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免責事項

本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が
信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されています
が、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又
は完全性を保証するものではありません。
また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を
目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に
依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負い
ません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機
構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い
申し上げます。
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本日の報告事項

1.はじめに
水素戦略、天然ガス戦略発表の背景

2. Alberta州政府の天然ガス戦略
Alberta州での天然ガス生産、利用などの現況 LNG 水素 Alberta州の産業の需要
石油化学及びプラスチック製品リサイクル

3. カナダ連邦政府の水素戦略
水素生産、利用などの現況 水素生産 水素貯蔵・輸送・輸出 水素利用
ロードマップ 政策提言

4.終わりに
主な州の水素に関する取り組み
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1.はじめに

カナダの一次エネルギー消費内訳
（2019年 14.21Exajoule）

BP Statistical Review of World Energyを基に作成

カナダのエネルギー源別発電量の割合
（2018年）

出所：EIA

石油（百万トン） 天然ガス(10億m3 ) 電力（Terawatt-hour）

生産 275 173.1 660.4

輸出 197 73.2 60.4

うち米国向け 190 73.2 60.4

輸入 33 25.1 13.4

出所：BP Statistical Review 
of World Energy、
Canada Energy Regulator

カナダの石油、天然ガス、電力生産・輸出入状況（2019年）
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1.はじめに

水素戦略、天然ガス戦略発表の背景

2020年春からのコロナ禍とそれに伴う石油需要減
退、原油価格急落以降、状況悪化

世界的な脱炭素
化を目指す流れ

経済の再編成、石油・ガス産業の立て直しを意図

 Alberta州政府（2020年10月７日発表）

「天然ガス ビジョンと戦略(Natural Gas Vision and Strategy)」
 カナダ連邦政府（2020年12月16日発表）

「カナダの水素戦略：水素開発事業の機会をつかむ
(Hydrogen Strategy for Canada: Seizing the Opportunities for Hydrogen)」

水素に対する
関心の高まり

オイルサンド事業からの外資撤退、金融機関の投資引き揚げ、パイ
プライン輸送能力不足などカナダ石油・ガス産業にとって厳しい状況
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2.Alberta州政府の天然ガス戦略

Alberta州での天然ガス生産、利用などの現況

天然ガス生産量 2006年14.1Bcf/d ⇒ 現在11.1Bcf/d
ロイヤルティ収入

2005/06年C$84億 ⇒ 2019/20年C$3億7,100万

カナダの州別天然ガス生産割合
（2018年）

出所：Hydrogen Strategy for Canada: 
Seizing the Opportunities for Hydrogen

 Alberta州は、カナダの天然ガス生産量の約7割を生産

 州内では、オイルサンド生産や発電用燃料、化学製品原料として利用
 州外、米国にも供給

ただし…

天然ガスパイプライン輸送能力不足や建設遅延
米国産シェールガスとの競争激化

市場シェアを失い、割安な価格でガスを販売
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2.Alberta州政府の天然ガス戦略

 Alberta州には豊富な天然ガス資源、革新的な技術力、経験豊富な労働力が存在

 市場シェア、国内消費拡大のためには、連邦政府とのパートナーシップ構築、バリュー
チェーン拡大、新たなビジネスモデルへの橋渡しをするための新たな戦略が必要

 先住民とのパートナーシップを重視、規制を合理化、新たな市場へのアクセスを拡大、
投資を呼び込み、競争力を向上させていくことが重要

 LNG、水素、Alberta州の産業需要、石油化学、プラスチック製品リサイクルの5分野を
柱とし、天然ガスの新たなバリューチェーン構築を推進し、既存のバリューチェーンを拡
大することで、天然ガス需要の増加を促進し、州内の石油・ガス産業を改めて振興して
いく
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2.Alberta州政府の天然ガス戦略

LNG

2030年までに大型LNG生産・出荷プラントを2～3か所建設 アジアや欧州にLNGを供給

豊富な天然ガス埋蔵量 市場への距離が近い 水力発電活用可能

短期的取組：連邦政府と協力。投資決定を促進。東西海岸へのガス輸送検討。
中長期的取組：連邦政府審査中のLNG関連プロジェクトを支援。生産者・事業者の

パートナーシップやオフテイク契約成立を支援。既存パイプラインの接続最適化。
投資促進。炭素削減の機会を促進。

 世界のエネルギー需要充足に貢献、エネルギー安全保障促進
 GHG排出量の多い燃料からの移行促進
 雇用、投資、政府収入増加、産業活動を活発化、経済発展

年間5,600万トンのLNG生産により、2020～2064年にカナダのGDPを年間平均
C$110億以上、雇用を96,550人増加させるなどの効果を期待
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2.Alberta州政府の天然ガス戦略

水素

2030 年までに天然ガス由来ブルー水素製造事業を稼働 州内の商業用途へ展開
2040年までに水素及び水素由来製品を国内外へ供給

 大きな経済的価値を生み出し、パリ協定下でGHG削減目標を達成する鍵となる
 Alberta州にとっての具体的な効果についてはさらなる分析が必要

 短期的取組：パートナーシップ構築。ロードマップ策定。

 中期的取組：カナダ西部各州との政策調整。政策、法律、基準の制定。パイロットプロ
ジェクトや初期実証プロジェクト推進。出資加速。輸出バリューチェーンの調査・検討。

 長期的取組：インフラの構築、スケールアップと商業展開加速。水素輸送のため他政府
と協力。水素エネルギー輸出プロジェクト誘致。

水素生産などに関する専門知識や輸送・貯留インフラを保有
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2.Alberta州政府の天然ガス戦略

Alberta州の産業の需要

ガス処理インフラへの投資増で、州内の天然ガス需要を増加させる
ガス輸送・流通インフラの拡張で、産業のパフォーマンスを向上、成長を図る

 2019年から2029年に、発電部門天然ガス消費量は1.2Bcf/dから1.9Bcf/dに、
オイルサンド処理用天然ガス消費量は1.9Bcf/dから2.7Bcf/dに増加

 Alberta州の石油化学プラントの天然ガス需要は年平均1.3％増加の見通し

 短期的取組：石炭からの転換について規制上の課題や遅延に対処。特に発電の影
響評価要件撤廃を連邦政府と合意。遠隔地等へのガス供給について提言作成。

 中長期的取組：天然ガス処理インフラと化学産業への追加投資を計画、支援。天然
ガスに転換するユニットへのパイプライン接続の承認を州政府が規制、監督。石炭
からガスへの転換と地方へのガス供給に関する規制上の障壁に対処するため連邦
政府と協力。プロジェクト開発、効率向上を支援。

産業需要増加の見通し
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2.Alberta州政府の天然ガス戦略

石油化学及びプラスチック製品リサイクル

 先進的な化学薬品と再生可能な低炭素プラスチックリサイクルの研究を行い、州
全体にプラスチックリサイクルと転用システムを導入

 地域を超えて連携し、プラスチックの転用とリサイクルを実施する

生産で世界トップ10入りを果たす 現在製造中製品のポートフォリオを拡大・多様化

 新規施設の建設・運営期間中に9万人以上の直接・間接雇用を創出
 Alberta 州政府にC$100億以上の法人税・所得税収入をもたらす

石油化学

プラスチック製品のリサイクル

2030年までに北米西部におけるプラスチックの転用とリサイクルの中心地となる
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3. カナダ連邦政府の水素戦略

水素生産、利用などの現況

 生産量年間推定300万トン以上（世界トップ10 にランクイン）
• 精製や窒素肥料生産などで生じる天然ガスの水蒸気

メタン改質により生産
• 地域的には西部、次いで中部と大西洋岸で生産

 輸送は主にトレーラートラックで行われている
• Alberta州には水素専用のパイプラインがある

 輸送用燃料として利用
• 小型の燃料電池電気自動車（FCEV）約110台稼働
• British Columbia州に3カ所、Quebec州に1カ所、Ontario

州に1カ所の水素供給ステーションがある
• 燃料電池式電気バス（FCEB）は少数も15年以上の実績

 産業用原料として石油精製、アンモニア、メタノール、鉄鋼
生産で利用

Alberta州の水素パイプライン

出所：Hydrogen Strategy for 
Canada: Seizing the Opportunities 
for Hydrogen
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3.カナダ連邦政府の水素戦略

 労働者、産業界、政府、先住民団体、学界を含む 1,500人の専門家や利害関係者
の意見を取り入れ、3年間にわたり実施された研究と分析の結果をまとめあげた

 2030年までに温室効果ガス排出量を2005年比で30％削減し、2050年までに排出量
をネットゼロにするため、水素の生産、利用、輸出を促進する

 国内に水素ハブを創設、2050年までに水素生産量を2,000万トン以上とし、世界の
水素生産国のトップ 3 に入り、水素がカナダのエネルギーの30％を供給し、世界か
ら選ばれる水素供給国となることを目標とする
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3. カナダ連邦政府の水素戦略

水素生産

化石燃料、再生可能エネルギー、原子力発電、バイオマス、産業の副生産物など多様
な水素源を持つ 各州ごとにその異なる強みを生かす

例えば…
電力の67％を再生可能エネルギー、82％をGHGを排出しない電源から供給

⇒水電解による大量のグリーン水素を生産可能
天然ガス、原油、ビチューメン、石炭などの化石燃料が豊富

⇒CCUS（二酸化炭素回収・有効利用・貯留）により化石燃料からブルー水素生産可能
• カナダ西部堆積盆地には、永続的なCO2の貯留に適した地質が多数存在、エネル

ギー部門の熟練した労働力を活用可能

• すでに、Shell QuestプロジェクトやAlberta Carbon Trunk Line とリンクしたSturgeon製
油所などCCUSのプロジェクトを実施

2050年までに水素生産量を2,000万トン以上とし、水素生産国トップ3にランクインする
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出所：Hydrogen 
Strategy for 
Canada: Seizing 
the 
Opportunities 
for Hydrogen
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 水素を貯蔵可能な地下の構造や枯渇した天然ガス井を水素の貯蔵に利用
 天然ガスパイプラインは、水素の貯蔵と輸送の両方に使用可能
• 天然ガスへの水素混入についての基準を制定する必要がある
• ブレンドした水素と天然ガスを分離することは困難 中期的に実現可能性あり
 水素専用パイプラインは低コストで大量に水素を輸送可能 拡張を目指す
 水素を-253℃で液化することで貯蔵や輸送を容易に行うことができる

 日本、韓国、カリフォルニア、欧州など水素輸入が想定される市場に近接
⇒2050 年までにカナダの水素輸出は約C$500 億に達する試算

 水素技術の輸出についても積極的

3. カナダ連邦政府の水素戦略

水素貯蔵・輸送 輸出
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3. カナダ連邦政府の水素戦略

水素利用

 輸送用燃料：小型車、バスやトラック等の中型及び大型車、港湾荷役用機械、鉱山用
大型車両、鉄道、船舶及び航空機で利用の可能性

• 中・大型トラック、鉄道、船舶や航空機での燃料電池利用を期待
• ただし、産業用車両、鉄道、船舶、航空機については実証試験の段階
• 2050年には500万台の燃料電池車（Fuel Cell Electric Vehicle）が走行することを想定

 発電用燃料：タービンでの水素燃焼または定置型燃料電池発電所での利用
• 水素と天然ガスの混合物による燃焼タービンはすでに市販化
• 水素100％による専焼タービンは開発中、2030 年までに実現を期待

 産業及び建物への熱供給
• 産業プラントでの蒸気及び熱生成に使用される燃料を水素と天然ガスの混合物または水素100％に変換
• 家庭での暖房、給湯用に水素を導入

 産業用原料：クリーンな水素を用いることでCO2 排出量削減を図る

 現在天然ガスで供給されているエネルギーの50％以上を水素に代替
 GHG排出量1億9,000万トン削減を目指す
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3. カナダ連邦政府の水素戦略

ロードマップ

出所：Hydrogen Strategy for Canada:
Seizing the Opportunities for Hydrogen

 ～2025年：水素経済の基盤を築く
ロードマップの作成、ハブ候補の特定・展開、新たな利用法の
パイロット・実証プロジェクト、新たな供給・流通インフラの計
画・開発、投資促進、政策・規制措置の策定・導入など

 ～2030年：水素経済の成長と多様化
水素関連技術が成熟、商業的に実行可能な最終用途が増加、
他のゼロエミッション技術と比較して水素が最も高い価値を提
供できるようにすることに焦点が移る。既存の水素ハブが成長、
新しい水素ハブが誕生。2030 年時点で10～20％の進捗率を
目指す。

～2050 年：急速な市場の拡大
世界をリードする水素技術の提供者となり、水素戦略のメリッ
トを十分に享受できるようになる。技術革新により、カナダ全土
で水素を利用可能となる。水素経済の実現を通じて、2050年
までに35 万人以上が水素に関連する仕事に就く。
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3. カナダ連邦政府の水素戦略

政策提言

 戦略的パートナーシップ：既存および新規のパートナーシップを戦略的に活用し、協力してカナダにお
ける水素の将来を構想する。

 投資リスク回避：産業界と政府が水素経済の成長に投資することを奨励するための資金プログラム、
長期政策、ビジネスモデルを確立する。

 イノベーション：更なる研究開発を支援し、研究の優先順位を設定し、利害関係者間の協力を促進して、
カナダが水素及び燃料電池技術における競争力及び世界的リーダーシップを維持することを確保す
るための行動をとる。

 規範と基準：この急速に変化する業界に対応し、国内および国際的な展開の障壁を取り除くため、既
存の規範と基準を近代化し、新しい規範と基準を制定する。

 実現可能な政策と規制：水素が政府のあらゆるレベルでクリーンエネルギーのロードマップと戦略に
統合され、その適用を奨励することを保証する。

 認識：国レベルで主導し、水素の安全性、利用、および便益について、個人や地域社会が確実に認識
できるようにする。

 地域のブループリント：地域の水素ブループリントの開発を促進するために、政府による複数レベルの
協力的な取り組みを実施し、 水素製造と最終用途に関する具体的な機会と計画を特定する。

 国際市場：国際的なパートナーと協力して、クリーン燃料の世界的な推進に水素が含まれるようにし、
カナダの水素産業が国内外で繁栄するようにする。
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4.終わりに

 連邦政府は、2020年12月11日に「健全な環境と健全な経済（A Healthy Environemnt
and a Healthy Economy）」、12月19日にはクリーン燃料規制（Clean Fuel Standard）の草
案を発表 水素戦略と併せて、低炭素社会の実現を目指す

• 「健全な環境と健全な経済」：2030年までにカーボン価格を1トン当たりC$170まで引き上
げるとともに、省エネインフラ、交通の低炭素化などに補助金などを導入

• クリーン燃料規制：液体燃料の低炭素化を図る法令案。上流・中流・下流での低炭素化
を支援、上限値を下回ればカーボンクレジットが創出される。「燃料輸入者・燃料利用
者」のみならず、液体燃料（炭化水素）から水素など低炭素燃料に移行したり、CCSを実
施したりすることでカーボンクレジットを作れる。2021年成立、2022年施行予定

 カナダはパリ協定実現のためにこれまでに77以上の環境関連政策を発表したが、気候

変動対策を国際社会でコミットする連邦政府が実施機関である各州政府と調整しきれ
ず、実績が乏しい 例：炭素税や環境影響評価をめぐる連邦政府と一部州政府の対立

 Alberta州の天然ガス戦略は、カナダ石油生産者協会やカナダ・エネルギー・パイプライ
ン協会から支持や称賛を受ける
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4.終わりに

主な州の水素に関する取り組み

州 水素に関する取り組み状況

Alberta 天然ガス戦略の一環として水素戦略について言及、今後水素ロードマップを
公開予定。メインは炭化水素由来のブルー水素。水素供給から水素市場を形
成する戦略。Edmonton市近郊で既存インフラを活用して水素ハブを形成。

British 
Columbia

水素スタディを発表し、水素戦略を近日中に公開予定。おそらくグリーン水素
を推進し、ブルー水素も盛り込むと思われる。これまでのBC州のアプローチは

需要側から水素市場を形成する戦略であったので、今後もこれが踏襲される
模様。水素戦略ではアジア向け輸出や米国西海岸への輸出にも言及する可
能性がある。

Ontario 水素ディスカッション・ペーパーを発表し、水素戦略を2021年中に公開予定。
すでにEnbridgeが水素混合事業を行うと発表。メインはグリーン水素か。鉄鋼
業との関連性にも注目。

Quebec 電力企業HydroQuebecが水素についてのスタディを公開。グリーン水素の産
業利用がメインか。フランス系企業などが電気分解施設の建設などを発表。
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