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【国・地域別サマリ－米国】
エネルギー省（DOE）が研究開発、実証を行うほか、カリフォルニア州も独自に施策を
展開する

削減目標 2030年までに
-50～52%

（2005年比）

中期目標（NDC）

2050年までに
カーボンニュートラル

⾧期戦略

水素・FC
政策の
全体像

 エネルギー省（DOE）*1のHydrogen and Fuel Cell Technologies Office（FCTO）が、連邦政府による水素・燃料電池の研究開発、
実証を担当

 連邦政府とは別に、 ZEV*2規制との関連で、カリフォルニア州が特に水素供給・利用（モビリティ）の普及展開を精力的に推進。

 カリフォルニア州が再エネ由来水素の供給側の整備のためのロードマップを発表（2020/6）

 カリフォルニア州が「ZEV Action Plan」を公表（2021/3）

定量目標 施策例
（予算詳細）

 2022年度の水素関連のDOE予算要求は4.0億$（412
億円）
 2021年度は2.9億$（300億円）

 産業分野の脱炭素化を推進に向けて、水素エネルギー
の活用に95億ドル（約1兆1千億円）

連邦政府は10年以内に1kgのクリーン水素を
1$にすることを目標に掲げる

カリフォルニア州は2030年までにFCV100万台、
水素ステーション1,000か所の導入目標を持つ

⇒詳細後述

出典： UNFCCC、DOE、IPHE *1 ：Department of Energy *2：Zero Emission Vehicle *3：2011～2020年までの施策を示す

輸送、産業部門の脱炭素化に水素を利活用
可能

水素の
位置づけ

環境政策
名称

パリ協定に基づく⾧期戦略
（The Long-Term Strategy of the United States）

⇒詳細後述

⇒詳細後述
⇒詳細後述
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＜参考：水素の位置づけ詳細＞
パリ協定に基づく⾧期戦略にて、特に輸送・産業部門低炭素化への有用性を強調する

中期目標
（NDC）

⾧期戦略

排出削減目標 水素・燃料電池に係る内容 提出日*1

2030年までに
-50～52%（2005年比）

2050年までに
カーボンニュートラル

 省エネルギー、脱炭素電力、電化、新エネルギー源に
加えて、カーボンフリー水素を含む新エネルギーキャリア
の導入を推進

 カーボンフリー水素の産業利用を推進

輸送、産業部門の脱炭素化に水素を利活用可能
 輸送部門について、⾧距離移動を要する航空と船
舶の水素利用を目指す

 産業部門について、プロセス利用や産業インフラへ
の燃料供給として水素利用が可能

水素社会構築のため、水素コストの低減に及び再エ
ネ、原子力、廃棄物由来のクリーン水素製造に関して
研究開発や実証を促進する

当初2016/9/3

パリ協定復帰後
更新2021/4/22

2021/11/1

（The Long-Term 
Strategy of the 
United States
として提出）

出典：UNFCCC *1：UNFCCCへ提出された日
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＜参考：水素・FC政策の全体像詳細＞
エネルギー省（DOE）は10年以内に、クリーン水素を1$/kg（＝約10円/Nm3）にするとの
目標を発表した

出典：DOE HP

概要

最初のEnergy EarthshotはHydrogen Shotとして2021年6月に開始し、10年以内に1kgのクリーン水素を1$にす
ることを目標にする（“１１１”）（＝約10円/Nm3）
現在5$/kgの価格を80%にする
鉄鋼への利用やクリーンアンモニア、エネルギー貯蔵や大型トラックへの利用を可能にする

背景
米国エネルギー省（DOE）のEnergy Earthshots Initiativeは、10年以内に、より豊富で、手頃な価格で、信頼
性の高いクリーンエネルギーソリューションの飛躍的進歩を加速することを目的とする
 2050年までにBiden-Harris政権の目標である、高収入の組合の雇用を創出し、経済を成⾧させながら、二
酸化炭素排出量をゼロにする

影響
 Hydrogen Shotの目標を達成した場合、クリーン水素需要を少なくとも5倍に増加可能
 2050年までに16%のCO2排出削減が可能
 2030年までに1,600億$の収益と、2030年までに70万の雇用を創出可能

予算  FY2022の水素関連のDOE予算要求は4億$
 FY2021は2.85億$であった
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＜参考：水素・FC政策の全体像詳細＞
カリフォルニア州は、再エネ由来水素の供給側の整備のためのロードマップを発表した

名称

策定主体

策定時期

カリフォルニア州での再エネ由来水素製造設備の配備・構築ロードマップ
（Roadmap for the Deployment and Buildout of Renewable Hydrogen Production Plants in 

California）

カリフォルニア州エネルギー委員会クリーン交通プログラム
（California Energy Commission、Clean Transportation Program）

2020年6月

予算
 本戦略策定を支援したCEC Clean Transportation Program*1の下記予算を記載
カリフォルニア州での再エネ燃料を活用した車の利用増等の案件への資金：1億$/年
水素ステーション設置用資金：最大2,000万$/年（2024年まで）

概要

 カリフォルニア州のゼロカーボン経済において、再エネ由来水素が重要な役割を担うと言及
 2050年までに再エネ由来水素需要が高まるとの予測から、供給側を整備するためのロードマップを策定。特に

2020年から2030年に注力し、水素関連設備等のコスト試算や水素製造設備の候補地等を整理。
再エネ由来水素の需要先として、運輸部門を最重要視。リファイナリー、発電、蓄電池、産業プロセス、アンモ
ニア製造部門への活用も視野に入れる

水素製造生産量は、2030年に4億トン、2050年は40億トン以上を目指す
 適切な政策支援があれば、再エネ由来水素が2020年代半ばから後半までに自立的な発展*2を達成できると
結論付けている

出典：California Energy Commission、Clean Transportation Program「Roadmap for the Deployment and Buildout of Renewable Hydrogen Production Plants in California」（2020/6）
*1：元the Alternative and Renewable Fuel and Vehicle Technology Program *2：self-sustainability
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＜参考：水素・FC政策の全体像詳細＞
カリフォルニア州が2021年2月にZEV普及戦略、3月に州内政府機関のZEV推進計画を公
開した

名称

策定主体

策定時期

カリフォルニア州ZEV普及戦略
（California Zero-Emission Vehicle Market Development Strategy）

カリフォルニア州内27の政府機関

2021年2月
※2013、2016、2018年のZEV Action Planを置き換える

名称 カリフォルニア州各機関ZEV推進計画
（California Agency ZEV Action Plans）

策定主体カリフォルニア州経済促進知事室
（Governor’s Office of Business and Economic Development）

 2020年夏にカリフォルニア州において、熱波の激化による電力需給の逼迫に伴う計画停電を20年ぶりに実施し、さらに過去最大の山火事を経験した
ことなどを踏まえ、ギャビン・ニューサム州知事は、気候変動に対して迅速に対応する必要があると判断し、9月23日に車両のZEV化を推進する行政命
令を出した。これにより、乗用車の新車販売は2035年以降、中大型車は2045年以降、それぞれZEVとすることが義務付けられた。

 また、この行政命令に基づき、カリフォルニア州経済促進知事室は2021年2月に「カリフォルニア州ZEV普及戦略」を発表した。
 同戦略を踏まえ、2021年3月に州内27の政府機関が「カリフォルニア州各機関ZEV行動計画」を公開した。

2021年3月策定時期

代表的な
政府機関
の施策例

カリフォルニア州大気資源局：
 事業者に対するゼロ・エミッション・マイル規制（2030年
に走行距離の90%をゼロ・エミッション化義務）等

 その他、乗り物の種類ごとのZEV販売シェア基準、ZEV
導入基準、導入目標や排出規制を設定（バス、船舶、
鉄道…）

 ZEVの購入補助、ZEVシェアリングの導入支援 等
エネルギー委員会：
 充電・充填インフラ整備のシミュレーション分析
 インフラ整備の支援、平等なアクセスのための配置計画
 充電・充填設備の標準化を促進
 大型モビリティ用の水素ステーションの開発支援
 燃料電池鉄道や船舶の実証
 水素のバックアップ貯蔵量の確保（非常時対応）等

戦略の柱 車両 インフラ 最終
利用者 労働力

目標
大気質の
向上

温室効果
ガスの削減

クリーンな輸
送機関への
アクセス

経済発展と
雇用

巨大で平等な市場を開発

水素の
位置づけ

 戦略は自動車以外にも、鉄道、船舶、飛行機も対象
とする

 技術ニュートラルである：EV・FCV等の差別をしない
 ただし、小型はEV、大型はFCVが有利という見解あり

出典：カリフォルニア州ZEV普及戦略、カリフォルニア州各機関ZEV推進計画を参考に作成、一部引用


