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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
2. 米国エネルギー政策と設備投資
3. インフレ削減法成立に至る経緯
4. インフレ削減法の概要と評価
5. 上流開発投資に対する影響
6. まとめ
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1. はじめに

「インフレ削減法」が石油・天然ガス上流開発産業に及ぼす影響

1. インフレ削減法（Inflation Reduction Act of 2022）
「抑制」か「削減」か？、「需要抑制」か「供給（投資）」

2. エネルギー政策の転換点となる可能性
再エネと石油・天然ガス上流開発のバランス・技術中立

3. タックス・クレジットの設備投資促進機能
エネルギーセキュリティと座礁資産化リスクに対する現実解

4. 上流開発企業の資金調達
クリーン水素ハブ構想と独立系上流開発企業の動向



5

2-1. 米国エネルギー政策と設備投資①

米国におけるエネルギー政策と環境政策
1. 州をまたぐエネルギー輸送がメジャー企業等による自然独占をもたらすとい

う観点に基づく独占禁止・競争政策の底流にある（1911年スタンダード・オイ
ル分割、1935年連邦電力法、1938年天然ガス法）

2. 1970年代の二度にわたる石油危機を背景に、原油供給の中東原油依存を
下げエネルギーセキュリティを強化するため、全国エネルギー法の一部とし
て連邦公益規制政策法（Public Utility Regulatory Policies Act）が成立し、独
占禁止政策の例外が定められた（1978年）。環境規制の視点が含まれ熱電
併給・再エネを適格認定設備（QF：Qualifying Facility）の要件とすることで
（余剰）設備投資を後押し。再エネ化は進展しなかったが、タックス・クレジッ
トがセキュリティ向上・投資支援策の柱の位置付けに
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2-2. 米国エネルギー政策と設備投資②

グローバル市場化の進展と気候変動問題・再生可能エネルギー投資
• グローバル市場化：北海油田・フロンティア探鉱・プロジェクトファイナンス
• エネルギートランジション：京都議定書、大気浄化法（Clean Air Act）2005年

出所：EIAよりJOGMEC調査部作成

$/b千b/d

（年平均） （年平均）
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2-3. 米国エネルギー政策と設備投資③

新型コロナとウクライナ危機で高まるエネルギーセキュリティ
1. エネルギー・自立・安全保障法（EISA 2007：Energy Independence and 

Security Act of 2007）2007年に制定、2009年2月17日アメリカ復興再投資法
（America Recovery and Reinvestment Act of 2009）、2017～20年トランプ政
権下のエネルギードミナンス戦略、時代遅れになった禁輸政策。
政権交代による振幅が大きいと言われるが、2015年には原油輸出解禁と抱
き合わせでプロダクション・タックス・クレジットとインベストメント・タックス・ク
レジットが法制化するなど（エネルギーセキュリティ目的に限れば）安定的

2. メジャー・大手独立系企業では再エネ・バイオ燃料投資でキャッチアップしつ
つ、CCS・水素・アンモニア事業を推進。枯渇ガス田を利用することが可能な
反面、CO2輸送パイプラインなどインフラ面での制約は残る
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3. インフレ削減法成立に至る経緯

バイデン政権下のエネルギー・インフラ政策
1. 米国救済計画法の成立とAJP・AFPの発表

バイデン大統領就任直後、総額1.9兆ドルのコロナ追加経済対策として米国
救済計画法（The American Rescue Plan Act of 2021）が成立、続けて2.3兆
ドルの米国雇用計画（AJP）と1.8兆ドルの社会保障計画（AFP）を発表

2. ビルドバックベター法案審議とインフラ投資・雇用法成立
マンチン上院議員（WV・D）の反対により超党派合意により1.75兆ドル分がイ
ンフラ投資・雇用法として成立（水素ハブ関連予算80億ドルを含む）

3. エネルギーセキュリティ対策を含むインフレ削減法成立
気候変動問題・社会保障を含めた4,330億ドル支出と7,390億ドルの歳入強
化策により10年間で3,000億ドル以上の財政赤字を削減する財政調整法案
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3-1. 米国救済計画法

American Rescue Plan Act of 2021
新型コロナウィルス感染拡大に対する経済対策1.9兆ドル（トランプ政権下の政
策を継続・拡大）、2021年3月6日上院、10日下院通過、11日署名・成立

1. 個人向け直接給付、地方政府補助、
失業保険給付による緊急経済対策

2. 教育、子育て世代減税、ワクチン接
種促進による経済活動正常化

3. インフラ、環境関連投資による産業
振興、雇用創出が課題に

⇒ 膨張した連邦債務1兆ドル、インフレ
を加速したという批判

1. 個人向け直接給付 4,000億ドル
2. 州政府、地方政府、

部族政府補助 3,600億ドル
3. 失業給付 2,050億ドル
4. 教育（小・中学校） 1,300億ドル
5. 子育て世代減税 900億ドル
6. ワクチン量産、配布 700億ドル
7. 住宅ローン補助 450億ドル

ほか緊急経済対策多数
出所：業界誌報道等よりJOGMEC調査部作成
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3-2. インフラ投資・雇用法案

Infrastructure Investment and Jobs Act
1.75兆ドルを交通・エネルギー・水関連インフラ整備に充て雇用創出
（国民への投資）、2021年8月10日下院、11月5日上院通過、15日署名・成立

1. 温室効果ガス排出削減関連に5,550
億ドル（GHG排出削減措置を講ずる
投資に減税措置3,200億ドル、低炭素
投資インセンティブ1,100億ドル、気候
変動対策1,050億ドル、次世代技術
の研究開発・政府調達200億ドル等

2. 水素研究開発予算(４以上の地域に
クリーン水素ハブ建設）80億ドル含む

1. 電力供給網強靭化 277億ドル
2. クリーンエネルギー

サプライチェーン 77億ドル
3. 水素研究開発 92億ドル
4. 原子力インフラ 60億ドル
⇒ 風力・太陽光発電、省エネ、次世

代原子炉、二酸化炭素回収貯留、
研究・開発プログラム多数

出所：業界誌報道等よりJOGMEC調査部作成
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3-3. インフレ削減法①

Inflation Reduction Act of 2022
気候変動問題とエネルギー安定供給という課題への対応としてタックス・エクイ
ティを化石燃料開発にも適用、2022年8月7日上院、12日下院通過、16日署名

1. 下院は2兆ドルに縮小したビルドバックベター法案を2021年11月19日に可決
したが、再エネ・EV促進が主で化石燃料開発に対する支援は含まれず、上
院ではマンチン上院議員らの反対により審議再開の見通しが立たず

2. ロシアによるウクライナ侵攻を受けて石油・天然ガス価格が一段と上昇した
ためバイデン政権から（石油戦略備蓄放出・対OPEC増産要請と共に）上流
開発業界に対し増産を求める声が高まった

3. 7月27日、シューマー院内総務とマンチン上院議員がビルドバックベター法
案の内容を見直し名称をインフレ削減法案と改めることで合意
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3-4. インフレ削減法②

• 気候変動対策や公的医療保険の延
長など4,330億ドルの歳出拡大と、
15％の最低法人税率設定やメディケ
ア改革実施、内国歳入庁（IRS）の税
務執行強化策による7,390億ドルの
歳入増加策から構成

• 10年間3,060億ドルの財政赤字削減
効果が認められることから予算調整
法案として議事妨害（フィリバスター）
を回避、民主党単独採決が可能と
なった

【インフレ削減法による債務削減効果】

投資予算 4,330億ドル
エネルギーセキュリティ・気候変動

（3,690億ドル）
社会保障拡充 （ 640億ドル）

歳入増加 7,390億ドル
最低法人税率導入 （3,130億ドル）
処方薬価格引下げ （2,880億ドル）
IRS税収増加策 （1,240億ドル）
自社株買い課税 （140億ドル）

（差し引き）債務削減効果 3,060億ドル
出所：業界誌報道等よりJOGMEC調査部作成
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4-1. インフレ削減法の概要①

• インフレ削減法には気候変動問題への現実解として、再生可能エネルギー
だけでなく脱炭素化技術の導入を前提に化石燃料にもタックス・クレジットの
適用範囲を拡大することで温室効果ガス排出削減を最短かつ最大とする

• 財政調整条項やエネルギートランジション対応を促進する規定に加え、外縁
大陸棚鉱区入札再開、連邦管理鉱区入札リース料改定などエネルギーセ
キュリティ対応が盛り込まれている

1) 財政調整条項
① 法人最低税率15％導入

収入10億ドル以上の大企業に最低法人税率15％を適用
② 自社株買い課税

史上最高益を記録する上流開発企業が石油・天然ガスを増産せず自社株買
いを増やしているという批判に関連し自社株買いに対する課税（1％）を導入
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4-2. インフレ削減法の概要②

2) エネルギートランジション
① CCSタックス・クレジット
② プロダクション・タックス・クレジット（PTC：Production Tax Credit）
③ インベストメント・タックス・クレジット（ITC：Investment Tax Credit）

対象期間、クレジット単価/控除額の引き上げ、最低回収量（閾値）引下げ

3) エネルギーセキュリティ
① 外縁大陸棚鉱区入札再開
② 連邦管理鉱区リース料改定
③ 鉱区入札法改定
④ リース追認
⑤ メタン排出削減プログラム



15

4-3. タックス・クレジットの概要①

CCSタックス・クレジット（45Q）関連規定

現状 本件後

控除対象 設備所有者（パートナーシップ） Direct Pay Option追加

適格認定設備
（QF）

2026年1月1日より前に建設開始
年間CO2排出量 CO2回収量

50万トン以上 50万トン以上
50万トン未満 2.5万トン以上

10万トン以上排出するDAC

2033年1月1日より前に建設開始
年間CO2排出量 CO2回収量

1.875万トン以上 75％以上回収
1.875万トン未満 1.25万トン以上

0.1万トン以上排出するDAC
控除額 CCS      50ドル/トン

CCUS   35ドル/トン
（DACに対する特段の規定無し）

CCS         17ドル/トン ～ 85ドル/トン
CCUS      12ドル/トン ～ 60ドル/トン

（DACに関する特別措置）
CCS         36ドル/トン ～ 180ドル/トン
CCUS      26ドル/トン ～ 130ドル/トン

期間・その他 操業開始後12年間 実勢賃金・実習制度により控除額を優遇
出所：業界誌報道等よりJOGMEC調査部作成

* DAC : 大気からのCO2分離回収（Direct Air Capture）
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4-4. タックス・クレジットの概要②

プロダクション・タックス・クレジット（生産税額控除）関連規定
現状 本件後

控除対象 設備所有者（パートナーシップ） Direct Pay Option追加

適格認定設備
（QF）

風力、バイオマス、地熱、水力等、

一定の再生可能エネルギー技術を使
用した発電設備

2033年1月1日より前に建設開始されたク

リーン水素生産を追加（地熱、太陽光発電
を対象として追加、ほか着工期限を延長）
水素生産1㎏当りの排出密度（CO2換算）
4.0㎏未満のクリーン水素製造設備が対象

控除額 個々の技術種別毎に規定 水素生産1㎏に対するCO2排出密度：
< 0.45㎏ 0.6 ～ 3ドル/㎏
0.45-1.5㎏ 0.2 ～ 1ドル/㎏
1.5-2.5㎏ 0.15 ～ 0.75ドル/㎏
2.5-4.0㎏ 0.12 ～ 0.6ドル/㎏

期間・その他 操業開始後10年間 実勢賃金・実習制度により控除額を優遇
出所：業界誌報道等よりJOGMEC調査部作成
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4-5. タックス・クレジットの概要③

インベストメント・タックス・クレジット（投資税額控除）関連規定
現状 本件後

控除対象 設備所有者（パートナーシップ） Direct Pay Option追加

適格認定設備
（QF）

太陽光、洋上風力、地熱、水力等、

一定の再生可能エネルギー技術を使
用した発電設備

2033年1月1日より前に建設開始されたク

リーン水素生産を追加（蓄電、バイオガス
を対象として追加、ほか着工期限を延長）
水素生産1㎏当りの排出密度（CO2換算）
4.0㎏未満のクリーン水素製造設備が対象

控除額 個々の技術種別毎に規定 水素生産1㎏に対するCO2排出密度：
< 0.45㎏ 6% ～ 30%
0.45-1.5㎏ 2% ～ 10%
1.5-2.5㎏ 1.5% ～ 7.5%
2.5-4.0㎏ 1.2% ～ 6%

期間・その他 同上 実勢賃金・実習制度により控除額を優遇
出所：業界誌報道等よりJOGMEC調査部作成
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1. 石油・天然ガス上流開発産業に対する影響
マンチン上院議員のリーダーシップにより温室効果ガスの排出を
削減したクリーンエネルギーの技術的要件を満たせば化石燃料開
発にもタックス・クレジットが適用される

2. 技術中立・燃料中立のアプローチ
従来の気候変動対応に関する公的支援の枠組みでは再生可能エ
ネルギー投資が中心となっていたが、インフレ削減法では水素・ア
ンモニア・CCSといった脱炭素・低炭素化技術を適用してクリーンエ
ネルギーとすることにより化石燃料開発投資もタックス・クレジット
適用対象となって点で技術中立・燃料中立的なアプローチ

4-6. インフレ削減法の注目ポイント
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5-1. 上流開発投資への影響①

先行して動き出している水素ハブ構想

クリーン水素ハブ選考（～2023年）
2023年上半期に少なくとも4以上（10程度）
の地域が選定され詳細設計提出

プロジェクト許認可（～2025-26年）
1件当り4～12.5億ドルを投資する計画必要
な許認可と資金調達計画策定

プロジェクト建設（～2028-30年）
建設期間2～4年、タックス・クレジットと資
本市場からのファンディング実施

プロジェクト操業（～2032-34年）
水素プラント稼働開始、製造に応じてプロ
ダクション・タックス・クレジット実施

インフラ投資・雇用法で計上された研究開発
予算80億ドルを具体化するクリーン水素ハブ
建設プロジェクトの選定が進行中
温室効果ガス排出削減目標を掲げるなど脱
炭素化の取組みが加速している

【スケジュール】
2022年6月6日 入札公告
2022年9～10月 資金調達公募
2022年11～12月 企画書／プロジェクト

概要提出
2023年前半 審査結果
2023年半ば 本申請提出
2023年後半 選考結果

出所：業界誌報道等よりJOGMEC調査部作成
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California Hydrogen Hub （グリーン水素）
パートナー： カリフォルニア州、LA Department of Water and Power
（供給サイト） SoCalGas、Mitsubishi Powerほか
（需要サイド） 発電、蓄電、製造業、運輸
カリフォルニア州は2045年カーボンニュートラル達成を目指し、2030年ま
でに15,000トン／日のクリーン水素を生産するという目標を設定している 。
カリフォルニアクリーン水素ハブ基金を創設し州独自の補助金と太陽光・
風力など豊富な再生可能エネルギー資源を活用し包括的な水素経済シ
ステムの構築を目指す

H2 Houston Hub （ブルー／グリーン水素）
パートナー： テキサス州
（供給サイド） Shell、Air Liquide、BPほか （需要サイド） 産業、運輸、発電
テキサス州は米国の水素生成・消費の大部分を担っており、現状は大部分が
天然ガスから製造されているが、再生可能エネルギー資源も豊富、かつCO2を
貯蔵するための地層や域内の水素需要などアドバンテージが多い。高油ガス
価格を背景に州内の石油・天然ガス企業には潤沢な設備投資資金がある。
Center for Houston’s Futureには100以上の機関・企業が参加、2022年5月
Houston Energy Transition Initiativeが発表されるなど取組みが先行

Great Plains Hydrogen Hub （ブルー水素）
パートナー： ノースダコタ州、アッパーミッドウェスト各州
（供給サイド） Bakken Energy、Mitsubishi Powerほか
（需要サイド） 運輸、肥料製造
ノースダコタ州は2030年カーボンニュートラル目標を掲げクリーンエネルギー
基金を設立し水素事業を支援、バッケン鉱区はCO2地下貯留ポテンシャルも
高く、天然ガス・石炭資源にも恵まれる

Northern Appalachia H2 Hub （ブルー水素）
パートナー：ウェストバージニア州、オハイオ州、ペンシルベニア州
（供給サイド）Mitsubishi Power、Equinor、US Steel （需要サイド） 産業、発電
北アパラチア地方各州にまたがる産業基盤の脱炭素化により持続可能なエネルギーおよび生
産システム構築により、雇用創出、二酸化炭素排出量の削減を目指す。二酸化炭素回収・利
用・貯蔵(CCUS)と水素製造利用に焦点を当てる。ウェストバージニア州にはWest Veirginia
Hydrogen Hubというマンチン上院議員が作業部会長を務めるハブ構想があり、将来的にグリー
ン水素製造も視野に入る

Northeast Regional Hydrogen Hub （グリーン水素）
パートナー： ニューヨーク州、ニュージャージー州、マサチューセッツ州、コネチカット州、メイン

州、ロードアイランド州
（供給サイド）地域電力・ガス企業など約40社 （需要サイド） 運輸、発電、重工業、海運業
水素生産、消費、技術、機器メーカー、研究所や大学を含む研究開発機関等のステークホル
ダーが水素バリューチェーンにより多くの州を有機的に結びつける統合型アプローチを目指す

5-2. 上流開発投資への影響②

出典 ： JOGMEC調査部・石油天然ガス資源情報 （米国の水素動向｜JOGMEC石油・天然ガス資源情報ウェブサイト） ほかより

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009447.html
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二酸化炭素排出ソース 回収

製造業、発電、石油・天然ガス
開発事業者

上流開発事業者、コントラク
ター、投資家

輸送

中流事業者、コントラクター、投資家

利用（EOR）貯留
水素・アンモニア製造

石油・天然ガス
開発事業者、
コントラクター、
地権者・貯留
権者、投資家

需要家、コントラク
ター、投資家

5-3. 上流開発投資への影響③

出典 ： Lambert Energy AdvisoryほかよりJOGMEC調査部作成
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5-4. 上流開発投資への影響④

インフレ削減法成立が上流開発投資に及ぼす影響
1. メジャー企業や大手独立系企業は既に着手している水素・アンモニア・CCS

事業の加速を期待するが、中堅中小の独立系上流開発企業にはメタン排出
規制や連邦鉱区リースや税負担増を懸念するコメントが多い

2. 化石燃料開発に対してもクリーン水素など低炭素技術を導入する事業にタッ
クス・クレジットが適用されることは、タックス・エクイティという形の公的資金
投入に止まらず座礁資産化リスクにより滞っていた資本市場からの資金調
達を活性化することが期待される

3. 控除する十分な利益のない中堅中小にとっても投資家とパートナーシップを
組成することで資金調達に活用することができ、独立系上流開発企業のエ
ネルギートランジション対応を加速する効果が期待される
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5-5. 上流開発投資への影響⑤

特別目的会社

Tax Equity Investors上流開発企業

パイプライン事業CCS事業

適格資産

上流開発事業

カーボン・サービス・販売契約

出典 ： Lambert Energy AdvisoryほかよりJOGMEC調査部作成

出資出資 配当（現金）

配当（現金
＋タックス
クレジット）

適格資産 適格資産

タックスエクイティ・
パートナーシップ

CCS事業会社

適格資産

パイプライン事業会社

金融機関ECA

融資・出資・保証 融資 利子保証料等

適格資産 適格資産

上流開発事業

ステークホルダー間契約

上流開発企業

MLP

資本市場

投資キャッシュフロー

配当 出資配当

プロジェクト・ファイナンス エクイティ・ファイナンス
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6. まとめ

1. エネルギーセキュリティ（供給拡大のための現実解）
設備投資の拡大エネルギー政策の転換点となる可能性
総需要の抑制ではなく投資阻害要因の排除

2. エネルギートランジション（技術中立・市場による選択）
エネルギー価格高騰とセキュリティに対する関心の高まり
クリーン水素活用による化石燃料開発の持続可能性

3. エネルギー政策（石油・天然ガス上流開発産業の構造）
クリーン水素ハブ構想とタックス・クレジットの活用
独立系上流開発企業による設備投資・資金調達の支援
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