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水素・アンモニア支援施策の最新動向 
 

Ⅰ. はじめに 
Ⅱ. サプライチェーン構築支援 

Ⅲ. 供給インフラ整備支援 

Ⅳ. 今後の展望 
 

 

Ⅰ. はじめに 
 

本年 1 月 4 日に、資源エネルギー庁から、水素・アンモニアの導入支援施策に関する

中間整理（以下「中間整理」といいます。）が示されました 1。 

水素・アンモニアは、昨年 12 月に GX 実行会議が取りまとめた GX 実現に向けた基

本方針（案）が「カーボンニュートラルに向けた突破口となるエネルギーの一つ」と位

置付け、その導入促進に向けて、大規模かつ強靭なサプライチェーンを構築するための

包括的な制度準備を進めるものとしていました 2。中間整理は、このような GX 実行会

議における水素・アンモニアの導入促進政策を背景として、支援制度に関する資源エネ

ルギー庁の有識者会議におけるこれまでの議論を整理したものです。 

中間整理は、以下の 2 つの支援制度から構成されています。①は水素・アンモニア供

給のサプライチェーンを構築する側面から、②は供給と需要が交差する産業集積を促す

側面から、それぞれ支援の骨格を示しています。 

 

① 強靭な大規模サプライチェーン構築に向けた支援制度 

② 効率的な水素・アンモニア供給インフラの整備支援制度 

 

本稿では①②のそれぞれについて、その背景にある基本的な考え方と、支援制度の具

体的な内容について解説します。 

  

 
1 令和 5 年 1 月 30 日 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 「水素政策小委

員会 / 資源・燃料分科会  アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会  合同会議  中間整理」
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/20230104_1.pdf 
2 令和 4 年 12 月 22 日 GX 実行会議「GX 実現に向けた基本方針（案）～今後 10 年を見据えたロード

マップ～」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai5/siryou1.pdf 
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Ⅱ. サプライチェーン構築支援 
 

1. 基本的な考え方 

 

第 6 次エネルギー基本計画は、2030 年時点における国内の水素年間需要を最大 300

万トンと想定していますが 3、現状、水素・アンモニアの供給コストは既存燃料に比

べて高価な状況です。そこで、強靭な大規模サプライチェーンを構築することによっ

て供給コストを低減させ、将来的な水素・アンモニアの自立的な市場形成を目指すの

がこの施策です。 

この施策は、第 6 次エネルギー基本計画において「エネルギー政策の原則」と位置

付けられた S+3E（安全性・安定供給・環境性・経済性）を前提として制度を構築す

るものとされています。 

 

2. 支援範囲 

 

（1）支援対象者 

支援制度を構築するにあたって、まずは支援対象として、水素・アンモニアの供

給者を直接支援するか、需要家の購入費を支援することで間接的に供給者を支援す

るか、という二つの方法がありますが、中間整理では、大規模投資リスクを負う供

給者側を支援することとしています。 

また、水素・アンモニア関連の技術は発展途上の段階にあり、将来が正確に見通

せるものではないため、このような不確実性が高い状況下でもリスクを取って投資

を行う「ファーストムーバー」（2030 年頃までに供給を開始する予定である事業者）

を支援することを施策の焦点としています。 

 

（2）支援範囲 

供給者側に着目すると、水素・アンモニアの主な供給ルートには国内製造と海外

製造・海外輸送の 2 通りがあります。エネルギー安全保障の観点からは国内製造の

ルートが重視されるべきですが、現実的には国内製造のみでは大量供給が見通せな

い状況であることから、中間整理では、国内製造と海外製造・海外輸送の双方を支

援範囲に含めるものとしています 4。 

このように、国内製造と海外製造の双方を含める前提で供給ルートを大別すると、

以下の 3 タイプに分けられます。中間整理ではこのうち①を優先して支援対象とし

つつ、②③も支援対象に含めています。 

  

 
3 令和 3 年 10 月 資源エネルギー庁「エネルギー基本計画」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf 
4 更に、海外製造・輸送のルートのうち、MCH をキャリアとする案件に関しては、国内貯蔵後の脱水素

設備等での変換コストも支援範囲に含めるものとされています。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf
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支援対象となる供給者のタイプ 

① 自ら製造・輸送して需要家に販売 

② 第三者（海外）から調達した水素・アンモニアを需要家に販売 5 

③ 自ら製造・輸送して自ら使用（自家消費）6 

 

（3）低炭素基準 

水素・アンモニアの導入促進はカーボンニュートラルの達成を目的としています

ので、支援対象となる水素・アンモニアは原則としてクリーン（グリーン水素・ブ

ルー水素）であることを条件としています。但し、例外的に脱炭素化までの見通し

が説明可能なグレー案件も支援対象に含めることとされています 7。 

なお、中間整理では、水素・アンモニアの製造等に係る CO2 排出量の閾値・測定

方法 8について、複数の民間事業者団体からの提案を参考として記載しつつ、具体的

な内容は今後の詳細設計に委ねるものとされています 9。 

 

3. 支援の内容 

 

（1）支援制度の骨格 

供給者に対する支援の方法としては以下の 2 通りが考えられます。中間整理では、

将来的なサプライチェーンの自立化を見据えて、需給のマッチメイキングを市場に

委ねる市場型を前提とした値差支援の制度を採用しています。 

 

(i) 市場型（採用案） 

供給者と需要家が直接取引することを前提として、政府が供給者に対して、事

業が成立する価格水準と実際の販売価格との価格差を支援する方式（値差支援・

Contract for Difference; CfD とも呼ばれます。）です。 

 

 
5 国内の第三者から調達した水素・アンモニアの需要家に対する販売は、「国内の第三者」を水素の供給

者としてタイプ①とみなされます。 
6 但し、自家消費については、外部に需要家が現れた際に適切に取引に応じることが前提とされていま

す。 
7 合同会議においては、クリーン化までの移行期間を設定し、かつ、支援期間に上限を設けることで、

クリーン水素・アンモニアへの速やかな移行を設ける措置を併せて整備する案が提案されています。 
8 CO2 のライフサイクル（原料供給→輸送・貯蔵・前処理→製造・処理→輸送・貯蔵→利用→リサイク

ル・処分）の中で、どこからどこまでを CO2 排出量算定の境界線（Boundary）とするか、という点が

特に問題となります。 
9 支援対象となる CO2 排出量については、一律の閾値を設けるのではなく、CO2 排出の低減量に応じ

て支援額を変える制度も検討することとされています。 



 

 

 
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。 

© 2023 Mori Hamada ＆ Matsumoto. All rights reserved. 

4 
 

(ii) 買取型（不採用案） 

政府の支援を受けた取引仲介企業が、供給者から長期・固定価格で水素・アン

モニアを購入した上で、需要家に別途販売する方式です。 

 

 
 

（2）値差支援の内容 

市場型における値差支援の具体的な内容としては、供給者が需要家に販売する水

素・アンモニアについて、「基準価格」と「参照価格」をそれぞれ定め、「基準価格」

が「参照価格」を上回った場合にその差額の全部又は一部を補助することとされて

います。但し、逆に、「参照価格」が「基準価格」を上回った場合には、事業者は超

過分を国に返還することで、支援を受けることとのバランスを取るものとされてい

ます。 

 

制度の骨格（イメージ） 

 
※ 中間整理 89 頁の図を引用 

 

(i) 基準価格 

事業継続に要するコストを合理的に回収でき、かつ、適正な収益を得ることが

期待される価格です。設定方法としては、操業費等を含めた製造・輸送コスト

と合理的な利益水準をベースに、あらかじめ事業者が算定する方式（フォワー

ドルッキング方式）によるものとされています。なお、制度初期には見通しが

難しい点があることを踏まえ、ファーストムーバーについては、基準価格をプ
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ロジェクトベースで設定し 10、また、一定期間ごと（たとえば 5 年ごと）に事

業実績と見通しに合わせて見直すことが想定されています。 

 

(ii) 参照価格 

需要家への販売価格です。本来であれば「水素の市場価格」や「アンモニアの

市場価格」が指標として用いられるべきですが、現時点ではそのような市場が

存在しないため、既存燃料のパリティ価格 11を基礎として設定するものとされ

ています 12。具体的には、導入初期においては原則として、水素は天然ガス価

格を、アンモニアは石炭価格をそれぞれの参照価格とするものとされています。 

 

（3）支援期間 

支援期間は、原則 15 年間としつつ、最長 20 年間までの延長を検討するものとさ

れています。これは、水素・アンモニアの製造設備や輸送に使う船舶などのインフ

ラ設備の償却期間が一般的に 15 年程度であることを考慮したものです。 

 

4. 選定方法 

 

選定方法には、公募入札方式と、案件ごとの個別審査方式が考えられます。このう

ち、ファーストムーバーについては、サプライチェーンの立上げというエネルギー政

策にとって重要な存在であることから、戦略的な観点で個別審査によって選定される

ものとされています。他方で、セカンドムーバー以降についてはコスト低減に主眼を

置いた公募入札方式が想定されています。 

実際のファーストムーバーの案件選定に際しての評価項目としては次頁の項目案

が大枠として提示されています。また、エネルギー安全保障の観点から、国内におい

て大規模サプライチェーンを構築し価格低減が見込まれる案件については、自治体等

のコミットを要件として優先的に支援するものとされています。更に、ファースト

ムーバーに製造コストを下げるインセンティブが働く仕組みを導入する観点から、案

件選定時だけでなく、選定後の目標達成に向けた取組に対する事後評価も検討されて

います。 

  

 
10 基準価格を事業者が算定する場合、事業者としては設備稼働率が低いほどコストが高くなるため、設

備稼働率を保守的に設定することが予想されます。そこで、案件採択時に目標稼働率に下限を設ける対

策や、目標稼働率を超過する稼働が続いた場合に基準価格の見直しを行う対策等が検討されています。 
11 「パリティ価格」とは、水素・アンモニアと比較して、同じ熱量もしくは仕事を得るのに必要な燃料

の市場価格をいいます。 
12 なお、水素・アンモニアの取引価格は、実際には、既存燃料のパリティ価格に環境価値が付加された

価格となることが考えられます。中間整理では、この環境価値は最終消費者が負担すべきという原則を

述べつつ、実際の環境価値については他制度の動向も参照しながら定期的に見直すこととしています。 
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案件評価項目案 

(1) 安全性（Safety） 

(2) 安定供給（Energy Security） 

(3) 環境性（Environment） 

(4) 経済性（Economic Efficiency） 

(5) 事業実現の確実性（2030 年・2050 年目標との整合性） 

(6) 国や地域の経済・産業への波及効果 

 

 

Ⅲ. 供給インフラ整備支援 
 
1. 基本的な考え方 

 

前述のとおり、第 6 次エネルギー基本計画は、2030 年時点における国内の水素年

間需要を最大 300 万トンと想定しています。今後大量に必要となる水素・アンモニア

を安定的かつ安価に供給するには、大規模な需要を創出すると同時に、効率的なサプ

ライチェーンを構築することが必要です。そこで、その両者を可能とするような産業

集積拠点である「カーボンニュートラル燃料拠点」の形成を支援するのがこの施策で

す。 

 

2. 支援対象 

 

中間整理においては、今後 10 年間程度で、（i）大都市圏を中心に 3 ヶ所程度の大

規模拠点を、また、（ii）地域に分散して 5 ヶ所程度の中規模拠点を、それぞれ整備す

ることを想定しています。 

そして、拠点において支援対象とする設備は共用インフラを念頭に置くものとして

おり、共用インフラは水素・アンモニアの受入・貯蔵・配送・脱水素及びこれらに付

随する CO2 の回収・貯蔵・配送に用いる設備を対象とするものとしています。個社

所有の設備であっても、そこを起点として第三者に供給する場合には支援の対象とさ

れますが、需要家の個社利用設備については対象外とされています。 

 

3. 選定方法 

 

（1）拠点選定プロセス 

拠点の選定にあたっては、サプライチェーン構築支援と同様にファーストムーバー

を手厚く支援する制度設計とするものとしています。具体的には、以下の 3 段階に分

けて支援を実施し、各段階においてステージゲートを設けて事業の継続可否・フェー
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ズの移行可否を判断していくことで、フェーズの移行とともに支援対象を限定してい

き、有望な拠点候補地を重点的に支援する方針としています。 

 

支援のフェーズ 

① 拠点整備計画策定のための実現可能性調査（FS） 

② 詳細設計（FEED） 

③ インフラ整備 

 

もっとも、拠点整備時に利用する技術の成熟度合いや拠点候補地の性質により、拠

点ごとに社会実装までのタイムラインが異なるため、全ての拠点形成支援を同一のタ

イムラインで実施することはできず、複数のタイムラインで実施する仕組みが必要と

されています。すなわち、利用される技術の技術成熟度レベル（TRL）が一定程度（た

とえば 8）を超えてから一定期間内に③インフラ整備の支援を行うものとし、それを

前提として、①FS 支援と②詳細設計支援の期間を用意することが想定されています。 

 

（2）評価項目 

拠点形成時に考慮すべき項目としては、①実現可能性、②地域への影響、③水素・

アンモニアの取扱数量、④CO2 削減量、⑤イノベーションが挙げられています。具体

的な評価項目については、拠点の特性に応じた評価項目を設定したうえで、事業

フェーズに応じた評価を行うものとされています 13。 

 

4. サプライチェーン構築支援との連携 

 

拠点整備支援の制度は、サプライチェーン構築支援の制度と組み合わさることで、

調達から利用拠点までの一貫した支援となり、より効果を発揮します。そこで、拠点

（又は将来的に支援対象となり得る拠点）を通じた水素・アンモニア供給を、サプラ

イチェーン構築支援制度においても優遇する仕組みとすることが検討されています。 

 

Ⅳ. 今後の展望 
 

中間整理においては、2022 年 3 月にスタートした「水素政策小委員会／資源・燃料

分科会 アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会 合同会議」における議論の成果がまとめ

られました。これによって水素・アンモニアの支援制度の大枠が固まり、今後は各支援

制度の詳細設計に向けて議論が加速していくものと思われます。 

もっとも、詳細設計の段階においてもいくつか注目すべき点が残されています。たと

えば、サプライチェーン構築支援制度における支援対象となる水素（クリーン水素等）

 
13 なお、制度運用主体としては、政府が主体を担いつつも、専門性・中立性の観点から専門家の意見を

反映させる仕組みが検討されています。 
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の認定に関する低炭素基準は未定であり、その認証機関に関する設計も今後の議論に委

ねられています。また、支援開始後に期中のモニタリングを行う執行機関の詳細につい

ても、中間整理の段階では検討段階にあります。更に、カーボンプライシングの導入と

いった他制度との関連・連携についても今後の検討を要するところであり、引き続き制

度の詳細設計の議論に注目していく必要があるものと思われます。 

当事務所では、国内外の動向をフォローし、政府の制度設計を支援するとともに、引

き続きクライアントの皆様に最新の情報を提供してまいります。 

 
 

セミナー 
 セミナー  『カーボンニュートラルを実現する 脱炭素電源としての水素・ア

ンモニア制度の進展～環境価値取引の基本から長期脱炭素電源

オークションまで～』 

開催日時  2023 年 2 月 6 日（月）13:00～15:00 

講師    木山 二郎、塩見 典大 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

 セミナー  『第 5071 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「コーポレート PPA

の法規制と契約条項」』 

開催日時  2023 年 2 月 14 日（火）13:30～15:30 

講師    木村 純 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  【申込受付中】MHM プレミアム Live セミナー「カーボン・クレジッ

トを巡る実務の最新動向」 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）14:00～16:00 

講師    【森・濱田松本法律事務所】 

 佐藤 正謙、武川 丈士、久保 圭吾、大木 健輔 

 【経済産業省】 中山 竜太郎 氏（ゲスト講師） 

 【株式会社東京証券取引所】 松尾 琢己 氏（ゲスト講師） 

主催      森・濱田松本法律事務所 

【お申込みに関して】 

会員制ポータルサイト「MHM マイページ」にてお申込みを受け付けいたします。

（申込期限：2023 年 2 月 15 日（水）） 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

 

https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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 セミナー  『脱炭素時代における再エネ投資の最前線～M&A、FIP、コーポレー

ト PPA、制度改正の最新動向を専門の弁護士が解説～』 

開催日時  2023 年 2 月 28 日（火）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 

 

NEWS 
 The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて当事務所は日本における Projects and 

energy を含む 16 の分野で上位グループにランキングされ、当事務所の弁護⼠が

各分野にての高い評価を得ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）においても Projects and energy を含む 8

の分野で上位グループにランキングされ、ミャンマー（Myanmar Legal MHM 

Limited）、ベトナムにおいても複数の分野で上位グループにランキングされ、各

オフィスに所属する弁護士が各分野にて高い評価を得ております。 

Projects and energy の分野では以下の弁護士が選出されています。 

 

Japan 

Leading Individuals：小林 卓泰、石川 直樹、岡谷 茂樹 

Next Generation Partners：村上 祐亮、末廣 裕亮 

Rising Stars：野間 裕亘 

 

Thailand 

Hall of Fame：ジェッサダー・サワッディポン 

Leading Individuals：ジョセフ・ティスティウォン 

 

 Chambers Asia-Pacific 2023 にて高い評価を得ました 
Chambers Asia-Pacific 2023 で、当事務所は日本における Projects & Energy を

含む 17 の分野で上位グループにランキングされ、Projects & Energy の分野では

小林 卓泰 弁護士、岡谷 茂樹 弁護士、末廣 裕亮 弁護士、村上 祐亮 弁護士が

高い評価を得ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）では Projects & Energy を含む 9 の分野で

上位グループにランキングされ、Projects & Energy の分野ではジェッサダー・サ

ワッディポン 弁護士、ジョセフ・ティスティウォン 弁護士が高い評価を得まし

た。 

ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）、及びベトナムにおいても複数の分

野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士がその分野で

高い評価を得ております。 
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 ジャカルタオフィス業務開始のお知らせ 
当事務所は、2023 年 1 月 1 日より、インドネシアの現地法律事務所である ATD 

Law との業務提携を開始し、ATD Law in association with Mori Hamada & 

Matsumoto という形で、弊事務所のジャカルタオフィスとして、本格的な業務を

開始いたしました。 

 

ジャカルタオフィスには、パートナーの竹内 哲 弁護士が所属予定であることに

加え、アソシエイトのシャハブ 咲季 弁護士が常駐いたします。竹内弁護士は、

M&A/コーポレートの分野において高い専門性を有し、ジャカルタ駐在（2014 年

～2017 年）後、シンガポールから東南アジア全域の M&A 案件及びインドネシア

案件（M&A、ジョイント・ベンチャー、労務、贈収賄、不正調査、債権回収、倒

産、紛争解決等）を幅広く手掛けて参りました。 

 

ATD Law は、2022 年 10 月に開設した現地法律事務所であり、インドネシアに

おいて既に高い評価を受けており、M&A/コーポレート/金融/通信/テクノロジー

分野への知見が特に深い Abadi Abi Tisnadisastra 弁護士が代表を務めます。ま

た、ATD Law には、バンキング・ファイナンス分野への知見が深い新進気鋭の

Alfa Dewi Setiawati 弁護士がパートナーとして、また、当事務所のシンガポール

オフィスにて幅広いインドネシア案件を長年手掛けてきた Robbie Julius 弁護士

がカウンセルとして参画し、弁護士数 10 名を擁する体制となっており、インド

ネシア業務に関して幅広いリーガル・サービスを提供できる体制が整いつつあり

ます。 

 

インドネシアは、法制度・実務運用が複雑であり従来よりリーガルニーズが高い

国ですが、今後更に巨大な消費マーケットに裏打ちされた各種産業の多様化・深

化が見込まれ、そのリーガルニーズも日々多様化しています。ジャカルタオフィ

スでは、ジャカルタの現地から、当事務所がこれまで培ってきたインドネシア案

件の豊富な経験も活かし、多様化するクライアントの皆様からのニーズに対して、

最良のクライアント・サービスを提供できるよう取り組んで参ります。そして、

当事務所の日本・シンガポール・バンコク・ベトナム・ミャンマー・中国の各オ

フィスのメンバーとも協働することにより、国内外の幅広いクライアントの皆様

からの多様なご依頼へ対応することを通じて、さらなるリーガル・サービスの向

上、インドネシア業務の深化を目指します。 

 

ジャカルタオフィス、当事務所の全弁護士の総力を結集して、インドネシアを含

むアジア全体でのニーズ、グローバルなニーズにも対応できる体制を充実させる

ことにより、クライアントの皆様の Firm of Choice であり続けられるよう、事務

所一丸となって取り組んで参る所存です。 
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 パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 
本年 1 月 1 日付にて、下記の 18 名の弁護士および 1 名の税理士がパートナーに

就任いたしました。 

 

【パートナー】 

濵 史子、西本 良輔、野間 裕亘、若林 功晃、北 和尚、佐藤 喬洋、北山 昇、喜

多野 恭夫、川端 遼、五島 隆文、立石 光宏、金村 公樹、御代田 有恒、廣田 雅

亮、内津 冬樹、福田 剛、奥田 亮輔、パヌパン・ウドムスワンナクン 

【パートナー税理士】 

間所 光洋 

 

また、同日付で 16 名の弁護士および 1 名の税理士がカウンセルに就任いたしま

した。 

 

【カウンセル】 

森田 茉莉子、秋月 良子、島田 里奈、白根 央、蔦 大輔、石田 渉、二村 佑、桑

原 秀明、立川 聡、笠間 周子、ソニ・ティワリ、パタナワツ・ナンタウォーワー

ツ、ピティポーン・アナンタセーツ、サランポーン・チャイアナン、ピヤワンニー・

ワタナサコンパン、ジラユ・サングァンケーウ 

【カウンセル税理士】 

丸山 木綿子 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。 

引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

 新人弁護士（42 名）が入所しました 
2022 年 12 月 20 日付にて、以下の新人弁護士が入所いたしました。 

 

石河 有彩、青木 瑠、伊賀 慧、池田 創人、石川 稜也、泉谷 美沙、伊藤 竜之介、

岩並 野乃佳、小俣 香琳、木村 信太郎、金 伽耶、倉岡 龍一、小髙 綾太、権藤 

陽祐、佐々木 里紗、島田 泰河、島田 真志、正田 和暉、助川 結理、孫 亨、髙

津 洸至、舘 貴也、田中 達基、戸川 匠、根本 拓弥、野々口 華子、橋永 果南、

平田 亜佳音、平松 直樹、福江 真治、福本 澪、前川 涼、松本 光資、松本 華子、

松山 莉奈、三鍋 真歩、森 康明、矢野 皓大、籔本 凌、山下 泰周、山屋 大輝、

鑓野目 真由 

（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 


