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本日の発表のポイント

世界では研究が進んでいる「100％自然エネルギーによる、2050年排出ネットゼロ」
を日本でも追求

豊富な研究成果を誇るラッペンランタ工科大との共同研究で、シミュレーション解析

1) 日本でも、2050年で排出ネットゼロを、自然エネルギーベース（ほぼ100％）
で達成することが可能

2) 2050年では、まず自然エネルギー電力によって多くのエネルギー需要が賄われ、
電化が難しいところでは、自然エネルギーで製造するグリーン水素・E燃料を活用

3) 社会全体の総エネルギーコストを試算、現在よりも低くなる

4) 大量の自然エネルギーを電力システムに導入するための対策と、その規模を試算

※今回は最初のシミュレーション結果であり、今後前提条件を含め検討の深化が必要
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2050スタディの目的

2050年脱炭素化に向けた自然エネルギー100％のエネルギーシステムへ
の転換を解析
1) 大量の自然エネルギーが電力システムに導入される必要性と可能性検討

• 必要な供給設備容量・発電電力量
• 年間必要コスト、使用する技術の評価
• 電力システムの柔軟性の確保

2) 自然エネルギーベースの電化が脱炭素化にどう貢献するかの検討

• 電化による電力需要の変化
• セクターごとの電化の様相 直接電化／間接電化（グリーン水素、グリーンE燃料）

自然エネルギー財団、アゴラ・エナギーベンデ*、ラッペンランタ工科大学**との共同研
究として実施

今回はその最初のステップとして、1.5℃目標と同時に日本のエネルギー100％自給
の達成も目指すシナリオを中心に検討した。

*Agora Energiewende:ドイツのエネルギー政策に関して、ステークホルダーとの対話を
中心とするシンクタンク、政策研究所

**Lappeenranta University of Technology: フィンランドの国立拠点大学3



LUT モデルの活用

LUT エネルギーシステムトランジションモデル
2014年にLUTのブレイヤ―教授が開発

欧州をはじめ、世界各地のエネルギーシステムを研究、発表

欧州スタディ(2020)：2040年で100％、フルセクターカップリング、最新コスト見通

How to Make Europe’s Energy System Climate-Neutral Before 2050

グローバルスタディ(2019)：電力とヒートセクターカップリングなどで各地で100％自然エネ

Global Energy System Based on 100% Renewable Energy

ビジュアル化 The Internet of Energy
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https://www.solarpowereurope.org/100-renewable-europe/
http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_LUT_100RE_All_Sectors_Global_Report_2019.pdf
http://neocarbonenergy.fi/internetofenergy/


研究手法-LUT モデル (1)

コスト最適手法により、現状から「100％自然エネルギーシステムへ」移
行するエネルギー転換の道筋を示す
• 多様な技術（次頁参照）の最適化（地域／国における供給可能性を考慮）

• 〃 技術の設備容量の最適なミックス

• 最適な運用モード

• 一定の制約下での最小コストでのエネルギー供給

特徴
• リニア最適化モデル：2020～2050年の5年毎のシステムの年間最小コストを目的関数

• エネルギー製造、貯蔵、配送技術運用は、時間ごとに最適化 >> 年間 8760時間

• マルチノード >> 9 地域（除く沖縄）

• 柔軟性、拡張性
• 100以上の技術に対応

* このモデル計算においては、エネルギー起源の排出を対象としており、非エネルギー起源の排出、
LULUCFは今回のスタディの対象としていない。
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研究手法-LUT モデル(2)

電力、熱、運輸部門の非常に多くの条件、技術を統合したエネルギーシステムモデル

プロシューマの動きも電力・熱双方でモデルに取り込んでいるのが特徴
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研究手法-LUT モデル(3)

Synthetic fuels productionTransport sector energy demand運輸部門 サステイナブル合成燃料の製造
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入力データ

• 財務的情報（capex, opex, lifetime…）：エネルギーの製造、貯蔵、搬送、転換等の技術

• 技術的情報： 〃

• 自然エネルギーの条件設定
• 太陽光の時間ごとのプロファイル、風力・水力の設備利用率

• 最大設備導入量：太陽光、風力、水力などの導入可能量

• 地域におけるサスティナブル・バイオマスの導入可能量

• 地熱発電の導入可能量 等

• 全てのセクター（Power, Heat, Cooling, Transportation）の需要想定
• 電力セクターの需要は、熱、運輸セクターの電力を含まない

• 熱セクターの需要は、空調・給湯・産業プロセス利用に対するエネルギー需要（電力含む）

• 運輸の各モードにおけるエネルギーシェアの想定

• エネルギー製造、貯蔵、搬送等の技術に関する既存の設備に関する情報

• エンドユーザーごとの電力価格

• 燃料価格（過去および将来） 等
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シナリオ設定

センターシナリオと感度分析
今回のスタディでは、2050年GHG排出ネットゼロ、1.5℃目標達成を追求するだけでなく、エネルギー自給率
100％をできる限り目指すシナリオを中心に、輸入等による感度分析を加え検討

センターシナリオ 内 容

排出目標 2050年で排出ネットゼロ、1.5℃ シナリオ

自然エネルギー 最速、最大導入

石炭 石炭火力発電は、2030年まで運用

原子力 原子力発電は、2030年まで運用

需要想定 需要は現状より約20～30％削減（各セクター毎に設定）
＞＞電化の進展でさらに効率化（モデル解析）

カーボン・プライシング 2030年以降石炭発電が選択されないレベル
（2030年:5500円／トン-CO2）設定

エネルギー自給率 できる限り100%自給をめざす（グリーン水素も国内製造）

感度分析
• エネルギーの輸入（電力、水素・E燃料）を含むケース
• 需要レベルの異なるケース
• RE導入・電化速度が遅れるケース についても検討
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１ エネルギー需要の変化

（１）需要レベル想定

人口予測約20％減＊を目安に、

活動量の減少と省エネで2050年までに20％～30％減を想定

※消費・生産の大きな構造変化はみていない。運輸部門は別途算定

（２）電化の促進による効率化でエネルギー消費が減少

電化による効率化で約30％のエネルギー削減

• 家庭・業務部門は2040年でほぼ全て電化

• 運輸部門では、重量車以外でのEV化が進行

• 産業部門では、高温熱需要以外で電化が進行

２ 電力は100％自然エネルギーで供給

３ 高温熱需要など、電化が難しい用途は

グリーン水素、Ｅ燃料を供給

※グリーン水素の50%を海外から輸入するケースも想定

2050年の最終エネルギ―消費
≒自然エネルギー電力の直接利用＋間接利用

（グリーン水素・E燃料）

2. 電化の進展
による効率化

1. 活動量の変化
+省エネ

エネルギー需要と最終消費

*出典）日本の将来人口推計（国立社会保障・人口問題研究所）

2050のエネルギーミックス

自然エネルギー

自然エネルギー
（水素製造用）

自然
エネルギー

エネルギー
の効率化

負荷削減
活動量変化

1
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大量で安価な自然エネルギー発電の実現が鍵ーコスト

自然エネルギー100％を支える自然エネルギーコストの低下

１．自然エネルギー電力価格は低下し、グローバル価格に近づく

PV; モジュール等機器コストは国際価格収れん、その他のコストは改善するも割高な「日本コスト」残る

風力；洋上は2050では国際価格収れん、陸上は「日本コスト」少し残る

２．低コスト化した自然エネルギー電力を背景に電化が促進

３．グリーン水素・E燃料製造には、コストが低下した自然エネルギー電力を使用

太陽光発電、風力発電のCAPEX推移
（グローバルvs日本）

主要なエネルギーの発電コスト推移（LCOE）
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原子力
石炭
石油
再エネガス
地熱
バイオエネルギー
PVプロシューマータイプ
PV事業用
洋上風力
陸上風力
水力

大量で安価な自然エネルギー発電の実現が鍵－導入量

大量な自然エネルギーの導入の必要性

必要となる自然エネルギー電力は、現在の総電力量の約2倍に（発電電力量で約2,000TWh）

ただし、その半分は水素の製造用
※グリーン水素の50％を輸入とすると、電力量は30％減少

１．太陽光発電

• 最もコストの低い電源として、急速に導入が進む

• 2050年では524GWに達する設備容量となる

２．風力発電

• 北海道、東北を中心に増加
• 水素製造を国内で行うか否かで必要量が大きく異なる

• 2050年で設備容量332GW（輸入50％ケースでは、151GW）

発電電力量の推移

188
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大量で安価な自然エネルギー発電の実現が鍵

2050年電力ミックス

2050年においては、ケースによって、自然エネルギー電源の比重が変わる

• 国産水素製造のために必要な電力量が多くなると、洋上風力、地熱発電の比重が高まる

• バイオエネルギーはサスティナブル・バイオマスのポテンシャルに限界があり大きく伸びない

水素100％自給ケース 水素50％輸入ケース

総発電量 2,165 TWh 総発電量 1,351 TWh

発電量
TWh

水素100％
国産ケース

水素50％
輸入ケース

太陽光 708 708

風力 1,280 528

水力 72 72

バイオ
エネルギー

33 28

地熱 71 14
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日本の自然エネルギーポテンシャル

自然エネルギーのポテンシャル

１．太陽光発電のポテンシャル

• 2050年では、事業用の大規模接地型より、建築物のルーフトップ、
工場の敷地内立地等が増加

• プロシューマータイプの発電設備が増大、水上型、営農型、自動車
搭載などの新分野でも拡大

２．風力発電のポテンシャル

• IEAの見通しでは、洋上風力のポテンシャルは
現在の電力需要の9倍

出典）Offshore Wind Outlook 2019 （IEA) 我が国の再生可能エネルギー導入ポテンシャル (環境省)

EU

米国

日本

中国

インド

5000 10000 20000 30000 40000 50000 60000 TWh

ポテンシャル 8,080TWｈ

電力需要 洋上風力ポテンシャル

自然エネルギ―ポテンシャル（環境省）

洋上風力発電のポテンシャル（IEA）
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エネルギーコストは全体としては減少へ

2050年のエネルギーコスト

１．総エネルギーコストは減少：2020比15％減（自給ケース）、約30％減（水素50％輸入ケース）

・ 電力コストの低減＋電化

・ エネルギー需要の減少

※カーボンプライシング（下図;CO2 price revenue）もコストに加わるが、政府歳入として、対策に活用できる

２．エネルギーの単価（均等化コスト(/Wh)）は、水素製造コストの高さを反映して、2020比約32％増

（自給ケース）となるが、輸入ケースでは2020年比約10％増にとどまる。

年間総エネルギーコスト エネルギーの均等化コスト（LCOEnergy）

輸入ケース
2050自給ケース

自給ケース 輸入ケース
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エネルギーコスト（２）

３．電力コストは大きく低減

・ 自然エネルギーコストの低減により低下 2020比約-30％

・ 民生部門のエネルギーコストはこれにより、大きく減少

４．国産水素を使用する熱需要のコストは上昇

・グリーン水素・E燃料を製造するコストが熱需要のコストを引き上げ

・送電・貯蔵設備などのインフラへの投資の増大

＞グリーン水素の輸入によってコストが大幅に削減可能

※西オーストラリアからのグリーン液体水素／グリーン合成LNGの輸入価格（運送コスト含む）は5.5円、8円（¥/MWh)想定

＞＞コスト高の水素を限定的に使っていく必要

＞＞特に産業分野で直接電化を増やす、高温熱利用を減らす等の対策が必要

熱需要むけエネルギーの均等化コスト（LCOH）

輸入ケース
2050

電力の均等化コスト（LCOE）
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100％自然エネルギーの実現にむけて（１）

地域間電力移出入（地域間送受電）の重要性＞＞送配電網の運用強化＋新設

地域での電力自給不足を賄うだけでなく、自然エネルギーの比率が高まるにつれ、システムの柔軟性を確保するためにも、
地域間の電力移出入が重要

• 2050年では発電電力量全体の38％が地域間で取引 cf. 2020年 16%

• 2050年直前では水素製造が本格化するため、北海道、東北電力管内の風力発電の電力が多く活用される

※北海道の発電電力量の70％、東北で47％が移出（100％自給ケース）

• 上記に合わせ、新設も含め、送電網の大幅な強化が必要。ただし、水素50％輸入ケースでは相当程度緩和

移入超地域

移出超地域

地域間電力送受電と送電網 2050年
100％自給ケース 水素50％輸入ケース

*シミュレーション結果 数字は必要となる地域間連系線の送受電容量

地域ごとの発電量・電源シェア 2050年

100％自給ケース

17



100％自然エネルギーの実現にむけて （２）

貯蔵設備の導入・活用：システムの柔軟性を確保するための電力・熱貯蔵設備の役割も重要

電力貯蔵設備

• 2050年では2020年の4倍、0.6TWhの貯蔵設備が必要

• 揚水発電（PHES）が初期から大きな役割を果たすが、容量増が見込めない

• 2030年以降は、バッテリーが主要な役割を担う。当初はプロシューマー、後半では電気事業者の導入が増える

• 大量に導入されるEVのスマートチャージング機能、V2Gも活発化、大きな役割を担う

熱貯蔵設備

• 産業の脱炭素化に必要なE燃料（合成メタン）は、自然エネルギー電力をガスの形で貯蔵する役割としても重要
（いわゆるP2G）※自給ケースでは、季節間貯蔵のため大規模に必要。ただし、50％輸入ケースでは緩和される

• その他のセクター・インテグレーションとして、地域冷暖房の熱貯蔵や水素製造のための電解装置の運用も

電力貯蔵設備の容量の増加と年間放電電力量の推移

容 量（TWh） 年間放電電力量
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2050年のエネルギーのありかた

100％自然エネルギーのエネルギーシステムの意義

今回のスタディは、化石燃料また原子力に頼ることなく自然エネルギーを最大限活用することで日本の脱炭素化を実現
することができるということを示している。

自然エネルギーをベースにしたエネルギーシステムは、いわゆる３E＋Sに沿って評価するなら、

• Environment（環境性）：石炭を早期にフェーズアウトさせ、自然エネルギーの導入を加速させることで、CO2
排出を1.5℃シナリオに沿った形で促進できる。また石炭火力発電による大気汚染からも解放され、大気環境は大
きく改善される。

• Energy Security（安定性）：センターシナリオは、ほぼ100％エネルギー自給自足のシステム。輸入を認めた
ケース*でも、エネルギ自給率は68%で、現在の12％**とは比較にならない。現在甘んじている化石燃料の不安
定性から解放される。

• Economy（経済性）：日本全体のエネルギーの総コストは、現在より減少。加えて、従来必要としていた燃料
輸入19兆円が不要となる***。また、電力コスト（単価）の減少により、民生部門はエネルギーコストを大きく削減
できる。産業においても、グリーン燃料の輸入や電化の促進でコストを上昇させない取り組みが可能。
さらには、新たなより地域に根差したエネルギー産業が生み出され、
地元での雇用も含め、地域経済に貢献することが期待できる。

• Safety（安全性）：原子力を使わないという大きな安全・
安心が得られる

* オーストラリア西部からの輸入を想定
** 原子力を国産エネルギーとして計算；エネルギー白書2020（経産省）
*** 水素需要の50％を輸入するケースで試算すると、グリーン燃料の輸入は

3.8兆円、従来の1/5に過ぎない

1.5℃目標に沿う今回のシナリオ
（エネルギー起源GHG排出）
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