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世界に先駆けて再生可能エネルギー水素社会の実現を目指す
Realize the world's first renewable hydrogen society

　水素基本戦略において、CO2フリー水素としては再エネ由来の水
素が期待されています。国内における再エネ導入ポテンシャルの制
約（日照時間、設置可能面積、電力系統、消費地の偏在など）を考
慮すると、海外で大量かつ安価に入手可能な太陽光・風力等の再エ
ネにより水素を製造し日本に輸入する、「再生可能燃料のグローバ
ルネットワーク」の構築が必須です。現在国内外で進行している太
陽光発電による水素製造実証の結果を参照しつつ、太陽光発電をは
じめとする大規模な再エネ水素製造プラントの概念設計と技術経済
性分析を進めることが、本社会連携研究部門の活動の1つです。ま
た、再エネの価値を多面的に考察し、再生可能燃料が社会に受け入
れられるための施策や、再生可能燃料を主要なエネルギー源とする
社会システム像（シナリオ）を検討します。さらに、将来日本への
再エネ燃料輸出拠点となる海外の再エネ導入適地での地域再エネマ
ネジメントの検討や、再生可能燃料の製造ポテンシャルを増強する
ための制度や政策上の課題抽出を行います。

In the Basic Hydrogen Strategy, CO2-free hydrogen is assumed to 
be produced from renewable energy sources. Considering the 
restrictions on the potential to introduce renewable energy in Japan 
(sunlight hours, installable area, power grid, uneven distribution of 
consumption areas, etc.), we believe it is essential to build a ‘global 
network of renewable fuels’, in which hydrogen is produced and 
imported into Japan using renewable energy sources such as solar 
and wind that can be obtained overseas at low cost and in large 
quantities. One activity of this Social Cooperation Research Unit is to 
proceed with the conceptual design and techno-economic analysis 
of large-scale renewable hydrogen production plants, including 
photovoltaic power generation, referring to the results of hydrogen 
production currently underway both domestically and overseas. 
We will also consider the manifold merits of renewable energy that 
cannot be assessed by simple monetary value, consider measures 
for allowing renewable energy to be accepted by society, and 
examine social system scenarios in which renewable fuel provides 
the main source of energy. Furthermore, we will investigate regional 
renewable energy management in areas with abundant renewable 
resources which will serve as bases for exporting renewable energy 
to Japan in the future, and identify issues related to systems and 
policies for augmenting the production potential of renewable fuels.
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オーストラリアから太陽光を持ってこよう 本社会連携研究部門が目指すエネルギーシステム
Let's bring the Australia's sunshine to Japan Target energy system
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