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本日の報告内容
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エジプト・オマーンについて…
 なぜ産油ガス国でグリーン水素なのか？

（1）石油・ガスを代替・補完するエネルギーの模索
（2）新たな収入源の確保

 グリーン水素政策・事業の現状はどうなっているか？
（エジプト）COP27開催中に「国家水素戦略」を公表予定。
（オマーン）2050年CN宣言、「グリーン水素戦略」の公表。

 グリーン水素事業の特徴は何か？
（エジプト）海運の要衝であるスエズ運河を「ハブ」に
（オマーン）欧州・アジアの結節点となるドゥクム港などを「ハブ」に

 グリーン水素事業における課題は何か？
（1）再生可能エネルギーのさらなる開発
（2）国内外における資金調達



中東でのカーボンニュートラル「第二の波」
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2021年：COP26
＠グラスゴー

2022年：COP27
＠シャルムエルシェイク

 開催期間：2021/10/31～11/13
 中東諸国の主な動き：
 UAE 2050年CN宣言（10/7）

中東初のグリーン水素事業を始動（5/19）
 サウジ 2060年CN宣言（10/23）

Middle East Green Initiative Summit開催（10/25）
 バーレーン 2060年CN宣言（10/24）
 イスラエル 2050年CN宣言（10/29）

 開催期間：2022/11/6～11/18
 中東諸国の主な動き：
 エジプト 「2050年国家気候変動戦略」公表（5/19）

「国家水素戦略」公表（P）
アフリカ初のグリーン水素事業を始動（11/10）

 オマーン 2050年CN宣言（10/23）
「グリーン水素戦略」公表（10/23）

 クウェート 2060年CN宣言（11/7）
2050年石油ガス部門CN宣言（11/7）

 サウジ Middle East Green Initiative Summit開催（11/7）

• COP26の前後にて、中東初のカーボンニュートラル（CN）宣言を行ったUAEをはじめ、4か国がCN宣言。
• COP27においても、開催前にオマーンとクウェートがCN宣言。エジプトは開催国として5月に「2050年国家気候変動戦
略」を公表。

• オマーンは10月に「グリーン水素戦略」を公表し、エジプトは開催中に「国家水素戦略」を公表予定。



エジプト：なぜグリーン水素なのか？（1）

5出所：BP Statistical Review of World Energy, 2022

エジプトの天然ガス消費量と生産量
（bcm、2000年～2021年）

2014年～2018年、
天然ガス純輸入国に。

• 2021年のエジプトの一次エネルギー消費のうち、天然ガスは59％を占める（石油34％、水力4％、再エネ3％）。ガス需
要の高まりとガス生産量の減退により、2014年以降は消費量と生産量が拮抗している。

• 2021年後半以降のスポットLNG価格の高騰を受け、エジプトは①イスラエルからの天然ガス輸入、②火力発電所での天
然ガスから石油への燃料転換などによってLNG輸出量の維持に努める（2021年LNG輸出量656万トン←2020年134万ト
ン）。

イスラエルからの天然ガス輸入量
（bcm、2021年）

出所：JODI

2005年、
LNG輸出を開始。



エジプト：なぜグリーン水素なのか？（2）
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• 石油・天然ガス以外の国内資源である再生可能エネルギーを有効活用するため、エジプトは電力部門での再生可能エネ
ルギー導入目標（2035年までに42％）を設定。

• 再生可能エネルギーからグリーン水素を生産することで、①再エネの間欠性（intermittency）を補完、②新たな輸出品
目として活用することができる。

出所：エジプト新・再生可能エネルギー庁（NREA）
からJOGMEC作成
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エジプトの電源構成（実績・目標）
 概要

• 2009年にドイツ中心に立ち上げられた、中東・北アフリカ
（MENA）で生産した再生可能エネルギーを欧州に送電す
ることを目指す官民共同の取り組み。

• 2014年に「アラブの春」での治安悪化を受け縮小。2020年
にはMENA Hydrogen Allianceを結成するなど、現在も活動中。

• パートナーにはSiemens Energy（独）やACWA Power（サウ
ジ）等、エジプトに参画する企業が多い。

 コンセプトの変遷
• Desertec 1.0：MENAで生産した再エネ電力を欧州に送電線
を通じて供給。

• Desertec 2.0：MENAのローカル市場における再エネの促進。
• Desertec 3.0：MENAで生産したグリーン水素を欧州に供給。

デザーテック（Desertec）計画



エジプト：グリーン水素政策の方向性
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• エジプトは2021年7月からグリーン水素生産に関する国家戦略の策定を目指してきたが、COP27で「国家水素戦略」を
公表予定。

• 他方、COP27前後にはスエズ運河経済特区でのグリーン水素事業に関する合意を多数締結。そのうち、ノルウェーの
Scatecらが実施する「Egypt Green」事業はアフリカ初のグリーン水素事業試運転に至っている。

 これまでのエジプト水素政策

 エジプトの水素関連機関

出所：各企業・機関HP

2021年7月 エルシーシ大統領がグリーン水素生産のための統合国家戦略の策
定を指示。

2021年8月 エジプト送電会社（EETC）と独Siemens Energyがグリーン水素パ
イロット事業に関する調査に合意。

2021年10月 ノルウェーScatec、UAEのFertiglobe、エジプト政府ファンド
（TSFE）らがSC Zoneでのグリーン水素事業に関するMOUを締結。

2022年11月 エルシーシ大統領が国家水素戦略を発表予定。
スエズ運河経済特区

（SC Zone）

• 水素事業のMOUには以下の4機関が関与。

①新・再生可能エネルギー庁（NREA）
②エジプト送電会社（EETC）
③エジプト政府ファンド（TSFE）
④スエズ運河経済地区局（SCZone）



エジプトの主要なグリーン水素事業
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場所 参画企業 現状
（稼働予定年）

再エネ
容量 備考

SC Zone
Scatec（諾）、Fertiglobe（UAE）、Orascom、
TSFE

2022年11月
試運転開始
（2024年）

260MW

・「Egypt Green」事業と呼ばれ、アフリカ初のグリーン
水素プラントとして稼働。
・年1.5万トンの水素から最大9万トンのアンモニアを生
産予定。

Masdar（UAE）、Infinity、Hassan Allam 
Utilities、SCZone、TSFE、EETC、NREA

2022年11月
枠組み合意
（2026年）

最大4GW
（電解槽）

・年10万トンのバンカー燃料用eメタノールを生産予定。
・2030年には年48万トンの水素から230万トンのアンモ
ニアを生産予定。

Total Eren（仏）、Enara Capital、SCZone、
TSFE、EETC、NREA

2022年11月
枠組み合意
（2028年）

未公表 ・年30万トンのアンモニアを生産予定。年180万トンま
で拡張予定。

Amea Power（UAE）、SCZone、TSFE、EETC、
NREA

2022年11月
枠組み合意
（2026年）

1GW
・FSを完了し、2023年からFEED予定。
・年80万トンのアンモニアを国内外向けに生産予定。

ReNew Power（印）、Elsewedy Electric、
SCZone、TSFE、EETC、NREA

2022年11月
枠組み合意
（2026年）

最大
570MW

・フェーズ1（2025年開始）では年2万トンの水素から年
10万トンのアンモニアを生産予定。
・フェーズ2（2025～2029年開始）では年22万トンの水
素から年100万トンのアンモニアを生産予定。

Alfanar（サウジ）、SCZone、TSFE、EETC、
NREA

2022年11月
枠組み合意
（2025年）

1GW
・フェーズ1では輸出用に年25万トンのアンモニアを生
産予定。

Fortescue Future Industries（豪）、SCZone、
TSFE、EETC、NREA

2022年11月
枠組み合意
（未公表）

9.2GW
・年60万トンの水素から最大290万トンのアンモニアを
生産予定。
・スタディのための用地取得完了。

※その他、SCZoneにおけるグリーン水素事業に関するMOUが多数締結されている。
出所：各社資料等からJOGMEC作成



エジプトでの「グリーン水素ハブ」：海運の要衝・スエズ運河
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• スエズ運河は世界で最も重要な海上交通の要衝の一つ。欧州・北米・アジア大洋州を結ぶ多くの貿易ルートが同運河を
経由している。

• エジプトはスエズ運河の貿易ルートとしての位置づけを認識した上で、「グリーン燃料バンカリングハブ」を確立し、
海運業界のCNに貢献する方針。

出所：SC Zone

スエズ運河の地理的重要性
 運河封鎖から見る重要性

• 2021年3月23～29日、コンテナ船「エバーギブン」の座礁に
よってスエズ運河は閉鎖。100隻以上の混雑を生み、コンテ
ナ船運賃は翌月に1割超上昇。

• 当時のIEA報告書によると、世界の原油の約5％、石油製品
の約10％、LNGの約8％がスエズ運河を経由している。

 「グリーン燃料バンカリングハブ」構想
EDF Renewables（仏）
Zero Waste（UAE）

年35万トンのグリーンアンモニアを生産し、船舶
用燃料として活用する事業に関してMOUを締結。

Maersk（デンマーク） 船舶用のグリーン燃料供給に向けた協力に関して
MOUを締結。

Masdar（UAE）
Hassan Allam Utilities
（埃）

年10万トンのバンカリング用eメタノールを生産
する事業に関してMOUを締結。



エジプト：グリーン水素事業の課題 ①再生可能エネルギー開発

10

• エジプトではスエズ運河周辺を含め、国土全域に跨って太陽光・風力のポテンシャルが大きい。
• ベンバン・ソーラーパーク（1,465MW）の稼働によりMENA地域で有数の再生可能エネルギー発電容量を有するが、今
後5年間でほぼ倍増していく見通し。今後、ACWA Power（サウジ）やMasdar（UAE）によるさらなる積み増しが予想さ
れる。

エジプトの太陽光・風力ポテンシャル

出所：Global Solar Atlas（上）、
Global Wind Atlas（下）

エジプトの太陽光・風力発電容量の推計
（MW、2021～2026年）

3,315MW
3,885MW

4,337MW
6,437MW

太陽光70MW
風力500MW

太陽光500MW
風力1,600MW

太陽光200MW
風力252MW

※現在計画中の太陽光・風力発電事業が予定通り稼働すると想定したもの。
出所：IRENA、各企業・機関資料等からJOGMEC作成



エジプト：グリーン水素事業の課題 ②資金調達
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• エジプトは特に2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、小麦・燃料価格の高騰によって経済状況が悪化。GCC
諸国の政府系ファンドから資金調達を行う動きが加速。

• COP27の開催国として自国を含む「気候変動に対して脆弱な国への支援」を訴求。自国の低炭素移行に資する欧米諸国
からの投資を呼び込む。

欧米・国際機関からの資金調達GCC諸国からの資金調達

サウジ 2022年6月、両国はエネルギー・インフラ分
野を含む総額77億ドルの投資協定を締結。
2022年8月、公共投資基金（PIF）はインフラ
分野などへの投資促進のため、「サウジ・エ
ジプト投資会社（SEIC）」を設立。
2022年8月、PIFはエジプト国営企業4社の
株式を13億ドルで取得。

UAE 2022年7月、ADQはエジプト国営企業5社の株
式を18.5億ドルで取得。

カタール カタール投資庁（QIA）はエジプト国営企業
の株式を25憶ドルで取得する協議を進めてい
る。

EBRD 2022年9月、エジプトの再生可能エネルギー
事業に対して最大10億ドルの資金提供を表明。
2022年11月、「Egypt Green」事業でのプラン
ト建設等に対して8,000万ドルの融資を表明。

EU 2022年11月、EUとエジプトのグリーン水素の
製造・貯蔵・流通・輸送を促進するための投
資に関する「EU・エジプト再生可能水素パー
トナーシップ」を設立。

米国、EU、
ドイツ

2022年11月、エジプトのクリーンエネルギー
移行に向けた5億ドルの資金提供に貢献する
と表明。



オマーン：なぜグリーン水素なのか？
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• 2022年8月のオマーンの国家収入のうち、石油収入は58％、ガス収入は25％を占める。他方、オマーンの石油・ガスの
可採年数はいずれも20年以下（石油：15年、ガス：18年）。

• 石油・天然ガスに代わる代替エネルギー源として、「Oman Vision 2040」ではグリーン水素事業が一つの柱となる。非
化石部門の新たな収入源、雇用創出の観点からも重視される。

 概要
• 2020年12月に公表されたオマーンの2021～2040年における
経済・社会開発に関する国家計画。

 グリーン水素の重要性
• 再エネ導入目標：2030年20％、2040年35～39％。再エネの
間欠性を補完する手段となる。

• 「非化石部門の拡大」「雇用創出」の目標から見ても重要。

Oman Vision 2040

出所：Oman Vision 2040

GCC諸国の石油・ガス可採年数（2020年）

オマーンの国家収入（2022年1～8月、百万OMR）

出所：BP Statistical Review of World Energy, 2022

出所：オマーン財務省からJOGMEC作成



オマーン：グリーン水素政策の方向性（1）
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• オマーンはCOP27に先立って10月23日に2050年CN宣言、グリーン水素戦略を公表。2030年までにグリーン水素生産量
125万トン・推定1,400億ドルの投資を目標とする

• 現在計画されている事業に加えて、グリーン水素事業を加速するために用地入札を検討。国営水素会社Hydromが再生
可能エネルギーのポテンシャルが高い港湾付近にブロックを設定し、これまで以上の投資誘致を狙う。

グリーン水素生産量：125万トン
2030年

CN達成目標年
グリーン水素生産量：850万トン

2050年

2040年
グリーン水素生産量：375万トン

2022～2023年
グリーン水素事業用地の入札

• 第一次入札（2022年11月～2023年3月）：ドゥクム地区の2ブロックが対象。
• 第二次入札（2023年4月～2023年12月）：ドファール地区の2～4ブロックが対象。
⇒落札者は再生可能エネルギー開発、水素製造、水素化合物への変換、オフテイクを含むグリーン水素事業を実施。



オマーン：グリーン水素政策の方向性（2）
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• オマーンはGCC諸国の中で最も早期に輸出を念頭に置いたグリーン水素事業の検討を開始。2018年頃からドイツの大
学・企業などと共同で研究開発を行い、「オマーン・グリーン水素サミット」を開催。

• 水素事業を前提としたエネルギー関連組織の体制改革を果たし、水素分野について明確な役割分担がなされている。

 これまでのオマーン水素政策

 オマーンの水素関連機関

MEM：水素分野の法規制の整備を所掌。

Hydrom：グリーン水素事業の実施を監督。

OQ：グリーン水素事業に参画。

出所：各企業・機関HP

ソハール

ドゥクム

サラーラ

2018年10月 オマーン・ドイツ工科大学と独Hydrogen Riseはグリーン水素技術
の検討のため「オマーン水素イニシアティブ」を設立。

2020年3月 ベルギーDEME GroupとOQはドゥクム経済地区でグリーン水素事業
「Hyport Duqm」を立ち上げると発表。

2021年8月 エネルギー・鉱物資源省（MEM）は官民13の組織からなる国家水
素同盟「Hy-Fly」を設立。

2022年10月 国営水素会社Hydrogen Oman（Hydrom）を設立。

Asyad：グリーン水素の輸送を所掌。



オマーンの主要なグリーン水素事業
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場所 名称 参画企業 現状
（稼働予定）

再エネ
容量 備考

Duqm
Hyport Duqm DEME Group（白）、OQ

2022年6月
用地取得完了
（2026年）

500MW
（電解槽）

・オマーン政府が戦略的に最も重視。
・最大100万トンのアンモニアを生産。
・Uniper（独）が生産物を引き取る見込み。

- Scatec（諾）、ACME Group（印）
2022年6月
用地取得完了
（2026年）

500MW

・当初年10万トンのアンモニアを生産。そ
の後120万トンに拡張予定。
・Yara（諾）が当初の10万トンを全量引き
取る見込み。

Green Energy Oman
InterContinental Energy（中）、
EnerTech（クウェート）、OQ

2022年4月
FSなど開始
（2038年）

25GW

・世界第6位の大規模事業。
・年180万トンの水素から約1,000万トンの
アンモニアを生産予定。
・InterContinental Energyは他国（豪州）の
大規模事業にも参画。

Salala
-

ACWA Power（サウジ）、Air 
Products（米）、OQ

2022年5月JDA締結
（2027～2028年） 未公表 ・NEOM事業と同様の技術を活用予定。

・年100万トンのアンモニアを生産予定。

SalalaH2
丸紅（日）、Linde（独）、Dutco
（UAE）、OQ

2021年9月JDA締結
（未公表） 1GW ・最大1,000トンのアンモニアを生産予定。

Sohar
-

Hydrogen Rise（独）、Jindal 
Shadeed、Sohar Port

2022年4月MOU
（2024年） 35MW ・350MWへの拡張を予定。

出所：各社資料等からJOGMEC作成



オマーンの「グリーン水素ハブ」：欧州とアジアの結節点ドゥクム
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• ドゥクム港を含むオマーンの主要港は歴史的にインド洋・アフリカ大陸に面する交通結節点として知られ、政治的・外
交的に安定していること、港湾がホルムズ海峡外に存在することから、東アジア諸国から注目を集めてきた。

• 2000年代後半から、特に中国のドゥクム港への進出は各国の期待・懸念の的となった。現在欧州を中心にグリーン水素
需要が想定されているが、アジア向けの石油・ガス貿易の歴史が長く、アジア需要にも対応可能と考えられる。

ドゥクム港とアジアとの関係強化

SEZADは2019年に中国語版・ドイツ語版、2020年に日本
語版・韓国語版の投資家向けパンフレットを公開。

出所：SEZAD

 東アジア諸国からの投融資の活発化
• 2007年9月、日本の国際協力銀行（JBIC）はオマーン国港湾整
備プロジェクトに対する融資を決定。

• 2016年5月、中国は「一帯一路」事業の一環として、ドゥクム
での工業団地への投資を決定。12月にはドゥクム港開発に対
するAIIBからの融資も決定。

• 2017年8月、韓国大宇・Samsung Engineeringはドゥクムに新設
される製油所のEPC契約を受注。

 アジアへのグリーン水素の供給可能性
• Green Energy Oman事業に参画するInterContinental Energyの
イーストマンCEOは、「生産物はほとんど欧州とアジアに供給
される」と述べたと報じられた（The Guardian, May 27, 2021）。
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• オマーンでは主に南東部の海岸線沿いを中心に太陽光・風力いずれのポテンシャルも高い。
• 現時点で再生可能エネルギー発電容量は大きくないが、今後5年程度で主要港の後背地（中部ウスタ地方・南部ド
ファール地方）での太陽光発電を中心として、発電容量の積み増しが行われると想定される。

オマーンの太陽光・風力ポテンシャル

出所：Global Solar Atlas（上）、
Global Wind Atlas（下）

太陽光500MW
風力50MW

太陽光500MW
風力400MW

太陽光
1,000MW

オマーンの太陽光・風力発電容量の推計
（MW、2021～2026年）

※現在計画中の太陽光・風力発電事業が予定通り稼働すると想定したもの。
出所：IRENA、オマーン送電会社（OETC）からJOGMEC作成

188MW
738MW

1,738MW
2,638MW



オマーン：グリーン水素事業の課題 ②資金調達
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• 2021年半ば以降、油価の高騰によって経済が一挙好転しており、得られた収益をクリーンエネルギー事業に活用するこ
とも可能。

• 加えて、エネルギー関連組織の体制改革も含めた投資環境の改善が進んでいる。ウーフィーエネルギー・鉱物資源大臣
は海外からの投資誘致によってグリーン水素事業を実現する意向。

オマーンの石油ガス収入
（百万OMR、2020～2022）

 油価上昇に伴う投資環境の改善
• S&P Ratings（4月）、Fitch Rating（8月）の格付けが改善。
• サウジ・UAEがオマーンと貿易・投資関係を強化。加えて両国企
業がオマーンの水素事業に積極的に参画。

• エネルギー・鉱物資源省を中心とした水素分野の法規制・インセ
ンティブの整備が期待される。

出所：オマーン財務省からJOGMEC作成

ウーフィ―
エネルギー・鉱物資源大臣

ネットゼロへの道はオマーンに
とって経済的価値を創出し、産業
競争力を増加させ、投資を誘致す
るための機会となる。
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 COP27開催国のエジプト、CN宣言を果たしたオマーンはいずれも中東・アフリカ諸国のうち
最もグリーン水素に関する取り組みが進んでいる。
 エジプト：SCZoneを中心とした多数のグリーン水素事業に関するMOU締結
 オマーン：グリーン水素事業の進展とともに、政府組織の水素事業に関する組織改編

 両国は石油・ガスの生産量減退やエネルギー需要の増加が著しく、代替エネルギー源・新た
な収入源としてのグリーン水素を追求。

 エジプト・オマーンともに「グリーン水素ハブ」を志向。
 エジプト：海上交通の要であるスエズ運河中心の「グリーン燃料バンカリングハブ」
 オマーン：ホルムズ海峡外かつアジアとの貿易経験もある「グリーン燃料輸出ハブ」

 今後の課題は再生可能エネルギーの成長と資金調達。
 両国とも今後5年間で計画された事業により、発電容量の大幅な成長が見込まれる。
 エジプト：欧米諸国から自国へのクリーンエネルギー関連の投融資を訴求。
オマーン：油価の恩恵を受けつつ水素関連の投資環境を改善。
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