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水素社会の実装に向け動き出した「欧州水素戦略」 

―欧州は水素利用のトップランナーに？― 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

■ 欧州委員会が 2020 年 7 月に発表した「欧州の気候中立に向けた水素戦略」（以下「欧

州水素戦略」）は、水素社会の段階を実証実験から社会への実装に移行させるもので、

2017 年に策定された日本の水素基本戦略に比べて高い目標を掲げている。 

■ 野心的といってもよい目標を掲げている背景として、地球温暖化防止に向け、再生可

能エネルギーの最適な利用、化石燃料が大半を占める熱エネルギー源の置き換えとい

ったことが不可欠になっており、水素の利用拡大が有効策として認識されていること

が挙げられる。 

■ 欧州では、以前より再生可能エネルギー由来の電力を使って水を電気分解して水素を

生成する仕組みの開発、燃料電池車や熱電併給型の燃料電池のコスト低減や普及拡大

といった取り組みが域内全体で進められており、欧州水素戦略はその総仕上げといえ

る。 

■ 欧州水素戦略が実行される過程で水素分野への投資拡大が期待され、市場の成長が期

待できる。市場は巨大かつ裾野が広いため、日本企業の参入余地は大きい。 

■ 日本の水素利用に向けた政策や具体的な取り組みはタコツボになりがちであり、利用

拡大に向けた明確な司令塔も見えない観がある。「脱炭素化の加速に向けて水素利用を

拡大する」という意思がみえる欧州水素戦略を参考にするならば、水素の利用拡大に

向け、水素関係者だけでなく、発電事業者や産業界などと連携し、「脱炭素に向け、い

かにして水素を利用していくか」について考え、取り組んでいく必要があるだろう。 
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１ 水素社会の実装に向け動き出した EU 

（1）欧州における水素社会の構築は実装段階に 

 フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は、2019 年の就任時に目玉政策として「欧州

グリーンニューディール」を打ち出し、同年 12 月に公表した。これは、2050 年までに二

酸化炭素の実質的な排出量をゼロ（カーボンニュートラル）にするという野心的な政策で

ある。本政策は、カーボンニュートラルを達成するには、水素の活用など画期的な取り組

みを欠かせないため、法整備や投資誘導・拡大などによって推進しようというものであ

る。 

 そして、欧州グリーンニューディールに基づき、2020 年 7 月に欧州連合（EU）の行政

機関である欧州委員会が公表したのが「A Hydrogen Strategy for a climate neutral 

Europe（欧州水素戦略）」である。これは、水素社会の実現に向けた取り組みを実証実験

から社会実装にステップアップするために策定されたもので、脱炭素化や水素社会の構築

に向けた取り組みを下敷きにしている（図表 1）。そして、欧州水素戦略の策定と同時に、

水素関連の多様な投資事業のプラットフォームとして欧州クリーン水素アライアンスが設

立された。 

 

図表 1 水素社会の構築に向けた欧州の取り組み 

 

注：水を再生可能エネルギー由来の電力で電気分解し、生成された水素のこと。 

出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成 

 

 なお、欧州水素戦略は、基本的に再生可能エネルギー由来の電力によって水を電気分解

（以下、水電解）して生成された、いわゆる「グリーン水素」の活用を前提としている。

本稿においても、この点に注目して動向を紹介する。 

 

  

取り組み名 概要

欧州水素・燃料電池官民
パートナーシップ（FCH JU）

2008年に欧州委員会と産業界が共同で設立した官民パートナーシップで、欧
州全体の水素・燃料電池技術開発・実証に取り組んでいる。親プログラムであ
るHorizon2020の期間満了に伴い、2021年以降はクリーン水素パートナーシッ
プが同様の役割を担う予定。

欧州水素・燃料電池協会
2018年に発足した欧州の水素利用に関する業界団体で、民間企業、研究機
関、欧州各国の水素関連機関などが参画

クリーン・プラネット・フォー・
オール

欧州委員会が2018年に公表したもので、2050年に温室効果ガス排出量を80～
95％削減し、「気候変動中立経済」（climate-neutral economy）を実現するため
のロードマップ。基本シナリオの中でグリーン水素の大規模活用、グリーン水
素（注）を原材料とする合成燃料の大規模活用が盛り込まれている。

欧州水素ロードマップ

FCH JUが2019年に公表したもので、欧州における水素・燃料電池の開発に関
する包括的な考えをまとめたもの。本ロードマップでは2030年までに必要な水
素の生成量と、水電解設備の容量を「40GW」まで引き上げる必要があるとの見
通しが示された。

2×40GWグリーン水素イニシ
アチブ

欧州水素・燃料電池協会が2020年4月に発表したもので、2030年までに欧州
域内で40GW、欧州域外で40GWの水電解設備を展開し、域内生産と域外から
の輸入で必要な水素をまかなおうというものである

国家水素戦略（ドイツ）
ドイツが2020年6月に公表したもので、同国が同年7月から欧州理事会の議長
国を務めていることや、グリーン水素の利用拡大に積極的なことから、欧州水
素戦略の策定にあたっても参照されている
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（2）欧州水素戦略の目標 

 2050 年のカーボンニュートラル実現に向け、欧州水素戦略は、グリーン水素を 2030 年

までに年産 1000 万トン、水電解コストを化石燃料由来の水素と同等にまで引き下げるな

ど高い目標を掲げている（図表 2）。 

 

図表２ 欧州水素戦略の目標 

 
出所：各種資料を基に東レ経営研究所作成 

 

 参考までに、日本が 2017 年に策定した水素基本戦略で掲げた目標は、コストが 2030 年

までに 30 円/Nm3、水電解コストが 2030 年までに 5 万円/kW である。また、2020 年 12

月に策定された「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、導入量の

目標を 2030 年までに 300 万トン（うちグリーン水素 42 万トン以上）としている。さら

に、現時点で世界有数のグリーン水素生成プラントである福島水素エネルギー研究フィー

ルド（生産能力 10MW）と同等の能力を持つ施設を建設すると仮定した場合、欧州水素戦

略の目標達成には 600 カ所もの施設を 2024 年までに設ける必要がある。 

 こうした点を踏まえると、日欧の経済規模の差などを考慮したとしても欧州水素戦略の

掲げる目標の高さがうかがえる。 

 

（3）欧州水素戦略の主要な取り組み 

 欧州水素戦略においては、広範な取り組みが予定されている（図表 3）。 

  

取り組み期間 2020年～2024年 2025年～2030年 2030年～2050年

主な取り組み

・水電解施設の建設
推進
・二酸化炭素貯留
（CCS）の適用による
化石燃料由来水素の
低炭素化（いわゆる
「ブルー水素」）
・規制、制度の確立

・グリーン水素のコス
ト競争力強化、CCS
による水素生産の低
炭素化の強化
・欧州全体の水素供
給網の整備
・補助金などによる投
資の誘導

・グリーン水素の生産
規模が大幅に拡大
・化石燃料由来の水
素の大半をグリーン
水素に転換

コスト

17～34円/Nm3

（CCSを適用した化石
燃料由来の水素コス
トと同等）

11～23円/Nm
3

（化石燃料由来の水
素コストと同等）

8～17円/Nm3

水電解コスト 300～600ユーロ/kW 250～500ユーロ/kW 200ユーロ未満/ｋW

目標グリーン水素生産能力 6GW 40GW

目標グリーン水素生産量 100万トン 1000万トン
-
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図表３ 欧州水素戦略における取り組み（概要） 

 
出所：欧州委員会「A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe」を基に東レ経営研究所作成 

 

 欧州水素戦略の取り組みを見ると、技術開発や導入促進の支援策に加え、投資の導入拡

大、制度の整備、国際連携の強化といった、より実効性を持たせるための施策にも目配り

していることが特徴となっている。また、コロナ禍からの復興支援など、他の政策との連

携も意識しており、欧州が一丸となって水素社会の構築に取り組む姿勢がうかがえる。 

 なお、ドイツ、フランス、スペインなど EU 各国、さらにはノルトライン・ヴェスト・

ファーレン州やバイエルン州（いずれもドイツ）といった一部の地方自治体では、独自の

水素戦略を策定している。これは、こうした国々や地域では、石炭・褐炭からエネルギー

源を転換する必要に迫られている（ドイツなど）といった課題を解決するとともに、水素

関連の産業が集積している（ドイツ、フランスなど）、古くからパイプライン網が張り巡ら

されている（ドイツ）、再生可能エネルギーや原子力などカーボンフリーな電力を安価に使

える（フランス、スペインなど）といった強みを生かすものとして、水素社会の構築に関

心が集まっているためである。 

 

２ 欧州水素戦略の背景にあるものは？ 

 欧州水素戦略は、脱炭素化に向けて水素が果たす役割が重要であるとともに、水素社会

の構築に向けて課題もあるとして策定された。本節では、欧州水素戦略で挙げられた、水

素利用拡大のメリット、欧州の優位点、利用拡大に当たっての課題について紹介する。 

 

（1）期待される広範な利用と二酸化炭素の排出量削減 

 EU がエネルギー源として水素に注目している背景に、水素は化学原料、再生可能エネ

ルギーの貯蔵・運搬、燃料など利用方法が多様なうえ、利用先の産業も工業、運輸、エネ

ルギー、不動産など裾野が幅広いことが挙げられる。 

 そして、水素は利用時に二酸化炭素を排出しないため、バスやトラックなど大型自動車

の輸送燃料のような化石燃料への依存度が高い分野において水素への転換を進めること

で、二酸化炭素の排出量削減も進めることができる。 

 

取り組み分野 取り組みの概要

投資
・官民から広く水素関連の投資を集める筋道を2020年末までに作るとともに、2021年以降は
戦略投資の促進を支援

・燃料電池車の導入推進や合成燃料の利用促進といった形で、モビリティ分野における利用
拡大を働きかけ

・再生可能エネルギー由来の電力を使用した、水電解による水素生成の取り組み支援

・グリーン水素やブルー水素の標準規格や認証制度の導入

・水素ステーションの整備

・多様な水素補給インフラの整備

・インフラ整備に関わるルールの整備

・100メガワット級の水電解設備、グリーン空港・港プロジェクトの立ち上げ

・クリーン水素パートナーシップを設立し、グリーン水素の生成、貯蔵、輸送、供給、さらには
価格競争力に関わる技術開発を推進

・水素バリューチェーンの構築支援

・水素分野におけるEUのリーダーシップ強化

・ウクライナなど近隣諸国との連携強化

・アフリカ連合（AU）との連携強化

水素の需要、生
成規模の拡大

国際連携

水素技術の研究
および革新の促
進

スキーム、市場
ルール、インフラ
整備計画の策定
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（2）再生可能エネルギーだけでは困難な脱炭素化 

 再生可能エネルギーは主として発電に用いられているため、電動化に限度がある分野

や、そもそも熱需要や化学原料の製造といった電動化できない分野については脱炭素化の

手段として用いることができない。電動化に限度がある分野として、航空機やトラックや

バスといった大型車の分野が挙げられる。航空機の場合、電動化の動きは一部で見られる

ものの、速度や経済性などの面からジェット機が引き続き主力となるため、脱炭素化を進

めるには実質的に二酸化炭素を排出しない燃料の導入が欠かせない。また、トラックやバ

スといった大型車両の場合、電気自動車（EV）ではエネルギー補給に多大な時間がかかっ

てしまいがちで、特に長距離を走る場合は実用性が低くなる。 

 グリーン水素を使って燃料電池などで熱電供給したり、製鉄などで使われている化石由

来の水素をグリーン水素に転換したり、さまざまな場所で回収された二酸化炭素とグリー

ン水素を組み合わせてグリーン燃料を生成したりすることで、再生可能エネルギーではカ

バーできない分野も脱炭素化が進められる。また、大型車両など電動化に限界がある分野

も、燃料電池車（FCV）であれば EV の 10～15 倍（FCH JU 試算）、時間にして 5～10

分程度と既存のガソリン車やディーゼル車と大差がない速さでエネルギー補給が可能であ

り、脱炭素化が図れる。 

 

（3）グリーン水素の生成技術で優位に立つ欧州 

 欧州では、再生可能エネルギーの利用が活発に行われており、欧州統計局によれば、

2019 年にはエネルギーの 19.7％が再生可能エネルギー由来となっている。他方、さらな

る利用拡大に当たっては、再生可能エネルギー発電に適した地域や季節の偏り、送電網の

負担増加など課題も多い。 

 グリーン水素の生成・利用拡大は、再生可能エネルギー発電の課題解消・さらなる利用

拡大を後押しする。これは、電力が余剰なときはグリーン水素の生成に充て、貯蔵や輸送

をすることで、電力が不足している時期には燃料電池で発電したり、需要地にパイプライ

ンなどを通じて供給したりして、再生可能エネルギー発電の変動を小さくするとともに、

発電の余地が小さい大都市圏などでも水素を活用することで再生可能エネルギーによる脱

炭素化の恩恵を受けることができる。 

 欧州は、再生可能エネルギーの利用が域外に比べて進んでいた分、利用拡大に向けた課

題も早期から認識されていた。そのため、欧州では再生可能エネルギーをグリーン水素に

変換する「Power to Gas（以下、P2G）」による大容量エネルギー貯蔵などに取り組んで

おり、水電解による水素生成技術において優位に立っている。こうした優位性を生かすこ

とで、次世代の産業育成を進め、世界の水素社会構築に関わる市場の獲得を図ろうとして

いる。 

 

（4）依然として存在する課題 

 欧州における水素社会の構築は、前述したようなさまざまな効果が期待できる一方、取

り組みにあたっての課題は少なくない。まず、グリーン水素の生成コストは、化石燃料は

もとより、化石燃料由来のいわゆるグレー水素に比べても高く、利用拡大を進めるうえで

生成コストの引き下げ、例えば水電解で使用する電力料金の戦略的な引き下げ、生成効率

の向上などが欠かせない。 

 また、欧州全体でグリーン水素の利用を進めるには、必要な量を生成し行き渡らせるた
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めの生成設備、パイプラインのような生成施設から遠方の需要地まで安全・安価に輸送で

きる手段や水素ステーションなどの供給施設といったインフラ整備が不可欠である。 

 こうした課題の解決は膨大な投資や技術開発が必要なため、1 国だけでなし得るもので

はない。また、取り組みのスケールメリットを獲得するには、生成から供給に至るサプラ

イチェーンを構築し、どの国でも水素が利用できる体制の整備を進めることが欠かせな

い。 

 欧州水素戦略が策定されたのも、まさに「欧州全体が一丸となって水素社会の構築に向

けた課題を解決し、利用拡大に取り組む」という姿勢の表れといえよう。 

 

３ 欧州における水素利用の展望と取り組み 

（1）欧州水素ロードマップに見る水素活用の拡大に向けた取り組みの方向性 

 欧州水素戦略の下地の一つとして、欧州水素ロードマップが挙げられる。本ロードマッ

プは 2050 年までの長期的な視点から策定されたもので、欧州で水素社会が構築された際

のインパクトを見るうえで参考になる（図表 4）。 

 

図表４ 欧州で水素社会が構築された際のインパクト 

 

出所：Bart Biebuyck「第 17 回水素・燃料電池展セミナー資料」を基に 

東レ経営研究所作成 

 

 まず注目されるのが、大きな削減が見込まれる二酸化炭素の排出量である。2050 年の二

酸化炭素排出量の見込みは、踏み込んだ対策を行わない場合のプランにおける 2050 年の

排出量は 18 億 4,000 万トンであるが、2℃目標1を達成するには 7 億 7,100 万トンまで抑

制する必要がある。そして、2℃目標とのギャップである 10 億 7,000 万トンを埋め合わせ

るうえで、水素社会の構築によって 5 億 6,000 万トンもの二酸化炭素の排出量が削減され

ることは重要な意味を持つ。 

 また、市場規模に関しても 2050 年には 8,200 億ユーロ（約 100 兆円）まで成長すると

期待されており、新たな産業育成策としても水素社会の構築に注目が集まっている。 

 

 
1 産業革命期に比べ、平均気温の上昇を 2100 年までに 2℃以下に抑えるために必要な取り組み目標のこ

と。 

分野 インパクト

エネルギー需要に占める水素の割合 ～24％

排出二酸化炭素の削減量 ～5億6000万トン

水素関連の年間収益
（水素、関連機器の合計）

8200億ユーロ

陸上交通手段に由来する
窒素酸化物の削減量

～15％

水素関連産業が生み出す新規雇用 ～540万人
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（2）欧州における水素社会の構築に向けた多様な取り組み 

 新たなエネルギー源として、ドイツなどでは古くから水素の活用に向けた取り組みが進

められてきたが、2008 年に運輸とエネルギーシステムを中心に包括的に研究開発・実証プ

ロジェクトを欧州域内で連携して実施する「欧州水素・燃料電池官民パートナーシップ

（FCH JU）」が発足した。これにより、巨額の資金を投じやすくなり、2014～20 年にか

けては 13.3 億ユーロもの資金を Horizon20202から得て、227 のプロジェクトが実施され

ている。 

 FCH JU は、欧州水素ロードマップで掲げた 2050 年の野心的なビジョンを実現するた

めに達成されるべき高度目標を図表 5 のとおり設定している。 

 

図表５ 欧州水素ロードマップにおける高度目標 

 

出所：FCH JU「欧州水素ロードマップ」を基に東レ経営研究所作成 

 

 これらの高度目標は、現状の延長線シナリオで達成が見込まれる数値に比べ、数倍～十

数倍もの高さに定められている。そのため、FCH JU では、水素利用の拡大に向け、「グ

リーン水素生成の効率化・低コスト化」「燃料電池車の普及拡大」「再生可能エネルギーの

効率的な利用に向けた P2G の開発」「熱電供給型燃料電池の効率向上・長寿命化」「プラ

チナなど高価・希少な材料の使用量低減」などに取り組んでいる。 

 グリーン水素生成の効率化・低コスト化に向けては、水電解装置の大型化を進めてお

り、2020 年からはオランダのグローニンゲンにおいて、20MW 級の施設を立ち上げるプ

ロジェクトである「Djewels」がスタートしている。Djewels は、2025 年を目標年とし、

最終的には 100MW 級の施設立ち上げを目指すもので、日本の福島水素エネルギー研究フ

ィールドを大きく上回る施設が立ち上がるものと見られる。なお、欧州グリーンディール

においては、100MW 級の施設立ち上げがすでに計画されている。 

 燃料電池車の普及拡大をめぐっては、利便性向上を図るべく、2025 年までに 750 以上

の水素ステーションが開設される見込みであるが3、本格普及に当たっては 2025 年までに

1,200 カ所、2040 年には高度目標で 1 万 5,000 カ所程度の整備が必要とされており、さら

なる政策支援が必要である。一方で、ダイムラーや BMW（いずれもドイツ）などの自動

 
2 欧州規模で 2014 年～2020 年に実施されている、研究および革新的開発を促進するための研究・ イノ

ベーションの枠組み。2021 年～2027 年は Horizon Europe が後継の事業として実施される。 
3 日本の水素基本戦略では 2025 年までに 320 ヵ所を整備するものとされている。 

2030年 2040年

小型商用車 8.3 20.0

乗用車 4.5 14.3

45,000 450,000

570 2,000

7 32

200 1,100

250,000 2,560,000

全生成方法に占めるグリーン水素の割合（％） 33 63

年

販売台数に占めるFCVの割合
（％）

燃料電池列車に置き換えられたディーゼル列
車の数（編成）

燃料電池トラック・バス（台）

熱電供給型燃料電池の設置数（台）

熱需要を水素でカバーされる家庭（万世帯）

天然ガスから水素への転換割合（％）



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                            ２０２１．０３．３１  

 - 8 - 

車メーカー、ボッシュ（ドイツ）やフォルシア（フランス）などの自動車部品メーカーで

は、大型車の脱炭素化を進める現実的な解決策として FCV に取り組んでいる。これは、

EV は大型化が難しいことに加え、中国などアジア勢が基幹部品であるバッテリー市場を

押さえていることから欧州勢が劣勢に立たされており、比較的優位に立ちやすい分野への

シフトが急務となっているためである。1 社だけでは限界があるため、FCH JU ではバス

メーカー12 社と共同で燃料電池バスの信頼性向上、長寿命化、低コスト化に取り組み、欧

州各国のバス事業者への導入促進を図るなどしている。 

 また、燃料電池車に関連するものとして、燃料電池列車がある。日本においても試験的

に走行しているが、ドイツにおいてはアルストム（フランス）が開発・製造した

「Coradia iLint」が営業運行されている。 

 P2G の開発をめぐっては、すでに欧州各地で 100 を超える実証プロジェクトが実施され

ている。こうした状況においては、電力会社やガス会社といったエネルギー事業者に加

え、生産工程での二酸化炭素の排出量削減が課題になっている鉄鋼・化学メーカーなどの

製造業も取り組んでいる。また、VPP（仮想発電所）を運営する事業者が、需給調整の高

度化といった付加価値の向上を図るべく、P2G の実証実験に取り組んでいるケースも見ら

れる。 

 熱電供給型燃料電池の効率向上・長寿命化、プラチナなど高価・希少な材料の使用量低

減に当たっては、大量導入の促進、部材の見直し、試験方法の確立といった取り組みを進

めている。 

 なお、FCH JU では、地域で必要なエネルギーを再生可能エネルギーとグリーン水素で

賄う「H2（水素）バレー構想」、初等教育からの水素に関する啓発活動など、市民の理解

や参加の下で行われる、統合的なエネルギー運用、さらには地域レベルから始まる水素社

会の実現にも取り組んでいる。 

 

４ 期待される市場と日本企業の事業機会 

（1）巨額の投資 

 欧州水素戦略は、欧州におけるグリーン水素を軸とした水素社会を構築するためのプラ

ンであり、見込まれる投資額も巨額になると見られる。2020 年 7 月に発表した際の欧州

委員会の見込みでは、2030 年までに必要な投資額は 1,800 億～4,700 億ユーロに上るもの

と見られており、そのうち水電解による水素生成分野だけで 420 億ユーロを投資する必要

があるとしている。 

 また、2030 年以降はより広い範囲でグリーン水素の活用が進められることから、引き続

き巨大な投資が見込まれると考えてよいだろう。特に 2℃シナリオ、さらには二酸化炭素

の排出量を劇的に引き下げる必要がある 1.5℃シナリオの達成に向け、革新的な取り組み

が求められることを踏まえると、長期間にわたる水素関連市場の成長が期待できる。 

 

（2）欧州水素戦略は「協調」と「競争」にあり 

 国や地域連合が策定した戦略は、概して排他的ないし自国・地域への露骨な利益誘導を

図ろうとする傾向がある。例えば、中国が進める環境政策を見ると、自国企業への技術移

転や、自国企業の部品・製品の優先的・強制的な利用を外資系企業に求めているケースが

少なくない。 

 しかし、欧州の場合、「競争環境のフェアさ」を常に意識し、施策を講じていることが多
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い。つまり、欧州企業にとって有利な環境はつくるものの、必ずしも域外企業を排除した

り、不利に陥れるようなこと、例えば技術移転や域内企業の製品利用の強制をさせたりす

るわけではない。 

 また、水素分野に関しては、日本など域外企業の技術開発が進んでいるものも少なくな

いうえ、投資を呼び込むというメリットもあるため、なおさら協調しようとする姿勢が見

られる。例えば、2021 年 3 月に東京都で開催された「第 17 回水素・燃料電池展」におい

ては、ドイツやオランダなどの水素関連団体・企業が合同でパビリオンを出展し、FCH 

JU のエグゼクティブ・ディレクターである Bart Biebuyck 氏が講演を行うなど、欧州に

おける水素への取り組みをアピールするとともに、日本企業の進出を呼び掛けた。実際、

筆者がいくつかの欧州自治体のパビリオンを回ったときも、水素利用技術の商用化で先行

している日本企業との連携を期待する声が聞かれた。 

 

（3）進出を進める日本企業 

 日本企業においても、FCH JU のプロジェクトに参画するなどして、欧州の水素市場へ

の参入を進めている事例が見られる。例えば、旭化成はアルカリ水電解水素製造システム

を使ったグリーン水素の生成の実証実験を、欧州系の装置メーカーなどと連携してドイツ

などで行っている。また、トヨタ自動車は BMW と提携して FCV の開発を進めるととも

に、バスなどの大型自動車や船舶の動力源として用いられる燃料電池システムを供給する

などの取り組みを行っている。そして、三菱重工グループは、オランダでの水素火力発電

のプロジェクトへの参画や、水電解で水素を製造する装置の開発・生産を手掛けるノルウ

ェー企業に出資するなどの取り組みを進めている。 

 欧州水素戦略が軌道に乗るにつれ、欧州の水素関連市場はさらに成長するものと見られ

る。必要な資金や技術は、欧州域内企業だけで賄えるものとは考えられないため、日本企

業の参入余地はまだまだあるだろう。 

 日本は水素利用で先行しているものの、市場の小ささや再生可能エネルギー発電が高コ

ストであるなど、今後の成長で不利な点も少なくない。また、日本企業は国際的なルール

形成が苦手なきらいがあり、ルール形成が得意な欧州勢が水素利用の枠組みを構築した場

合、競争で不利になる可能性もあるだろう。こうした点を踏まえると、水素関連事業のさ

らなる成長を図ろうとするのであれば、欧州市場への参入は不可欠になるのではないか。 

 

（4）終わりに 

 欧州水素戦略は技術的な面は必ずしも深く触れられておらず、日本の水素基本戦略に比

べて大風呂敷を広げている感がある。しかし、これは、必ずしも悪いこととはいえず、む

しろ、エネルギーや産業プロセスの脱炭素化を進める上で、域外からグリーン水素を大量

調達する、EU 共通のルールを策定するといった、1 国・企業では資金面やノウハウなど

の面で難しい取り組みを、EU という大きな枠組みでサポートする姿勢の表れといえよ

う。また、水素利用の拡大に向けた枠組みの構築を前提としており、絵に描いた餅になら

ないよう工夫している。 

 他方、日本の水素基本戦略やグリーン成長戦略をみると、技術的な面はある程度触れて

いるものの、欧州の FCH-JU にあたるような官民共同の推進主体がなく、絵に描いた餅に

なりかねない。また、他の脱炭素化の政策との連携が不十分で、例えば P2G についてい

うならば、再エネ推進側が電力供給の安定化策として挙げているケースはほとんどないよ
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うに思われる4。 

 とかく、日本で水素というと「EV 対 FCV」といった、矮小化した視点での議論になり

がちである。しかし、欧州だけでなく、世界中で脱炭素化に向け、国ぐるみで水素利用も

前提としたエネルギー構成の見直しに取り組む今日、日本においても「脱炭素化に向けた

水素利用」を一部の水素関係者だけでなく、発電事業者や産業界など幅広い層が取り組む

べきである。そうでないと、「技術は先行するものの、市場獲得で劣後する日本」の轍を踏

んでしまうだろう。 
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