南オーストラリア州
水素行動計画
南オーストラリア州には、再生可能エネル
ギーで製造された水素を世界に供給する
のに必要な風力や太陽光、土地、産業
基盤、技術力が存在しています。

www.hydrogen.sa.gov.au
en.sa.gov.au

水素が輸出や産業の創出、雇用を通して、

経済的貢献 を果たすような未来を目指しま
す。電力や暖房、交通、産業といった全般におい
て 、 低炭素 エ ネ ル ギ ー へ の 転 換 を 促 進 し 、

エネルギーシステムの安定
を高め、消費者に選ぶ機会を提供します。
アラン フィンケル博士
オーストラリア首席科学官
2018年8月オーストラリア政府間評議会エネルギー審議会用資料
「水素－オーストラリアの未来に向けて」より
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表紙: スターフィッシュヒル風力発電所。2003年、フルーリオ半島先
端部ケープ・ジャービス付近に、南オーストラリア州初の風力発電
所として建設された。

南オーストラリア水素パークの竣工予想図: 1,250kWの電気
分解装置、混合ガス生成装置、配管とトレーラー関連設備.
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ご挨拶
南オーストラリア州は、水素の
世界市場の出現、及び水素エネ
ルギーの製造や貯蔵、輸送な
どがもたらす、素晴らしい機会
を十分に生かせる環境にありま
す。
エネルギーの生産や貯蔵、輸送車両の動
力、家庭の暖房など多くの場面において、水
素は世界中の人々に従来のやり方を考え直
す機会を与えてくれます。水素燃料電池は
軽油に代わり、列車、トラック、バスの燃料と
なり得ます。水素はまた、家庭への供給とし
て、自宅の暖房や調理に使われる天然ガス
に取って替わる、あるいはこれを補完するこ
とができます。
オーストラリア政府エネルギー審議会国家
水素戦略部会では、水素は新たな輸出品目
として、何十億 ドル規模の産業に成長する
と見ています。オーストラリア再生可能エネ
ルギー庁による試算では、オーストラリアの
水素輸出額は、2030年までに17億豪ドルに
達し、2800人の雇用を創出すると見込んでい
ます。我々の目的は、こうした経済活動の可
能性において、南オーストラリア州が誘致の
面で大きな取り分を得られるよう、準備を進
めることにあります。
わが州において、再生可能エネルギーは全
体の50％以上を占めています。他州との連
系送電網の拡大や、水素等の貯蔵技術によ
り、南オーストラリア州は2030年代までに、再

水素の製造は、プロジェクトの生産拠点とな
るであろう南オーストラリア州の地域経済
に、さらなるメリットをもたらすでしょう。
南オーストラリア州が2030年代、地域の需
要を超えるクリーン電力を生産し、クリーン
エネルギーの供給先として、国内外で大き
な力となるよう期待しています。
今こそ、水素経済の発展に取り組むべき好機
です。むろん水素経済の実現に目を向けてい
るのは南オーストラリア州だけではありません
が、我々には先駆者ならではのメリットがあり
ます。
オーストラリアの貿易相手国が、自らの野心
的計画を実現するのに必要な分のグリーンな
水素を提供できると、我々は信じています。す
でに連邦や他州、準州政府と協力し、20202030年に向けた国家水素戦略が策定されまし
た。今回の水素行動計画を通じ、わが州はオ
ーストラリアにおける、グリーンな水素の主要
な供給先となるでしょう。
この水素行動計画はまた、州経済の3パーセン
ト拡大を目指すマーシャル自由党政権の成長
戦略とも合致しています。
北東アジア、中国、米国に新たに設立された南
オーストラリア州貿易事務所、及び従来より存
在する英国州政府事務所は、わが州の水素製
造能力を世界市場にPRし、貿易と投資の協力
関係を推進する上での舞台となるでしょう。
2020年にアデレードで、オーストラリア最大の電
解分解装置が稼働する中、南オーストラリア州
では、再生可能エネルギーによる水素の可能
性を切り開く決意を固めています。

生可能エネルギーの割合を100パーセント
にまで高めようとしています。これにより、
我々は再生可能エネルギーの輸出を通じ、

スティーブン マーシャル
南オーストラリア州首相

かなりの経済的恩恵を受けることができる
でしょう。
クリーンエネルギーの生産と貯蔵に、総額70
億豪ドル以上の資金が集まるなど、海外の投
資家はすでに、南オーストラリア州を魅力的な
投資先とみなしています。南オーストラリア州
は、再生可能エネルギーを利用した水素の製
造を通し、国内外での炭素排出量を削減する
と共に、世界のエネルギー需要に応えること
ができます。

ダン ヴァン ホルツ パレカーン
南オーストラリア州政府
エネルギー・鉱業大臣

南オーストラリア州では雇用と投資の拡大
を図る一方、再生可能エネルギーを送電網
に組み込むことにより、より安くて信頼の置
ける、クリーンなエネルギーの提供を目指し
ます。水素経済の実現はこうした中、わが州
のエネルギーシステムの転換における、さら
なる一歩となります。
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南オーストラリア州には 「科
学の拠点」として、誇るべき
歴史があります。
州内の研究・教育機関では、技術革新を
「世界初」の製品やプロセス、サービスへと
結実させるために、民間及び政府機関と協
力し、世界的レベルのSTEM（科学、技術、
工学、数学）分野における教育や研究、技
術革新を推進しています。
南オーストラリア州は、エネルギー革新の
最先端に位置しています。、これにより、再
生可能エネルギー発電の割合が飛躍的に
増加し、州内全発電量の50%以上を占める
に至っています。
南オーストラリア州には、世界最大のリ
チウムイオン蓄電池が設置され、トンズ
リー・イノベーション地区では、無人自
動車の走行試験が行われています。こ
れらの例は、産業界が技術革新を基盤
に、将来のSTEM分野の人材を育成する
と共に、経済の発展を牽引できるというこ
とを示しています。
州内には、トンズリーやモーソンレイクス、
アデレード中心部のロット・フォーティーン
などを含む、イノベーション推進地区が存
在します。産業界はこの地区において、機
械学習や量子コミュニケーション、オートメ
ーション、センサー、新素材といった最先
端技術の役割についての重要な情報を入
手することができます。またこれにより、未
来志向の産業分野において、変化の激し
い世界市場で粘り強さや競争力を獲得す
ることが可能となります。.
この地区では優秀な人材を欲しており、世界
中からイノベーターが集まっています。またこ
こでは、次世代の技術革新を担うリーダーた
ちがビジネスパートナーのために、業界の問
題を解決しようと努めています。南オーストラ
リア州はこうした中、国内での利用や海外輸
出の可能性を追求する、水素経済の確立を
目指します。そして、再生可能エネルギーによ
る、あるいは「グリーン」な水素の製造におい
て、国際的リーダーを目指せる立場にありま
す。

南オーストラリア州には、アジ
ア太平洋地域を中心に、将来
予測される水素輸出の大幅
な需要に応えるため、再生可
能エネルギーによる水素の製
造を推進できる機会がありま
す。
再生可能エネルギーと水を利用して、水素
を製造する技術はすでに確立されていま
す。そして現在は、包括的な規制枠組み
の下、いかに大量生産により、大規模なコ
スト削減を実現させるかという段階に来て
ます。この点で南オーストラリア州には、こ
の段階をクリアする条件が備わっていま
す。
このためには、再生可能エネルギー由来の
水素の製造における緊密な協力関係を、国
内外で構築する必要があります。この点が
実現すれば、南オーストラリア州はこの水素
行動計画に記載された行動を通して、国
内、または世界で温暖化ガス削減に取り組
む大きな力となるでしょう。こうした努力はま
た、地球規模のクリーンエネルギーへの転
換にもつながります。
南オーストラリア州は2017年、「南オーストラ
リア州水素ロードマップ」を発表しました。こ
れは国内で初めて、民間と協力して、水素
経済への転換を加速させる計画としてまと
められたものです。.
わが州は現在、4つの再生可能エネルギー
による水素の製造事業を支援しています。
そのうちのひとつでは、2020年の中頃に製
造が開始され、水素と天然ガスを混ぜた混
合ガスが、アデレード首都圏の住民に供給
されます。これは、その規模と中身におい
て、オーストラリア初の試みといえるでしょ
う。
この水素行動計画は、南オーストラリア州
に大規模でクリーン、かつ安全で経済的な
メリットを有する、水素バリューチェーンを確
立する点に引き続き取り組む上で、画期的
な内容といえます。

南オーストラリア州政府
主席科学官
キャロライン・マクミレン教授

南オーストラリア州政府
水素経済運営委員会共同議長
テリー・バーゲス
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再エネ由来の水素製造
への道筋
南オーストラリア州の豊富な風力と太陽光
は、再エネ由来水素製造の基盤となります。
再生可能エネルギーを利用して製造される水素は今や、風力及
び太陽光発電のコスト低下や電気分解技術の進化により、オー
ストラリア国内及び輸出市場において、需要の高い脱炭素社会
の燃料として、ますます競争力を高めています。

再エネ由来の水素製造技術は、ガスや電気、運輸等の一次
エネルギー分野との組み合わせにより、カーボンフリーなエネ
ルギーを、鉱業や農業、重工業向けに最適な形で国内外へと
供給する大きな可能性を秘めています。

大規模な太陽光発電

貯蔵
水素は輸送される前、加圧された状態で貯蔵されます。
.

風力

電解槽
水

電解槽は、電気を使用して水
（H2O）を水素（H2 ）と酸素（O2 ）に
分解します。
再生可能エネルギーを利用して
電気分解を行うことにより、再生
可能な、あるいはグリーンな水素
が生産されます。

屋根上での太陽光発
電及び蓄電池による
貯蔵
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輸出

産業、農業向け

液化／転換用プラント

水素やアンモニアに
は、鉱業や農業、製
造業等の分野におい
て、様々な用途があり
ます。.

水素を液化したり、他の化学物質と混ぜて別の
物質を作ります（アンモニアやメチルシクロヘキ
サンなど）

車両
燃料電池を搭載した乗用車や
バス、鉄道、トラック、フォークリ
フト、オートバイ等は、水素を動
力源として利用します。.

輸送
天然ガス・ネットワーク
水素は既設の天然ガス・ネットワー
クで貯蔵でき、炭素排出量の削減
に利用されます。.

パイプライン
電力
水素は燃料電池やガスタービ
ンにより、電気エネルギーに
変換されます。これにより需
要のピーク時に、電力の供給
が可能です。.
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南オーストラリア州
再エネ水素の可能性
南オーストラリア州は本土にお
いて、再生可能エネルギーを
リードする存在です
オーストラリア・エネルギー市場オペレーター（AEMO）のデータ
によると、南オーストラリア州では、2025年までに、全発電量の
90%が再生可能エネルギーとなる可能性があります。
南オーストラリア州の面積は英国の4倍ほどで、ほぼ100万平方
キロメートルとなっています。このため広大な土地を、再生可能
エネルギーによる発電事業に利用することができます。

南オーストラリア州

南オーストラリア州では、水素の製造に向けた再生可能エネル
ギーの活用が可能です。州政府では現在、南オーストラリア州
初となる、一連の再エネ由来の水素製造パイロット・実証プロ
ジェクトに、投資家と一緒に取り組んでいます。
右の地図は、南オーストラリア州における風力や太陽光発電
に最も適した地域を示しています。これには、再エネ由来によ
る低コストの電力のみで、電解槽の稼働率を高めるのに適し
た、風力と太陽光発電の両方が同時に可能な地域が含まれ
ます。

南オーストラリア州の現在
70 億 豪 ド ル 以 上 が
再 エネに投資済み。
さらに、総額200億
豪 ド ル 以 上 の 再エ
ネ計画が進行中

３軒のうち１軒
に、太陽光発電
パネルがある
世界的レベルの
規制制度

２２の大規模な風力
発電所が、現在稼働
中
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世界最大のリチウ
ムイオン蓄電池

1,400万kW相当の
再エネ活用発電・貯蔵
プロジェクトが進行中

南オーストラリア州政府

2019年9月

クーパーピディ
"

リークリーク
"

ウーメラ
"

セジューナ
"

ポート
オーガスタ
"

ワヤラ
"
"

ポートピリー
バラ
"

ワラルー
"

レンマーク
"

ポート

リンカーン

以下の発電設備に適した地域:
風力発電所
予想風速秒速7.31メートル以Z.

太陽光発電所
DNIが23.5 MJ/m2以上

風力発電所／太陽光発電所

アデレード
"

"

ビクター
ハーバー
キース
"

予想風速秒速7.31メートル以ZかつDNIが23.5 MJ/m2以上

太陽光発電所
DNIが20.5 MJ/m2以上

風力発電所／太陽光発電所
予想風速秒速7.31メートル以ZかつDNIが2０.5 MJ/m2以上

エネルギー生産
既存及び建設中の太陽光発電所

既存及び建設中の風力発電所
海水淡水化プラント
送電線

マウント
ガンビエ
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南オーストラリア州
水素製造までの道のり
2018年11月
南オーストラリア州・水素研究開発
に関する報告書の発表

水素研究や開発における、
現在の機会について検証

2018年12月
オーストラリア政府間エネルギー
審議会、国家水素戦略の策定を
承認

2019年6月
水素混合ガスに関する報告
書

オーストラリア連邦・州政府のエ
ネルギー担当大臣が集まり、ア
ラン・フィンケル豪州政府首席科
学官による、2020－2030年を対
象とした国家水素戦略策定の提
案を承認

南オーストラリア州では、家
庭にガスを供給するパイプ
ラインに、水素を10％ 混入
するプロジェクトの報告書作
成を開始。国家水素戦略・
最終版に含まれる予定

2019年9月
アデレードで、水素安全国際会
議が開催

南オーストラリア州政府は、国
際水素安全協会（HySafe） と合
同で、第8回水素安全国際会
議を主催
南オーストラリア州・水素輸出
モデリングツールの発表

再エネ活用で製造された水素
の輸出には、国際規模のバリュ
ーチェーンが不可欠。そのため
に必要な、インフラの現状と可
能性についての研究を開始
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2017年5月

南オーストラリア州政府が、水素
円卓会議を開催

2018年2月
再エネ活用の水素製造に、 1,700 万
豪ドルの 補助金、2500万ドルの貸
付金供与を決定

南オーストラリア州水素戦略の
策定の一環として、 100 人以上の
関係者が出席

南オーストラリア州政府が、4つの
水素プロジェクトを対象に実施

2016年12月
アデレードで水素自動車の
デモ走行
アデレード中心部で、トヨタとヒ
ュンダイが、市民や各界の重
鎮たちを前に、水素自動車の
デモ走行を実施

2018年4月
南オーストラリア州政府、未来燃料
共同研究センターに参加

将来の低炭素エネルギーへの転
換を支援するための、民間を中心
とした9000万豪ドル規模の研究、
デザイン、開発パートナーシップへ
の協力を決定

2018年8月

2017年9月

オーストラリア連邦科学産業
研究機構（CSIRO）の国家
水素ロードマップが発表

南オーストラリア州水素ロードマ
ップの発表

南オーストラリア州政府と
の共同イニシアチブ

南オーストラリア州、水素戦略
を発表したオーストラリアで最
初の州に
南オーストラリア州グリーン水素
研究の発表

2019年7月
南オーストラリア州政府、グリーンア
ンモニアコンソーシアムに参加

日本の法に基づく、一般社団法人
グリーンアンモニアコンソーシアム
の会員に。海外の参加も可能

南オーストラリア州政府の委託
により、再エネ由来の水素製造
に関する費用や実現可能性につ
いての研究を計画
南オーストラリア州政府、
2017年ハンブルグで開催された水
素安全国際会議に出席

アデレード市での、本会議の
2019年開催を発表
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南オーストラリア州
再エネ水素輸出の
機会と可能性
水素技術は、今後数十年先を見据
え、炭素排出量の大幅な削減を実現
させる上で、多くの国々や地域、産業
界が注目しています。
水素はまた、大気汚染やエネルギー安全保障といった
問題の解決を助け、発電や輸送のためのエネルギーに
利用できます。
アジアにおける、オーストラリアの主要貿易相手国の
多くは、水素経済の実現を図るため、水素の輸入や
活用に明確な数値や目標を設定するなど、国家戦略
の策定に力を入れています。
南オーストラリア州では、こうした新たな水素の輸出
市場向けに、再エネを活用して製造された水素の供
給を図る一方、国内の第一次エネルギー産業向け
の活用を模索しています。

中国
中国の「水素燃料電池自動車技術ロードマップ」は、
国内での燃料電池自動車の広範な生産や利用を可能
にする技術を、2030年までに確立することに焦点を当
てています。
このロードマップでは、2020年、2025年、2030年まで
の各期間毎の目標を定めると共に、以下の内容を
掲げています。
•

クリーンエネルギー由来の水素の利用割
合を、2030年までに50%以上に高める。

•

2030年までに、商業ベースで流通する燃料電
池搭載の乗用車及び商業車の数を、100万台
以上に高める。

•

燃料電池システムや主材料、部品の性能を高める。
2025年までに、燃料電池スタックのコストを、
2015年比で90%ほど削減する。

南オーストラリア州は、貿易パートナー各国それぞれの
戦略に見合う形で、グリーンな水素を供給することがで
きると確信しています。

日本

韓国
韓国の「水素経済ロードマップ」は、水素経済法を
土台としており、水素を基盤とした経済を実現させ
るためのビジョンを打ち出しています。数値を含む
数々の目標が設定されていますが、その多くは
2022年や2040年を基準としています。主な内容につ
いては、以下の通りです。
•

•

•
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水素の製造・流通システムを構築する。2040年
までに、再エネ活用によるクリーンな水素の割
合を全体の70％にまで高め、温暖化ガスの排
出量を2700万トン削減する 。
燃料電池自動車の生産拡大と普及を図る。2040
年までに、乗用車620万台、バス4万台、水素ステ
ーション1200か所の実現を目指す。
燃料電池の生産拡大と普及により、発電量の
増加を図る。2040年までに、燃料電池発電設
備により1500万kw、家庭用燃料電池により210
万kwの電力を確保する。

南オーストラリア州水素行動計画

日本の「水素基本戦略」には、世界に率先して水素社会
の実現を目指す決意が謳われています。
ここには2050年までの実現を視野に入れ、短期や中
期、長期的な目標や行動計画が掲げられています。
主な目標は、以下の通りです。
•

日本での水素の年間利用量を、2030年までに
200トンから30万トンへと拡大させる。将来的に
は、カーボンフリーな水素の利用を目指す。

•

豪州を含めた、国際水素サプライチェーンの構
築を図る。2020 年代半ばまでに、液体水素サ
プライチェーンの構築・商用化実証を行う。

•

燃料電池車の普及を推し進め、2030年までに乗
用車80万台、バス1200台、フォークリフト1万台
を目指す。

南オーストラリア州政府

2019年9月

韓国

日本

中国

シンガポール

シンガポール

シンガポール総理府では2019年第一四半
期、水素の輸入や下流部門での応用の可能
性に関し、コンサルタント調査の入札募集を
行いました。
温暖化ガス排出量の60%削減を実現
させるべく、シンガポールでは、液化天
然ガスにとって代わる、水素等の代替
燃料の発電利用に高い関心が寄せら
れています。
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南オーストラリア州
における水素事業
ポートリンカーン水素・アンモニア
サプライチェーン デモンストレーター
ハイドロジェン・ユティリティ社（H2U）は、
持続可能なモビリティや再エネ貯蔵といっ
た、水素インフラ・ソリューションの開発 に
特化した企業です。

南オーストラリア州
は、再エネ発電と
水素インフラ開発
の最前線に位置
しています。
この重要な市場
で、プロジェクトを
展開でき、大変嬉し
く思います。
アテリオ・ピグネリ

H2U
最高経営責任者

H2Uは南オーストラリア州ポートリンカー
ン周辺において、水の電気分解による3
万kw規模の発電と、分散型のアンモニア
生成を複合的に行うプラントを開発中で
す。オーストラリア州政府は補助金や追
加の融資により、この11.75億豪ドル規模
のプロジェクトに対し、4700万豪ドル相当
の支援を提供しています。
このプラントでは、風力と太陽光のみを
利用して、年間1万8000トンまでのグリー
ンなアンモニアを製造します。これらのア
ンモニアは、地元の農業・産業部門へと
供給されます。これは成長の著しい水素
エネルギー分野にとり、世界的に重要な
実証プロジェクトといえます。というのも、
供給安定性の低い再エネ資源からカー
ボンフリーなアンモニアを生成し、複数の
バリューチェーンにまたがる形でグリーン
な水素の活用を実証する点で、世界に先
駆けた商業プラント事業であるためで
す。
このプラントにはまた、水素のみを動力と
する、1万6000kw級のオープンサイクル・
ガスタービン2基が設置されます。ここで生
み出された電力は、風力・太陽光による発
電量が減少する時期、電力系統に送られ
ます。

この事業は、南オーストラリア州に再エネ
由来の電力を安定的に供給する上で、真
に自己完結型のソリューションを提供する
力を有しています。
グリーンアンモニアは、水素エネルギーキ
ャリアとして、最も有望視されている化学物
質です。この窒素と再エネ由来水素の化合
物は、大規模発電所の燃料となる可能性を
秘めており、輸出の機会が期待されます。
H2Uは2019年7月、南オーストラリア州政府
と共に、日本のグリーンアンモニアコンソー
シアムに参加しました。このコンソーシアム
には、オーストラリア連邦科学産業研究機
構（CSIRO）やオーストラリア貿易投資促進
庁（オーストレード）をはじめ、70を超える企業
や組織が参加しています。.
H2U は2019年8月、鉄鉱石の採掘・探査を
行うオーストラリア企業、アイアンロード社
（Iron Road Limited）との協定に署名しまし
た。これは共同で1100ヘクタールの敷地
に、多くのユーザーやコモディティを対象と
した、深水港の開港を実現させるためのビ
ジネス準備を行う計画です（下の写真）。

水素スーパーハブを目指す
クリスタル・ブルック エネルギーパーク
ネオエン・オーストラリア社（Neoen
Australia）は太陽光や風力、蓄電など
様々な技術分野において、再エネを手が
ける独立系発電事業者です。

南オーストラリア州政府は、2020年後半
の建設開始を念頭に、2019年中頃、クリ
スタル・ブルック エネルギーパークの開
発を許可しました。

ネオエン社は国内において、建設中のも
のを含めると、100万KWを発電できるだけの
設備を有していることになります。南オー
ストラリア州にある、世界最大のリチウム
イオン電池を所有、管理しており、テスラ
社による出力10万KW、総容量12.9万KW時
の蓄電システムが採用されています。
クリスタル・ブルック エネルギーパーク
構想は、5億ドルの規模を有する再生可
能エネルギー事業です。南オーストラリ
ア州中北部のクリスタル・ブルックより、3
キロ北に位置しており、蓄電や太陽光、
風力発電を総合的に行うプロジェクト
で、総発電量は27.5万KWに及びます。そ
のうちの12.5万KWは、26のタービンを利用し
た風力発電、残りの15万KWは太陽光発
電です。さらに13万KW/40万KW時の蓄電
池があり、特定用途の変電所を通じて、州
内に電力を流通します。

クリスタル・ブルック エネルギーパーク構
想では、再生可能エネルギーを確保でき
た時のみでなく、、一日24時間電力を絶え
ず供給することを目指します。これは長期
的な持続性に欠かせない要素であり、オ
ーストラリアおける初の試みです。
クリスタル・ブルック エネルギーパークに
おける水素製造設備の経済、技術面での
実現可能性を調査するために、南オースト
ラリア州政府はネオエン社に対し、100万
豪ドルの補助金を供与しています。

「南オーストラリア州のクリスタル・
ブルック エネルギーパーク構想
は、再生可能エネルギーを確保
できた時のみでなく、一日24時間
電力を絶えず供給することを
目指します。
これは長期的な持続性に欠かせな
い要素であり 、オーストラリアに
おける初の試みです。」

2018年末、第一次フィージビリティスタ
ディが終了しました。以来現在では、現
地での水素製造を通じて、設備の最適
化を行うのがよいのか、あるいは輸出
用に、近くの港まで直接運ぶパイプライ
ンを建設する方がよいのか、といった議
論が行われています。
水素スーパーハブは、再エネ由来の水素
を競争力ある価格で、大量に製造するとい
う点で、世界的規模のプロジェクトとなる大
きな可能性を秘めています。ネオエン社に
対する、フィージビリティスタディへの資金
提供を決定した際、南オーストラリア州政
府は、契約の最終段階から建設段階へと
移行する場合、更に400万豪ドルの補助金
と、2000万豪ドル相当の融資を提供すると
発表しています。

「次世代のクリーンエネルギー
貯蔵技術として、水素を活用す
ることは、南オーストラリア州の
再エネ産業にとり、非常に有望
です。」
ガース・ヘロン
ネオエン・オーストラリア社開発部長

南オーストラリア水素パーク
アデレードに拠点を置くオーストラリアン・
ガス・ネットワークス社（AGN）は、オース ト
ラリアン・ガス・インフラストラクチャー・グ
ループの一部であり、南オーストラリア州
を含め、国内各地でガスパイプラインを保
有しています。
南オーストラリア水素パークは、AGNが出
資、実行する1140万豪ドル規模の実証プ
ロジェクトです。南オーストラリア州政府
は、この計画に490万豪ドルの補助金を
拠出しています。この施設には、オースト
ラリア最大規模となる1250KWのシーメン
ス社製プロトン交換膜電気分解装置が設
置される予定です。
このプロジェクトは、アデレード中心部トン
ズリー・イノベーション地区を拠点とします。
南オーストラリア州が、2050年までのゼロ
エミッションへと向かう中、カーボンニュー
トラルなガスの供給を目指します。まずは
2020年代半ばより５年間かけて、再エネによ
り発電された電気1と水から、再エネ由来の
水素を製造します。
AGNでは近郊のミッチェル・パークにある
700以上の世帯や企業等に対し、既存の
ガスパイプラインを通じて、5パーセント
の再エネ由来水素を混合させた天然ガ
スを供給します。5パーセントの水素混合
ガスを提供された顧客が、品質の違いを
意識することはありません。また、ガス器
具や設備に変更を加える必要はありま
せん。ガス代金についても、天然ガスの
みの場合と変更はありません。

このプロジェクトは同時に、電気分解装
置を全体のネットワークに組み込むこと
で、再エネ発電設備の容量を高め、エ
ネルギー供給の安定に寄与する点を実
証する試みです。
すでに初期エンジニアリング設計調査と、
電気分解装置の発注は済んでおり、現在
は法規制の審査や開発許可、土地の購入
に向けた準備が進められています。また
地域・関係者への説明会は、2019年7月よ
り開始されています。
さらに計画拡大の一環として、水素チュ
ーブトレーラー用充填設備の設置が検討
されています。これは水素のパイプライン
混入のための輸送や、水素自動車への
供給、産業的利用、将来の輸出などを目
的としたものです。
AGNにとってこのプロジェクトは、炭素排出
量の削減に向けた一歩です。また水素の
100%利用を検討する前に、南オーストラリ
ア州を含むサービス地域において、再エ
ネ由来水素の混合率を10パーセントにま
で高める試みの一部でもあります。
AGNでは南オーストラリア州を含む政府全
般、並びに産業界と協力し、オーストラリア
水素センターの設立に積極的に取り組ん
でいます。同センターでは水素パーク・プ
ロジェクトの成果を客観的に把握し、オー
ストラリア各州や都市、自治体における水
素混合率の増加や、水素の100%利用につ
いての実現可能性を調査する予定です。

このプロジェクトは、南オーストラリア州の
ガスパイプラインへの水素混入が可能であ
る点を証明してくれるでしょう。また、州政
府がガス供給体制を変更しようとしている
点が理解されるでしょう。

1. AGNでは、製造された水素が再エネ由来となるよう、電力消費分を相殺するために大規模再
エネ発電証書を購入する（または自主的に引き渡す）。

南オーストラリア水素団地の竣工予想図: 1.25メガワットの電
気分解槽、混合装置、配管とトレーラー設備。

アデレード市、パイプテック社における
南オーストラリア水素パーク向け
水素バッファータンクの製造過程

「南オーストラリア州が、この
技術を主導しているのを嬉しく
思います。
南オーストラリア水素パーク
は、水素経済のビジネス化に
道筋をつける、オーストラリア
初の総合的な水素プロジェク
トです。」
「また再エネ技術のリーダー、
水素ビジネスの開拓者として
の南オーストラリア州の立場を
強化します。」

ベン・ウィルソン
AGN
最高経営責任者

トンズリー・イノベーション地区組立主工場（MAB）
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南オーストラリア大学
再生可能エネルギー実証プラットフォーム
南オーストラリア大学モーソンレイク・キャン
パスは、太陽光発電とフロー電池、 燃料電
池スタック、蓄熱技術を融合させた870万豪ド
ル規模のプロジェクトの舞台となります。
これにより、オーストラリアを代表する再エネ
技術が試されます。
この南オーストラリア州政府から360万豪ド
ルの助成を受ける事業は、水素や蓄電
池、太陽光技術など、学際的な研究プロジ
ェクトを支えるためのデータ収集を目的とし
ています。例えばパフォーマンスの最適化
や経済、エネルギーや排出量などの分野
です。生産されたエネルギーは、特にキャ
ンパスでの需要が高い時期、補完的に活
用されます。
このプロジェクトは、南オーストラリア大学に
おいて、排出量の削減、再エネ技術の推進
といった政策の最前線に位置しています。
モーソンレイク・キャンパスは2015年、低炭
素社会の実現に向け、産業界の主導による
南オーストラリア州の学際的研究拠点「低
炭素生活のための研究ノード」を立ち上げ
ました。この試みにより、そのグリーンな実
績はすでに証明済みです。

この施設には、モーソンレイク・キャンパ
スの18の建物、および地上１ヘクタール
にソーラーパネルが設置されるほか、蓄
熱装置が置かれます。2020年に完成す
れば、カーボンフリーな再エネの活用機
会を増やすだけでなく、地域の電力供給
安定にも貢献します。
南オーストラリア大学では、国内再エネ企
業との連携を通じ、年間25万KW時以上の
蓄電を目指しています。また再生可能エネ
ルギーの随時提供により、ピーク時電力負
荷の43% 削減、炭素ガス排出量の35%削減
を見込んでいます。
南オーストラリア大学では、このプロジェ
クにより、年間約47万豪ドル相当の省エ
ネ効果を期待しています。

「再エネへの移行において、南オース
トラリア州は世界をリードしています。
このプロジェクトは、こうした評価をさ
らに高めると共に、エネルギーの自給
やカーボンニュートラル実現の方法を
教えてくれるでしょう。」

「この事業は、南オーストラリア州に新
しい雇用と投資をもたらします。また次
世代の再エネ研究者を育てると共に、
刺激を与えるでしょう。」

デイビッド・ロイド
南オーストラリア大学学長

南オーストラリア大学
再エネ・脱炭素化担当マネージャー
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スティーブン・ベリー

オーストラ
リア
国家水素
戦略
オーストラリア政府間評議会（COAG）エ
ネルギー審議会に出席した連邦・州政府
の各エネルギー担当大臣は、2018年12月、
アラン・フィンケル首席科学官による
2020 － 2030 年に向けた国家水素戦略を
策定する案を承認しました。
この会議には、南オーストラリア州から
ダン・ヴァン・ホルスト・ペレカーン エネ
ルギー・鉱業大臣が参加しています。
南オーストラリア州は全作業部会に参
加するほか、家庭に供給される天然
ガスに水素を最大10%混入するプロジ
ェクトを主導するなど、国家水素戦略
の策定に大きく貢献しています。
オーストラリア国家水素戦略は2019 年
12月、各エネルギー担当大臣に提出さ
れ承認を得ました。
南オーストラリア州水素行動計画は、
同州がオーストラリア国家水素戦略の
実施に貢献する上での重要な枠組みと
なります。南オーストラリア州はこの計
画を通じ、認定を受けた再エネ由来水
素の主な供給先となるよう目指してい
ます。

「世界の温室効果ガス排出
量を削減させる水素の開発
に、オーストラリアは貢献
できると確信しています。
今すぐに計画し、行動を
起こすのがベストです。」
アラン・フィ ン ケル 博 士
オ ー ス トラ リ ア 首 席 科 学 官
「水素の未来のために」
オーストラリア経済発展委員会、2019年8月
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南オーストラリア州

水素行動計画

実現にあたって
水素経済運営委員会による
主要な業績評価指標（KPI）
•

南オーストラリア州での年
間水素製造量

•

南オーストラリアからの年
間水素輸出量

•

水素インフラへの設備投資額
累計

•

建設工事や新規正社員雇用
の数

水素インフラ
への投資促進

再エネ由来水素を2020年に
製造し、水素経済の実現へと
邁進する

行動
•

•

•

•

世界レベル
規制枠組みの構築

効率的でわかりやすく、住民や
投資家の信頼に応える、世界
レベルの水素規制慣行を実現
させる

行動

再エネ水素の輸出サプライチェー
ンの構築を伝えるための、南オー
ストラリア州水素輸出モデリングツ
ールの作成

南オーストラリア州・水素インフラ計
画の発展を促進

家庭部門への一次エネルギー供給
における、水素の費用対効果推進
計画の策定
長期的インフラ整備計画への
水素の導入
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•

水素規制作業部会が後押しする、
効率的、効果的な規制の採用

•

南オーストラリア州再エネ由来
水素認定証の発行

•

国際的基準・規約の制定を
提唱

•

南オーストラリア州民や産業
界を対象とした、水素技術の
未来に関する啓蒙活動の
推進

南オーストラリア州水素行動計画

構想
南オーストラリア州の風力や太陽エネルギー、土地、インフラ、技能を
活用し、再エネ由来水素を世界に供給できる存在になる

目標
再エネ水素の製造規模を、輸出や国内向けに拡大する

貿易関係と
供給力の強化

技術革新と
技能の育成

エネルギーシステ
ムにおける水素の
重要性

新規の貿易相手国に再エネ由
来水素を 供給すべく、強固 な
関係やバリューチェーンを構築
する

確かな学術研究や産業界との
連携により、水素イノベーション
を加速させ、これに見合った
スキルや能力、キャパシティを
実現させる

エネルギーの脱炭素化におけ
る、水素の重要性を理解する

行動

行動

行動

•

世界各地にある政府の貿易・投資
事務所を通じ、再エネ水素のPRを
行う

•

現在・将来の水素プロジェクトを活
用し、訓練やイノベーションの機会
を推進する

•

海外からの、及び海外への貿易
投資使節団を支援する

•

スキリング南オーストラリア構想に
より、新産業や水素経済の発展を
支援する

•

国際的な水素コンソーシアムに
参加する

•

未来燃料協力研究センターへの
支援や参加を行う

•

オーストラリア水素センターへの
支援や参加を行う

•

水素に関連した海外直接投資、
海外からの事業進出、事業拡大を
促進する

•

水素関連分野が再エネと共に、
エネルギーシステム上のメリット
を、より生み出せるようにする

•

南オーストラリア州が関連した
初期の水素プロジェクトによる
知識の共有を図る

•

水素をエネルギー体制に効率
的に組み込むために、国家エネ
ルギー市場枠組みにおいて改
善すべき点を突き止める

•

南オーストラリア州辺境部にお
ける、水素製造と利用の可能 性
を調査する
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水素インフラ
への投資
促進
行動目標 その1
再エネ由来水素を2020年に製造し、水素経済への実現へと邁進する

南オーストラリア州では水素経済の実現にあた
り、バリューチェーンが持続できるよう、 、 再エネ
水素製造の規模を、 輸出が可能なレベルへと
拡大していく必要があります 。

南オーストラリア州では、輸出を視野に入れた製造の
拡大に長期的に取り組む一方、競争上の優位性を生
かし、再エネ水素製造インフラへの既存の投資をさら
に強化していきます。
こうした構想を推し進めるべく、まずは2020年
アデレードにおいて、オーストラリア最大の電気
分解装置が稼働される予定です。

規模の拡大に向けた、南オーストラリア州初の実証プロジェクト

こうしたプロジェクトは、産業界や政府に
知識や経験を与えると共に、住民の意
識や理解、及び労働技能の向上に
つながります。
また現地の労働力を日常的に活用し、
再エネ水素の信頼できる供給先として
南オーストラリア州の地位を確立する
のを助けます。さらに、再エネ水素
バリューチェーンの構築を目指す国際
協力を行う上での拠点を提供します。

南オーストラリア州ではこれらのプロジ
ェクトを通じ、次の段階にある再エネ
水素プロジェクトへの、投資リスクの
軽減を図ります。こうした大規模なプ
ロジェクトは、再エネ水素の製造単価
引き下げを目指したものです。

輸出プロジェクト
の大規模化

プロジェクトのメリット
- 産業界による知識
- 技術革新と人材育成
- 住民意識の向上
-規制や規約、基準への知識
- 国際協力

輸出プロジェク
トの開始
国内への
適用

事業規模

南オーストラリア州政府では、４件の水素
製造プロジェクトに対し、1700万豪ドル以
上の補助金の供与、及び2500万豪ドル
相当の融資を共同で実施しています。

初の再エネ
由来水素製造

2020
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2020’年代中期
時期
南オーストラリア州政府

2019年9月

水素インフラへの投資を進める
南オーストラリア州
南オーストラリア州・水素輸出モデリング
ツールにより、再エネ水素の輸出に向けた
サプライチェーンの構築を伝える

南オーストラリア州で、水素インフラの
構築にふさわしい場所を探している海
外投資家や開発業者の方々は、以下
のサイトより、水素インタラクティブ・マ
ップがご利用いただけます。
www.hydrogen.sa.gov.au
南オーストラリア州政府では、産業界と協
力し、既存および将来の水素インフラにつ
いての画期的な調査を行います。これは、
再エネ水素の輸出に関する、世界的規模
のバリューチェーンの構築に欠かせないも
のです。
調査の結果は、世界各地にある南オー
ストラリア州政府の貿易・投資事務所を
通じて、知ることが可能です。この結果
には、水素製造・転換用の候補地や供
給可能量、南オーストラリア州からの再
エネ水素の陸揚げコ ストといった、重要
な情報が含まれます。

南オーストラリア州における水素インフラ・
プロジェクトの発展を促進する

南オーストラリア州政府は、4件の再エネ水
素プロジェクトに対し、1700万豪ドル以上の
補助金の供与、2500万豪ドル相当の融資を
共同で実施しています。
南オーストラリア州政府では、エネルギー・
鉱業省が中心となり、引き続き水素事業の
主要関係者との関係の強化にあたると共
に、産業の拡大に向けた調整に取り組んで
いきます。

アデレード市中心部にあるビクトリア
広場に展示された水素自動車22

水素を 家庭向け一次エネルギー部門
で、 費用効果の高い形で活用するため
の計画を策定する

南オーストラリア州政府が現在行っている
再エネ水素の準備や他のプロジェクト、実
証実験は、関連するインフラを構築し、国
内市場を拡大すると共に、輸出可能な規
模の産業へと発展させることを目的とし
ています。
南オーストラリア州政府では、再エネ水素
をガスパイプラインや輸送部門、産業や
遠隔的な利用など、より広範に費用対効
果の高い形で活用する点に力を入れてい
ます。またこのために、こうした分野への
投資を促進する計画の策定に精力を注い
でいます。こうした試みは、他の一次エネ
ルギーの利用における脱炭素化を通じ、
2050年までにゼロエミッションを実現させ
ようという州政府の目標達成の一助となり
ます。

水素を長期インフラ計画に組み込む

南オーストラリア州政府のインフラストラ
クチャーSAは、同州の20年間に及ぶイン
フラ戦略の策定を手がける独立した機関
で す 。 こ の 戦 略に お い て 、 優 先 す べき
主要プロジェクトを特定する5か年単位の
年次計画「Capital Intentions Statement」
が発表されます。.
イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー SA は 長 期
インフラ 計 画において、 水素を重視
する姿勢を示しています。

投資家の信
頼に応える、
世界レベル
の規制慣行
を実現させ
る

世界レベル
規 制枠組み
の構築
効率的でわかりやすく、住民や

行動目標 その2

南オーストラリア州は、タイトガスやシェール
ガスにおいて、世界に誇れる規制枠組みを
確立させました。経済成長を推し進める効果
的で、透明性の高い制度の構築において、
すでに実績があります。
南オーストラリア州政府は、オーストラリア政府間評議会
を通し、規制基準の確立について連邦政府や他の自治
体と協力を重ねると共に、2020年ー2030年オーストラリア

国家水素戦略の策定に貢献してきました。
南オーストラリア州では、規制に関する専門知識を高めると
共に、国内外の水素関係者と密接な協力を行ってきました。
また安全性を最優先させることで、投資家と地域住民の
ニーズに応えるような、世界水準の規制枠組みを実現させて
います。

国際水素安全協会
（HySafe）

南オーストラリア州政府は、国際水素安
全協会（HySafe）の正規会員であり、世界
各地で活躍する水素の安全性に関する
専門家と、緊密な関係を築いてきました。
第8回水素安全国際会議は、2019年9月
に、南オーストラリア州アデレードで開催さ
れました。これは隔年で開催される、世界
最大の水素のリスク管理に関する会議で
あり、安全性に関する新しい研究結果や
情報を発表、討議する場となっています。
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水素安全国際会議が開催される

南オーストラリア州政府

2019年9月

世界をリードする規制枠組みを
進める南オーストラリア州
水素規制作業部会がサポートする
効率的、効果的な法規制の確立
投資家が市場に参入するにあたっては、、
明確な目的や効率性を重視した、最高水準
の安全性と信頼を保証できる規制枠組みが
欠かせません。
南オーストラリア州政府はこのために、各省
庁にまたがる横断的な水素規制作業部会
を発足させました。この組織には、水素関連
施設の認可を担当する窓口部門のほか、職
場の安全や環境、企画、専門的規則等に関
わる他のすべての団体が含まれます。
水素規制作業部会は、規制の漏れを調
査・予防すべく、政府が一丸となって引き
続き、意識の向上と能力の充実に努めま
す。また現行の法規制の確実な遵守に
向け、水素プロジェクトの参加者に対する
助言を行います。

南オーストラリア州再エネ由来水素
認定証の発行

再エネ由来水素（「グリーン」な水素）とは、再
エネ資源により発電された電力を使って、製
造された水素のことを指します。これに対し、
大気中に炭素を排出する化石燃料を利用し
て作られた水素は一般に、「褐色」または「灰
色」の水素と呼ばれています。

制度や規格の国際標準化を提唱

南オーストラリア州政府では、今後も
水素技術の研究開発や安全な利用を
目指し、海外ネットワークの維持・強化
に努めます。このために国際水素安全
協会（HySafe）や米国の水素安全セン
ターをはじめ、国際的に評価の高い
組織や団体との関係を継続していき
ます。
国内外の研究者や関係者と協力していく
にあたり、ベストプラクティスや制度・規格
の標準化の提唱に努めます。こうしたシン
プルで効率性の高い枠組みを通じ、投資
家の方々は、多くの異なる場所で活躍する
と共に、消費者にメリットをもたらすことが
可能になります。

南オーストラリア州民と産業界に対し、
水素技術の将来性を広く伝える
水素の活用を成功させるには、人々による
理解や支援が不可欠です。南オーストラリア
州政府では、水素経済がもたらすメリットを
享受できるよう、州民や産業界と手を合わ
せ、成長の著しい再エネ水素の製造につい
ての造詣を深めると共に、支援の拡大を図
っていきます。

炭素排出量の削減を重視するオーストラリ
ア、及び海外市場の参加者たちは、両者の
違いを強く意識しています。こうした市場で
南オーストラリア州で製造された再エネ水素
が注目を浴びるためには、市場の要求に沿
って水素が製造されたことを、証明する制度
が必要になります。
南オーストラリア州政府は、今後も国家
水素戦略を通じて等、国内外の各政府と
協力し、国内や輸出向けに水素の製造過
程を証明する制度の確立に努めます。
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貿易関係と
供給力の強化
行動目標 その3

新規の貿易相手国に再エネ由来水素を 提供す
べく、強固な関係やバリューチェーンを構築する
南オーストラリア州は、国 内の再生
エネルギー活用や、余剰電力貯蔵
システムの研究において、先端を行く
存在です。このため国際企業からは、
有力な再 エネへの投資先とし て認識
され始めています。

投資の誘致や輸出市場のシェア拡大は、貿易・観光・投資省が
主導する南オーストラリア州成長戦略の目標でもあります。
アジア諸国との新たな自由貿易（経済連携）協定の締結や、
連邦政府による国家水素戦略の策定は、自らの強みを生かし
て新たな市場の開拓を図るという、南オーストラリア州の営み
を支えます。

既存の投資を拡大し、コモディティの供給信頼性、新
技術の導入における南オーストラリア州の評価をより
高める上で、水素はさらなる機会を提供します。

アジア太平洋地域での水素事業に関する、南オーストラリア州の歩み
素関連の実績
2019年8月:
2019年3月:

2018年11月:
デイビッド・リッジウェイ貿易・観光・投
資大臣が、同州による５つの貿易投
資事務所オープンの第１弾として、
上海貿易投資事務所の開設を公式に
行う。
2019年2月:
ポール・ヒーサリー エネルギー鉱業
省次官が、水素産業視察団を率い
て、2019年に東京で開催された「水素
燃料電池展FC EXPO」に参加。オー
ストラリア貿易投資促進庁が協力・支
援を行う。
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ヒュー・ヴァン・レ南オーストラリア州総督
とデイビッド・リッジウェイ大臣が、日本と
韓 国で 数々 の 水素 関 連会 合 に 出 席 。
北東アジア貿易使節団訪問の一環であ
り 、 . 南 オ ー ス ト ラ リ ア 州 東 京 事務 所 の
開設に合わせたもの。
2019年7月:
南オーストラリア州東京事務所（日本・
韓国担当）サリー・タウンゼンド代表（コ
ミッショナー）が、東京でグリーンアンモ
ニアコンソーシアムの初回会合に州代
表として出席。南オーストラリア州政府
とオーストラリア貿易投資促進庁、オー
ストラリア連邦科学産業研究機構
（CSIRO）は、会員として招待される。.

南オーストラリア州水素行動計画

リー・ウォン・ウック韓国国会議員と財
界代表らによる視察団が、アデ レー
ドを訪問。南オーストラリア州の産業
界や政府関係者と会合し、昼食には
100%水素を燃料とした、地元製造の
器具によるバーベキューが提供され
る。

2019年9月:
東京大学 先端科学技術研究センター
の参加する産業界の代表が、アデレー
ドを訪問。南オーストラリア州のビジネ
ス界や政府の関係者と面会。

南オーストラリア州政府

2019年9月

貿易関係と供給力の強化に努める
南オーストラリア州
貿易投資事務所の海外ネット ワークを
通じた再エネ由来水素の推進
南オーストラリア州政府は、海外の戦略
的拠点においてプレゼンスの強化を図る
べく、新たに５つの貿易・投資事務所を
開設します。選ばれた地域は、中国と北
東アジア、東南アジア、中東、米国です。
こうした同州貿易事務所のネットワークと
共に活動にあたるのが、在ロンドンの南オ
ーストラリア州総代表事務所と、海外各地
に拠点を持つオーストラリア貿易投資促進
庁です。これらの組織では、ビジネス関係
の強化や、国際市場への参入を目指す企
業、および南オーストラリア州で商機を見
出そうとする海外投資家への支援に取り組
んでいます。

国内外の貿易投資視察団への支援

南オーストラリア州政府では、2019年9月の
水素安全国際会議のアデレード開催をはじ
め、主要イベントやビジネス会議の招致に
力を入れています。これは、海外の投資家
やバイヤーの関心を高めるためです。
南オーストラリア州政府では、海外を訪問
する州の貿易投資視察団、及び海外からの
こうした団体の訪問日程をまとめた年間
カレンダーを作成しています。地元企業は
これにより、海外の水素市場に対して関与
を図ることができます。

水素国際コンソーシアムとの連携

南オーストラリア州では、情報の共有や国
際規模の水素製造、輸出の拡大に向けた
協力のために、水素国際コンソーシアムと
の連携に力を入れています。
南オーストラリア州では、再エネ水素由来
のCO2フリーアンモニアの供給を目指す世
界的組織、グリーンアンモニアコンソーシア
ムの会員になるなどして、こうした関係の
構築に努めています。

水素関連の対豪直接投資や事業の進出・
拡大の推進

水素のような輸出産業となる高い可能性を
秘めた分野に、海外からの投資を確保でき
れば、南オーストラリア州の経済に大きく貢
献できます。州政府は現在、経済成長計画
を発表しており、この中で年間州総生産の
伸び率3パーセントを目指しています。
州政府では成長分野への新規投資の確保
において、貿易・観光・投資省が中心的な
役割を果たしています。水素は輸出指向型
の産業のひとつであり、こうした州の成長
計画目標の達成への貢献が期待できま
す。
南オーストラリア州の現代的な産業サプラ
イチェーンを拡大することで、水素経済の多
面性を支える能力や労働力が育成されま
す。こうした分野としては、水素（および関連
製品）の製造、貯蔵、（ガス、電力の相互）
変換、流通などが挙げられ、エネルギーや
モビリティ部門全般にまたがります。

左下: リー・ウォン・ウック韓国国
会議員が 水素使節団を連れて、
アデレードのトンズリー・イノベーシ
ョン地区を訪問。100％水素燃料を
使った ヒートリー社製器具による
バーベキューランチを堪能。

右下: ヒュー・ヴァン・レ南オース
トラリア州総督、 デイビッド・
リッジウェイ貿易・観光・投資
大臣、サリー・タウンゼンド
南オーストラリア州（日本・韓国
担当）代表（コミッショナー）が、
北東アジア東京事務所の開所式
に参加。
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技術革新と
技能の育成
行動目標 その4

確かな学術研究や産業界との連携により、水素イノベ
ーションを加速させ、これに見合ったスキルや 能力、
キャパシティを実現させる
南オーストラリア州には、防衛や自動車
産業を通じた製造業の伝統があります。
また最近では、宇宙・エネルギー分野の
技術の強化に伴い、イノベーションに強い
人材が輩出されています。

急速に成長する水素産業は、技能のある人材と、新しい専門
技術の必要性に応える特別に構成されたコースを必要とする
と共に、技術系の学生や院生に、とりわけ事業が展開される
予定の地域において、就職の機会を提供します。

アデレード大学エネルギー技術センター、フリンダーズ大学ナ
ノスケール科学技術研究所、南オーストラリア大学未来産業
研究所をはじめ、南オーストラリア州のトップ３大学では、水
素及びエネルギー関連の研究が盛んです。

周辺のイノベーション推進地区

ロット14地区、アデレード

アデレードのビジネス中心部に位
置するロット14地区では、創造的
なイノベーションが盛んです。ここ
には新設されたオーストラリア宇
宙局をはじめ、オーストラリア・サ
イバー協力センター、オーストラリ
ア機械学習研究所など、進取の
精神に富んだ組織・機関が顔を
揃えています。
またこの地区には、企業家のため
の未来 産 業 交 流 センターが存
在するなど、再エネを基盤とした
新たな水素経済への関与を目指
す企業にとって、理想的なプラット
フォームとなっています。
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トンズリー・イノベーション地区

アデレード中心部にあり、かつては三
菱自動車の工場があったトンズリー地
区。現在は、20年間に及ぶ都市再開発
計画の目玉として、オーストラリアの各
賞を獲得するほどのイノベーション地域
へと、大きな変貌を遂げました。ここに
はオーストラリア最大の水素製造用電
気分解装置をはじめ、最大6000kw分の
ソーラーパネル及び蓄電池が設置され
る予定です。

オズボーン軍艦造船地区

オズボーン軍艦造船地区は、オースト
ラリア海軍向けの装備品を供給する
主要ハブとして機能しています。防衛
や造船、補修・艤装に関する受注を目
指し、多くの技術関連企業が集積して
います。オズボーン軍艦造船地区は、
エジンバラ防衛地区、国防省・防衛科
学技術機関と密接な関係にあります。

トンズリー地区では、未来のエネルギ
ーや鉱業、製造業、自動走行技術など
の分野で、仕事や暮らしに生産的、持
続的なイノベーションをもたらすための
数々の実験が行われています。

南オーストラリア州水素行動計画

南オーストラリア州政府

2019年9月

技術革新と技能の育成に取り組む
南オーストラリア州
現在・将来の水素プロジェクトを活用した
訓練とイノベーションの育成

未来燃料共同研究センターへの

南オーストラリア州政府に提出された水素
研究開発報告書では、州内の水素研究開
発力の現状や、こうした力を地方、全国、
国際レベルの協力へと発展させる機会に
ついて説明しています。

オーストラリアを代表するエネルギー
部門において、水素を含めた燃料の
低炭素化に取り組んでいるのが未来
燃料共同研究センターです。この機関
には政府をはじめ産業界、大学がの
べ9000万豪ドル以上の資金を提供し
ているほか、設備や物資を通じたサポ
ートを行っています。
南オーストラリア州は、同センターに資金
を拠出している唯一の州政府であり、こ
の組織の7年間の活動期間中、積極的に
支援を行う予定です。

トンズリー・イノベーション地区における
AGNの南オーストラリア水素パーク、H2U
の再エネ活用水素・アンモニアサプライチ
ェーンデモンストレーター等の実証プロジ
ェクトは、水素関連の試験を迅速に行い、
開発やビジネスの拡大を行う上での基盤
を提供します。

参加と支援

オーストラリア水素センターへの
参加と支援
新たな産業と水素経済を支える
技能の育成

南オーストラリア州政府は、独自の技能
向上プログラムを通じ、今後4年間で
20,800名の実習・訓練生に対し、新たな
支援を提供します。これは現在と将来の
の両方における、技能を持った人材のニ
ーズに応えるための措置です。
政府は産業界や職業訓練機関、各大学と
協力し、南オーストラリア州技能向上プログ
ラム等を活用して、水素部門における実
習・訓練生の活躍を支援していきます。

南オーストラリア州政府では、オーストラ
リアン･ガス･インフラストラクチャー・グル
ープによるオーストラリア水素センター
の設立を積極的に支援しています。
トンズリー・イノベーション地区における南
オーストラリア水素パークでの経験を踏ま
え、オーストラリア水素センターでは、都市
や地方で供給されるガスへの10%の水素混
入の実現可能性について、知識の共有を
図っていく予定です。これを土台に将来的
には、南オーストラリア州や他管轄の供給
網において、水素への100%燃料転換の実
現を追求していきます
こうした試みにより、水素の利用にお
ける費用対効果の向上が期待されま
す。
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エネルギーシステム
における水素の
重要性
行動目標 その 5

エネルギーの脱炭素化における、
水素の重要性を理解する
南オーストラリア州のエネルギー市場は、
まさに 化石燃料から再エネへ の転換期を
迎えています。
再生可能エネルギーは2018-2019年、南オーストラリア州
全体の発電量の59.7％を占めると、オーストラリア・エネルギ
ー市場オペレーターは推定しています。南オーストラリア州で
は、この割合を2030年代に100%まで高めようとしています。

水素の製造に使われる電気分解装置は、再エネによる発電量
の変動に応じ、供給の割合を増減できる柔軟性を備えていま
す。需給バランスを考慮した調整を助けることで、電力システ
ムの安定に貢献します。
再エネ由来水素は、ガソリンや軽油といった従来の液体燃料
への依存を減らし、エネルギーの多様化を推し進めます。また
ガスや電力、輸送といった南オースト ラリア州の多くの第一次
エネルギー部門において、ゼロエミッションを実現します。

水素は南オーストラリア州の消費者に対し、クリーンなエネ
ルギーへの転換を廉価で、かつ信頼の置ける形で実現さ
せる機会を与えてくれます。

南オーストラリア州では、ガス供給網に水素を混入する国家水素戦略の始動
プロジェクトを主導しています
2018年12月のオーストラリア政府間エネルギー審議会会合において、南オース
トラリア州政府は他の管轄政府とともに、アラン・フィンケル オーストラリア首席科
学官による、2020-2030年オーストラリア国家水素戦略策定の提案を承認しまし
た。
この会合により、同戦略の策定を6つの分野にまたがって行うための作業部会が
設立されました。該当するのは水素の輸出、輸送分野での水素の利用、ガス供
給網を使った水素の活用、水素の産業用途、水素による電力供給量の調整、複
数の分野にまたがる課題といった6つの分野です。
南オーストラリア州では未来燃料共同研究センターと協力し、家庭用ガスのパイ
プラインへの水素供給プロジェクトを主導しています。これは、こうした供給網に
水素を最大10%混入する上で、技術もしくは法規制面で変更すべき点がないか
どうかを調べるものです。
この取り組みには、技術基準や安全・技術面での規制、国内ガス市場の規制枠組
みの見直しが伴います。またガスの品質やパイプライン素材の妥当性、水素の混
入地点、パイプラインの供給力や計量制度に対する影響など、数多くの関連する
課題について検証を行います。
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南オーストラリア州水素行動計画

南オーストラリア州政府

2019年9月

南オーストラリア州は、水素をエネルギー
システム全体に組み込もうとしています
水素部門と他の分野の連携を通じた、エネ
ルギーシステム全体の恩恵の拡大

電力分野の脱炭素化にあたっては、他の
分野との連携を図ることにより、炭素の排
出量を減らし、エネルギーの供給安定性
や信頼性、対費用効果を高めることがで
きます。
水素の国内利用は、州内の大規模なエネ
ルギー貯蔵システムの開発を加速させる
可能性があります。ガスと電力、輸送分野
が結びつくことで、効率や柔軟性が高まり、
人々や産業界がより大きなメリットが得ら
れると期待されます。
例えば鉱山においては、再エネ由来水
素を掘削用車両や予備電源のために
現地で製造することで、炭素排出量を削
減し、燃料の供給安定性を高めることが
できます。燃料の供給安定性や脱炭素
化の進展によって、州内の防衛、農業、
重工業、宇宙といった産業分野や辺境
地が恩恵を受けることが可能です。
南オーストラリア州政府では、今後もガス
供給網への水素混入プロジェクトの始動
や、未来燃料共同研究センターなどのプロ
ジェクトの主導・参加を続けていきます。こ
れらは、エネルギー供給網と市場のより良
い活用を通じ、より効率的にエネルギーを
消費者に届ける方法を模索する試みで
す。
南オーストラリア州のエネルギー供給に
欠かせない、初の水素事業における情報
の共有
南オーストラリア州政府では、水素の
製造や他のエネルギーとの融合につい
て、より詳しく知るためのパイロット・実
証実験に共同で資金を拠出してきまし
た。

水素のエネルギーシステムへの統合が
効率的に図られるための、国家エネルギ
ー市場枠組みの改定

南オーストラリア州政府は、オーストラリア
のエネルギー法改革を主導しており、また
オーストラリア政府間評議会のメン バーと
なっています。長期的にすべての消費者
のためになるよう、水素はエネルギーシス
テム全体に上手く統合される必要があり
ます。州政府ではこのために他の政府と
協力し、国家エネルギー市場枠組みに改
善すべき点がないかの検証を行います。
南オーストラリア州遠隔地での水素製
造・活用の調査

南オーストラリア州には、国内の電力市
場と接点を持たない多くの辺境地が存在
します。州政府はこうした中、28の遠隔地
に住む約3,400名の州民に、安全で信頼
できると共に手頃な値段で、電力が供給
されるよう手配を行っています。
クーパーピディでのハイブリッド再生
可能プロジェクトをはじめ、再エネの割
合を著しく高めるプロジェクトの対費用
効果については、すでに多くの評価が
行われています。南オーストラリア州
政府では、既存の軽油やLPGを利用し
た発電機の脱炭素化を進めるため
の、現地での水素電気分解や燃料電
池活用の可能性について、調査を実
施します。
南オーストラリア州の遠隔地では、世
界レベルの鉱物資源の埋蔵が確認さ
れています。州政府では鉱業関係者と
協力し、遠隔地の鉱山における水素利
用の可能性の調査を行います。

こうして得られる知識は、産業界や市
場、政府関係者が、水素の技術がエ
ネルギー全体にもたらす貢献や価値
をより深く理解するのを助けるでしょ
う。また、彼らが投資についての決断
を行う上で役立つと思われます。南
オーストラリア州政府では、これらの
知識を得た段階で、あらゆる関係者
と共に情報の共有を推し進めます。

EDLクーパーピディ ハイブリッド再生可能プロジェクトｓ

30

先住民の方々へ敬意を込めて
私たちが住み働くこの大地に、古くから暮らしてきた
先住民の方々を称え、敬うと共に、過去及び現在の
長老の方々に敬意を表します。アボリジナル及びトレ
ス海峡諸島の人々が持つ、大地との深い精神的なつ
ながりや関係を称え、敬意を表します。.
また、アボリジナル及びトレス海峡諸島の人々や、南オ
ーストラリア州及び全国に広がる、こうした方々の国の
文化的権威に敬意を表します。.

EDLクーパーピディ ハイブリッド再生可能
プロジェクト

詳しくはこちらまで
エネルギー・鉱業省

南オーストラリア州貿易・投資事務所

電 話 +61 8 8429 2722
Eメール／ホームページ
hydrogen@sa.gov.au
www.hydrogen.sa.gov.au

日本・韓国
サリー・タウンゼンド（Sally Townsend）
南オーストラリア州東京事務所
電 話 +81-3-52323570

シンガポール
ソンニャ・マドラムーツー
（Sonya Madramootoo）
東南アジア・マネージャー
電 話 +61(0)477-386-958

中国
シャオヤー・ウェイ（Xiaoya Wei）
中国担当ディレクター
電 話 +86-138-0197-2961

英国
ジェームズ・ムラッツ（James Mraz）
南オーストラリア州総代表
電 話 +44-20-7520-9100

日本・韓国担当代表（コミッショナー）

