⼀般財団法⼈⽇欧産業協⼒センター レポート

欧州
グリーンディール
EU Policy Insights
Vol.14
2022年5⽉

〒108-0072
東京都港区⽩⾦1-27-6
⽩⾦⾼輪ステーションビル4階
TEL: 03-6408-0281
FAX: 03-6408-0283
E-MAIL︓
eujp-info@eu-japan.or.jp

Copyright © 2021-2022
EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation All Rights Reserved.

■ 本レポートは、執筆者の個⼈的⾒解に基づき作成されたもの
であり、当センターの公式⾒解を⽰すものではありません。
■ 本レポートの内容は別途記載がない限り執筆時点で⼊⼿
している情報に基づくものであり、その後の状況変化や
追加政策発表により変わる場合があります。
■ 本資料の記述箇所についてのお問い合わせは以下に
お願いいたします。 eujp-info@eu-japan.or.jp

1

Vol.14
2022年5⽉
「REPowerEU」計画の詳細解説
主席研究員

新開裕⼦

※緑太字下線の⽤語は、後半の⽤語解説に詳細を記載しています。
要旨
・ロシアによるウクライナ侵攻でEUのエネルギー情勢は激変した。欧州グリーン
ディールの下で化⽯燃料からの脱却を強⼒に推進する⼀⽅、ロシア産天然ガスに⼤き
く依存してきたEU。エネルギーシステム全体の迅速な転換を迫られている。
・ロシア依存を解消するため、本年3⽉に欧州委員会はREPowerEU計画のアウトライ
ン案を提⽰。5⽉18⽇、その具体策として関連法令案など約１０の政策⽂書を含む
REPowerEU計画を⼀括提案した。EUが「a true Energy Union」として団結し、早
期にロシア産化⽯燃料から脱却するために政策を総動員する。（今後欧州議会とEU理
事会で⽴法化の議論がなされる。）
・政策の３本柱は、①省エネ、②エネルギー調達先の多様化、③再エネ移⾏の加速。
REPowerEU計画達成のためには、2027年までに2100億ユーロの追加投資が必要と推
計。欧州委員会はその財源として、既存の復興基⾦（RRF）の融磯資空き枠、EU-ETS
排出枠のオークション収⼊等を挙げ、合わせて約3000億ユーロの資⾦を捻出する予定。

背景
EUのロシア産化⽯燃料への依存とウクライナ侵攻に起因するエネルギー危機への緊急対応とし
て⽰された「REPowerEU」計画。その背景と概要については本レポート連載2022年3⽉31⽇
号で解説したので、ここでは簡単に流れを振り返る。
EUは、欧州グリーンディールのもと化⽯燃料から再⽣可能エネルギーへのシフトを強⼒に推し
進めているが、依然として天然ガスなど化⽯燃料に⼤きく依存し、燃料調達はEU域外からの輸
⼊に頼っている。天然ガス、⽯油、⽯炭いずれも最⼤の供給元はロシアであり、特に天然ガス
はロシアからの輸⼊が4割を超える。ロシアのウクライナ侵略により国際エネルギー情勢が激
変。ロシア産化⽯燃料への依存が⼤きい欧州は、ロシア依存脱却のための戦略対応を急速に進
め、3⽉8⽇、欧州委員会はロシア産ガス依存の解消を⽬指すREPowerEU計画の概要案(*1) を
発表。これに基づき、5⽉18⽇、REPowerEU計画の詳細と、関連法令案や諸戦略が⼀括提案
された(*2)。REPowerEU計画は欧州委員会のCommunication（政策⽂書）として指針や⽅向
性を⽰す位置づけであり、具体的には各法令案（含む改正案）ごとに今後、欧州議会とEU理事
会の⽴法⼿続きを経ることになる。
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REPowerEU全体像
基本的な⽅針として、REPowerEUは、これまでEUが進めてきた2050年までの気候中⽴へ
の取り組みの⼿を緩めるものではなく、むしろ強化・加速化する⽅向にコミットメントを強
めている。欧州グリーンディールとその実現に向けた政策パッケージであるFit for 55(*3)
（本レポート連載2021年8⽉31⽇号参照）を⼟台とし、再エネ移⾏に⼀層ドライブをかけ
て化⽯燃料からの脱却を加速し、ロシア依存解消を早期に達成することを⽬指す。しかし、
天然ガスの調達構造転換やインフラ整備には時間が必要である。そこでREPower計画では短
期的な対応策と、研究開発や投資促進を含めた2027年までの中期的な施策、加えて財源確
保や規制環境改善（ガスインフラへの認可⼿続き簡素化等）を組み合わせた包括提案として
構成されている。欧州委員会のティマーマンス上級副委員⻑は、これらの施策がすべて実現
すれば、2027年に向けてロシア産ガスへの依存はゼロになると⾔う（「working towards
2027 reduce our dependency to zero, if all works well.」2022年5⽉18⽇REPowerEU
発表のプレス会議スピーチ(*4) より抜粋）。
欧州委員会は、ウクライナ侵略でエネルギー危機が顕在化してから1ヶ⽉でREPowerEU計画
の⻘写真を作り、その70⽇後に今回の政策パッケージを発表したことになる。REPowerEU
計画と銘打つコミュニケーション（政策⽂書）には中核となるコンセプトがまとめられてお
り、具体的な施策は関連法案や戦略、イニシアティブ等を含む⼤規模な政策パッケージとし
て展開され、5⽉18⽇付で同時発表されている。施策の内容は多岐にわたるが以下にポイン
トを整理した。

主要施策
REPowerEU計画の３本柱は、
①省エネ、
②エネルギー調達先の多様化、
③再エネ移⾏の加速。
分野ごとの主な施策は以下のとおり。
尚、数値の根拠や効果検証に
ついては欧州委員会の事務局作業⽂書
（SWD: Staff Working Documents）
(*5) に詳細が記載されており閲覧可能。

（出典︓欧州委員会REPowerEU Plan (COM(2022) 230 final)
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①省エネ
短期的なエネルギー消費抑制策として、市⺠や企業に遍く省エネのための⾏動変容を求め、
ガス・⽯油需要の5%減を⽬指す。また、ヒートポンプ等の省エネ機器の普及促進措置が盛
り込まれた。
主要項⽬

削減可能な
エネルギー量

市⺠の⾏動変容

100億㎥

・EU省エネ政策⽂書、省エネキャンペーン

住宅部⾨での
エネルギー効率
化、ヒートポン
プ普及

370億㎥

・EU省エネ政策⽂書
・エネルギー効率指令案改正による⽬標引上げ（最終エ
ネルギー消費（電源ベースとは異なる）の削減率を
EU reference scenario （2020年基準での2030年ま
での削減率）での9%から、REPowerEUシナリオで
は13%削減に引上げ）
・エコデザイン・エネルギーラベリング義務
・⾰新技術・発明に対するIPCEIs適⽤

産業部⾨での
エネルギー効率
化、電化

120億㎥

・エネルギー効率指令改正案による⽬標引上げ（同上）
・再エネ規則改正案による⽬標引上げ（45%）
・イノベーション基⾦、復興レジリエンス基⾦活⽤

REPowerEUでの政策・アクション

（欧州委員会REPowerEU Plan (COM(2022) 230 final) Annex 1 を基に筆者作成。エネル
ギー量数値は別途記載のない限りガス換算量。）

②エネルギー調達先の多様化
天然ガス・⽯油の調達先多様化については、3⽉に発表されたREPowerEU計画アウトライン
の⽅向性のとおり、ロシア以外の供給国からの輸⼊拡⼤と国際的なパートナーシップ構築に
向けて「EU external energy engagement in a changing world」(*6) と銘打った共同政
策⽂書を発表。LNG年間500億㎥（約3,700万トン）、パイプラインガス100億㎥確保を⽬
指し、域外からのガス共同購⼊に際し加盟国間の調整や対外交渉の役割を担うEUエネル
ギープラットフォームを⽴ち上げるとともに、新たなガスインフラの整備を推進する（下掲
地図）。
加盟国レベルでも対策が進む。パイプライン経由で輸⼊しているロシア産ガスをLNGで代替
するため、受け⼊れ体制整備が急務となる中、欧州全体で既存基地の稼働率を上げるととも
に、ドイツでは陸上基地より⼯期が短いFSRU（浮体式LNG基地）の新設も計画する。ベル
ギーでは、2021年12⽉に国内の原発の原⼦炉7基全てを2025年までに段階的に閉鎖するこ
とを連⽴政権が合意していたが、ウクライナ侵攻後のエネルギー価格⾼騰を受けDoel 4と
Tihange 3の原発2基（合計発電能⼒2GW）の10年間稼働延⻑を決めた。(*7)
ロシア産ガスの代替エネルギーとして重要視されているのが⽔素、特に再⽣可能な⽔素
（renewable hydrogen）である。EUの⽔素政策については後述する。
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調達可能な
エネルギー量

REPowerEUでの政策・アクション

LNG、パイプラ
インガス

LNG︓500億㎥
（約3,700万ト
ン）
パイプライン︓
100億㎥

・ガス調達先多様化義務
・共同ガス・⽔素調達
・EUエネルギープラットフォームでのデマンドアグ
リゲーション
・⽇本を含む国際パートナー国との覚書締結
・ガス貯蔵に関する委員会提案
・復興レジリエンス基⾦活⽤

バイオメタン

170億㎥

再⽣可能な⽔素

⽔素・アンモニ
アからの追加分
14 百万トン
（うち、輸⼊分
10百万トン、域
内⽣産の追加分
4百万トン）

主要項⽬

・バイオメタン⾏動計画
・復興レジリエンス基⾦活⽤
・RFNBO（⾮バイオ由来再エネ燃料）の⽬標値設置
・Hydrogen Valleys
・定義・基準等の規制枠組み整備
・共同ガス・⽔素調達、国際⽔素パートナーシップ、
EU・⽔電解装置産業の共同声明
・イノベーション基⾦、復興レジリエンス基⾦活⽤

（欧州委員会REPowerEU Plan (COM(2022) 230 final) Annex 1を基に筆者作成。エネル
ギー量数値は別途記載のない限りガス換算量。）

欧州のガス関連インフラ
（既存のPCI（Projects
of Common Interests）
第5次PCIおよび
REPowerEUで新たに
特定されたプロジェクト）

（出典︓欧州委員会
REPowerEU Plan
(COM(2022) 230 final)
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③再エネ移⾏の加速
再⽣可能エネルギー指令改正案 において、最終エネルギー消費ベース（電源ベースとは異
なる）のエネルギーミックスに占める再エネ⽐率の⽬標を現⾏の32％から40％に引き上げ
ることが提案された。本改正案は現在、欧州議会のITRE委員会（Committee on Industry,
Research and Energy）にて交渉中で近々最終レポートを採択予定だったが、今回の
REPowerEU計画では、⽬標値を45%に改定するなど、すでに野⼼的な⽬標のさらなる引き
上げを提案している。このほか、太陽光発電の倍増（2025年までに320GW以上、2030年
までに600GW分を新設）、再⽣可能な⽔素の⼤規模展開などの追加政策を提案した。
主要項⽬

太陽光・
⾵⼒発電

認可制度

代替可能な
エネルギー量

210億㎥

REPowerEUでの政策・アクション
・再エネ規則改正案による⽬標引上げ（45%）
・PPAガイダンス
・欧州太陽光戦略
・ルーフトップ太陽光イニシアティブ
・太陽光アライアンス
・⾰新技術・発明に対するIPCEIs適⽤
・復興レジリエンス基⾦活⽤
認可⼿続改善に向けた法令提案、欧州委員会勧告

（欧州委員会REPowerEU Plan (COM(2022) 230 final) Annex 1 を基に筆者作成。エネル
ギー量数値は別途記載のない限りガス換算量。）

REPowerEUにおける⽔素政策
上記のとおり、REPowerEU計画では、ロシア産化⽯燃料の代替エネルギーとして各種再エ
ネの拡⼤に取り組む⽅向性が⽰されたが、そのうち、REPowerEU計画において特に⼤きな
役割を果たすのが再⽣可能な⽔素である。太陽光や⾵⼒など他の代替エネルギーがパーセン
ト単位の⽬標引上げであるのに対し、⽔素は従来⽬標の10百万トンから20百万トンに倍増
（2030年の年間供給量ベース）。さらに、「Hydrogen Accelerator」と銘打つイニシア
ティブが新たに提案され(*8)、⼤規模な⽔素サプライチェーン構築と量産体制整備に向けた
計画が⽰された。
⽔素エネルギーは、2019年12⽉発表の欧州グリーンディールにおいて産業界が取組むべき
優先分野に位置付けられている。2020年7⽉に採択された「EU⽔素戦略（EU Hydrogen
Strategy for a climate-neutral Europe）(*9)」では、2030年までに電解⽔素の製造能⼒
40GW、再⽣可能な⽔素10百万トン⽣産を⽬標に掲げ、2050年までの⽔素社会実現を⽬指
してきた。官⺠連携によるクリーン⽔素アライアンスが着実に投資計画を推進し、⽔電解装
置の量産やコスト削減を進めてきた。
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EUは、ウクライナ危機を受けてロシア依存脱却と代替エネルギーの確保を迫られ、短期的
には天然ガス調達の多様化や省エネ、屋根置き太陽光拡⼤前倒し等の緊急対応を⾏う⼀⽅、
中⻑期スパンで⽔素戦略をさらに加速する。域内製造能⼒増強（2025年までに17.5GW⽬
標）に加え、REPowerEUが掲げる2030年までの年間10百万トン輸⼊⽬標の実現には、世
界的な⽔素サプライチェーン構築が不可⽋。そのルール作りがEU主導で進められ、国際⽔
素サプライチェーン形成においてEU基準の影響⼒が増す可能性も⾼まる （欧州委員会は
Global European Hydrogen Facilityの設⽴を提案）。また、Hydrogen Acceleratorでは、
地理的に近接する域外諸国からの輸⼊にとどまらず、サブサハラ・アフリカ、中東、チリ、
アメリカ、オーストラリアが供給候補として挙げられていることから、⽇本が技術をもつ液
化⽔素輸送に関連する産業分野への影響も注視したい。
最後に、⽇ＥＵグリーン・アライアンスにおいて確認された⽇EUの協⼒関係は⽔素分野で
も今後発展が期待できそうだ。5⽉12⽇に⾏われた第２８回⽇ＥＵ定期⾸脳協議の共同声明
および上述のEU external energy engagement共同政策⽂書において、本年中に⽔素に関
して⽇EU協⼒覚書を締結することが明記され、⽇EU間の産官学協⼒の可能性が広がる（駐
⽇ EU 代表部と⽇欧産業協⼒センターは5⽉25⽇、ジョイントウエビナーを開催し⽔素活⽤
の現状と課題について議論を⾏った。）。
（2022年5⽉25⽇脱稿）
注
(*1) COM(2022) 108 final, REPowerEU: Joint European Action for more affordable,
secure and sustainable energy
(*2) 欧州委員会プレスリリース 2022年5⽉18⽇付「REPowerEU: A plan to rapidly reduce
dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition」
(*3) 欧州委員会は2021年7⽉14⽇にFit for 55パッケージを発表し、2030年までに温室効果ガ
スを1990年⽐で少なくとも55％削減するための包括政策を⽰した。
(*4) Speech18 May 2022Brussels, Opening remarks by Executive Vice-President
Timmermans and Commissioner Simson at the press conference on the REPowerEU
Plan. 欧州委員会の公式Twitter「#REPowerEU plan aims to reduce our dependence on
Russian gas by 2/3 by the end of this year and end it by 2027.」
(*5) Commission Staff Working Document Implementing the REPowerEU Action Plan:
Investment needs, Hydrogen Accelerator and Biomethane Targets, accompanying
REPowerEU
(*6) JOIN(2022) 23 final, JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS, EU external energy engagement in a changing world
(*7) 2022年3⽉18⽇発表。https://www.premier.be/en/lifetime-extension-doel-4-andtihange-3-nuclear-power-plants
(*8) 「Hydrogen Accelerator」については3⽉のREPowerEUアウトラインで頭出しされてい
たが、今回の発表では、付属する事務局作業⽂書(SWD: Staff Working Document) に独⽴し
た１章が設けられている。
(*9) COM(2020) 301 final, A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe
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⽤語解説
IPCEIs
(Important Projects of Common European Interests)
EUでは、加盟国間の公平な競争条件（LPF︓level-playing field）を維持促進するため、
EU機能条約第 107 条に基づき、⾃国企業のプロジェクトに対して加盟国（地⽅政府及び
地⽅公共団体も含む）が供与する補助（State aid）が禁⽌されている。⼀⽅、欧州の共
通利益に資する重要プロジェクトについては国家⽀援が認められる制度があり、IPCEIs
（Important Projects of Common European Interests）と呼ばれる。

再⽣可能な⽔素（renewable hydrogen）
再⽣可能エネルギーから得られる電気を動⼒とする電解装置で⽔を電気分解して製造され
る⽔素。「再⽣可能な⽔素」の製造から放出されるライフサイクル全体の温室効果ガスの
排出量はほぼゼロであり、クリーンな⽔素（clean hydrogen）とも呼ばれる。EUでは欧
州委員会の委任規則案等による定義・基準作りが進められている。（いわゆるグリーン⽔
素（再エネ由来）、グレー⽔素（化⽯燃料由来）、ブルー⽔素（CO2を回収・貯蔵・利⽤
（CCUS））などは⽣成⽅法等による⼀般的な分類。）

Hydrogen Valley
EU域内の遠隔地や島嶼地域など限られた地域において再エネ由来⽔素の地産地消促進の
ため設定されるクラスター。⽔素⽣産、貯蔵、消費すべての要素を統合エコシステムに組
み込み、当該地域のニーズに応じて規模や範囲は柔軟に設定される。現在、10カ国、23
地域で展開されている。
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