脱炭素化を支援する、③

国ごとの炭素集約度の違い等に関する環境整備の国際的な議論を、我が国が積極的に

牽引する、といった方針が示されています。 
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Ⅵ. 結び 

 
本稿では、本中間整理の中で、再生可能エネルギー、水素・アンモニア及び CCS に

関連する事項について取り上げて整理しました。本中間整理全体を通じて今後の検討事

項とされている部分が少なくない中、再生可能エネルギー、水素・アンモニア及び CCS

については、具体的なロードマップが提示され、将来的な事業の予見可能性が一定程度

示されている部分が多いことが特徴として挙げられます。この分野に関連する事業者に

おいては、本中間整理の内容を踏まえたうえで、クリーンエネルギー戦略の策定、さら

には脱炭素化、GX の推進に向けて必要な働きかけを、積極的に行っていくことが求め

られるものと考えられます。  
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セミナー情報 

 セミナー  『第 4909 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ

イナンスの実務～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』 

開催日時  2022 年 6 月 30 日（木）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催     株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『第 4910 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「経済安全保障と機

微技術管理―セキュリティ・クリアランス、サイバーセキュリティ

基準、経済安全保障推進法、外為法を踏まえて－」』 

開催日時  2022 年 7 月 1 日（金）13:30～15:30 

講師    大川 信太郎 

主催     株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『配電事業問題点制度のポイントとその法的〜改正電気事業法で導

入された電気事業の新ビジネスモデルを学ぶ〜』 

開催日時  2022 年 7 月 12 日（火）13:00～15:00 

講師    木山 二郎、長窪 芳史 

主催     株式会社新社会システム総合研究所 

 

 セミナー  『MHM プレミアム Live セミナー「経済安全保障の最前線」』 

開催日時  2022 年 7 月 20 日（金）13:00～17:00 

講師     石本 茂彦、林 浩美、増島 雅和、梅津 英明、東 陽介、石川 大輝、

高宮 雄介、宮岡 邦生、蔦 大輔、大川 信太郎 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 セミナー  『脱炭素時代における再エネ投資の最前線～M&A、洋上風力、FIP、

コーポレート PPA の最新動向を専門の弁護士が解説～』 

開催日時  2022 年 7 月 29 日（金）13:00～15:00 

講師    村上 祐亮 

主催     株式会社新社会システム総合研究所 

 

 セミナー  『第 4937 回金融ファクシミリセミナー「経済安全保障と投資規制

－外為法、重要土地等調査法を踏まえて－」』 

開催日時  2022 年 8 月 1 日（月）13:30～15:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/150.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/150.html
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 セミナー  『プロジェクトファイナンスの実務～リスク分担のポイントを事業

者・金融機関双方の視点で解説～』 

開催日時  2022 年 8 月 4 日（木）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 セミナー  『第 4950 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「脱炭素化の本命、

水素・燃料アンモニアの可能性と想定される課題」』 

開催日時  2022 年 8 月 19 日（金）13:30～15:30 

講師    島 美穂子 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 
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