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「脱炭素の日本への新たな出発
COP26を受けて、エネルギー転換をいかに加速するか」
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COP26の提起に、日本のエネルギー政策は応えられるのか
ー2030年削減目標の再見直し・強化と石炭火力の「段階的な削減」ー

電力消費量に占める自然エネルギー割合(2020年）

■2030年目標の再強化は、
・46～50％削減についても
実現方策が未確立の日本には、
厳しいリクエスト

・日本が今日、困難な立場
にある原因は、エネルギー政策
転換の20年来の立ち遅れ

・2050年へのエネルギー戦略
で、再び過ちを繰り返しては
ならない。

■ドイツが石炭火力廃止を
2038年→2030年をめざす

■G７で日本だけが年限未定
（米国は2035年に電力部門の

排出ゼロ）
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世界の2050年戦略(1) IEA

世界の発電量に占める
自然エネルギーの割合は、

2020年の29％から、
2030年に60％以上へ
2050年には88％になる。
太陽光発電と風力発電で70％

を供給

出典：IEA”Net Zero 
By 2050” 2021.5

（セント/kWh)

2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050

太陽光 3 2 3.5 2.5 2.5 1.5 2 1.5

陸上風力 3.5 3 4.5 4 4 4 4.5 4

洋上風力 6 4 4 2.5 4.5 3 7 4.5

原子力 11 11 12 11.5 6.5 6 - -

米国 欧州 中国 インド

自然エネルギーコスト低下の予測
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世界の2050年戦略(2) IRENA

出典：IRENA” WORLD ENERGY TRANSITIONS OUTLOOK” 2021.6

世界の発電量に占める
自然エネルギーの割合は、

2018年の25％から、
2050年には90％になる。

太陽光発電と風力発電で
63％を供給
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（出典）基本政策分科会 2020年11月17日資料より
原典は、”A Clean Planet for all A European long-term strategic vision for a 
prosperous,modern,competitive and climate neutral economy：IN-DEPTH 
ANALYSIS IN SUPPORT OF THE COMMISSION COMMUNICATION COM(2018) 
77328” November 2018

世界の2050年戦略 (3) EU

EUの発電量に占める
自然エネルギーの割合は、
2050年には81～85％

になる。

原子力は12～15％。
化石燃料火力は、
２～６％にすぎない。
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世界の2050年戦略(４) 米国エネルギー省の調査報告書

出典：米国エネルギー省” Solar Futures Study” 2021.9

米国の発電量に占める
自然エネルギーの割合は、

2020年の21％から、
2035年には81％
2050年には95％になる。

（いずれも脱炭素シナリオ）
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世界の2050年戦略(５) 中国（IEAスタデイ）

中国の発電量に占める自然エネルギーの割合は、
2020年の25％から、 2030年には40％、2060年には80％になる。

（出典：IEA” An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China” 2021.9）

これはIEAの文書であるが、通例、こうした各国別の報告書を公表する際、ＩＥＡは当該国の政府と緊密に意見
調整を行っている。実際、この報告書の巻頭には、「本報告書は、中国政府からIEAへの、エネルギー部門の脱炭
素化を達成するための長期戦略設定に関する協力依頼に応えたものである」と記載されている。
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日本政府の2050年戦略への懸念

日本政府が示しているのは、この
イメージ図だけ。
「複数シナリオの重要性」といい
ながら、複数どころか一つのシナリ
オも提示できていない

出典：「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略案」2021.9

2020年12月に公表した「グリー
ン成長戦略」では、2050年の
電源割合を、「参考値」として、
再エネ ５～6割
原発＋CCS火力 3～4割
水素・アンモニア １割

としていたが、最終版からは消え
ている。

自然エネルギー電力で８～９
割の供給をめざす国際的な動
向に比して、自然エネが少なく、
火力への依存が大きい。
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脱炭素の日本への自然エネルギー100％戦略

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



2050年の最終エネルギ―需要

＝自然エネルギー電力の直接利用＋間接利用（グリーン水素・グリーン合成燃料）

１ エネルギー需要の変化

人口予測約20％減を目安とする活動量の減少、省エネ、電化で2050年までに54%減（2020年比）

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／合成燃料を供給（グリーン水素の約50％を輸入）

総一次エネルギー需要の推移 2050年電力構成

10

2050年のエネルギーミックスｰ100％自然エネルギーへ
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アジアでの「ゼロエミッション火力」を強調する日本政府

議長、日本は、アジアを中心に、再エネを最大限導入しながら、クリーンエネル
ギーへの移行を推進し、脱炭素社会を創り上げます。
アジアにおける再エネ導入は、太陽光が主体となることが多く、周波数の安定

管理のため、既存の火力発電をゼロエミッション化し、活用することも必要です。
日本は、「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ」を通じ、化石火力

を、アンモニア、水素などのゼロエミ火力に転換するため、１億ドル規模の先導
的な事業を展開します。
出典：首相官邸「ＣＯＰ２６世界リーダーズ・サミット 岸田総理スピーチ」2021.11.2

■東南アジアには、太陽光
だけでなく、水力、風力、
地熱、バイオエネルギーとい
う多様な資源が豊富にある。

■各国を国際送電線で結
び、バランスよく利用する
ことが目指されるべき。

IEAシナリオの東南アジア2030
年自然エネルギーミックス

水力

バイオ風力

地熱

太陽光

出典：IEA WEO2020 SDSシナリオ



①日本には貯蔵場所がない→CO2海外輸出を想定している
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東南アジア各国を含め世界全体での脱炭素化が求められる中で、先進国の日本が「国内で処理できないから
他国に輸出する」、というＣＯ２海外輸出戦略が国際的な理解を得られるとは想定しがたい。

・経産省は、「国内総計約80億トンの貯留可能量」としてきた(1月27日基本政策分科会）。

・地球環境産業技術研究機構（RITE）の報告（基本政策分科会2021年5月13日）

・発電量の 23％～35％のCCUS利用の火力発電の活用を想定、

また産業部門での化石燃料の利用も想定しているため、ここでもCCS が必要になり、

その結果、毎年2億3千万トン（参考値ケース）から 2億8千万トン（CCUS活用ケース）もの大量の

二酸化炭素を海外に輸出することを想定している。

「原発＋CCS火力で3～4割の電力供給」に現実性はあるのか



②CCS付火力はコスト高を招く→日本の産業の競争力を保てるのか
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・経済産業省は現在の CCS 付き火力の発電コストを

16～18 円/kWh と推計し、将来、13～15 円/kWh 

まで削減することを目標としている。

・現在、世界で稼働している CCS 付き火力発電はカナ

ダの小型火力発電所（11.5 万 kW)ひとつしかない。

（昨年5月にテキサスのプラントが採算低下で停止）

・発電実績のないCCＳ付き火力のコスト目標が実現

可能かは疑問

・仮にコスト低減が実現しても、割高な電源になる。

割高なCCS火力に3割の供給を依存し、

日本の産業競争力は保てるのか？

・IEA のレポートによれば、CCＳ付火力発電は約 100～140ｇ/kWh の二酸化炭素を排出

IEA “Energy Technology Perspectives 2017”（2017年6月6日） 366ページ

③CCSをつけても完全な脱炭素電力にならない

■コスト競争力(目標価格の比較）
・CCS付火力:13～15円/kWh
・太陽光:2025年 7円/kWh
・ 風力 :2030年 8～9円/kWh

(基本政策分科会12月21日資料p25、11月17日資料105pより）

世界で唯一のCCS付火力発電（カナダ11.5万kW）

出典：E３G”Explained: what does ‘unabated coal’ mean?”
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アンモニア発電(20%混焼）は、「排出削減対策」として認められるのか

自然エネルギー電力から製造される水素・アンモニ
アによる発電は、2050年に主に調整力として、使
われる可能性はある。

しかし、政府・電力会社がめざしているアンモニア
発電は、2030年代に石炭火力への20％混焼。

この場合、排出係数は20％しか減らず、依然とし
てLNG火力の2倍以上。

国際的に「排出削減対策」と認められるCCS付き
火力にも遠く及ばない。

日本政府の方針では、石炭火力の延命策にしか
ならず、気候変動対策に逆行する。

出典：以下の資料より自然エネルギー財団作成。USCとGTCCは平成27年度版
環境白書のデータ。20％混焼は、USCの排出係数の80％とした。CCS付き火力
はIEA “Energy Technology Perspectives 2017” 。
グラフは排出係数の中間値で作図。
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出典：「燃料アンモニア導入官民協議会 中間取りまとめ」2021年２月

グリーンアンモニアでなければ、CO2はほとんど減少しない

経済産業省は、国内の大
手電力会社の保有する全て
の石炭火力発電所への
20％アンモニア混焼で、
CO2約4000万トンの削減、
アンモニア専焼への転換で約
2億トンのCO2が削減できる
と説明。

「現在、アンモニアは天然ガスを原料として、水蒸気改質法とハーバー・ボッシュ法を組み合
わせて製造されており、最新鋭の設備においてもアンモニア1t の製造に対して1.6t のCO2

を排出する。」 (出典：経済産業省令和４年度概算要求研究開発事業に係る技術評価書（事前評価））

2000万トンのアンモニアを製造すると、3200万トンのCO2が発生することになる。
結局、20％混焼による純削減量は800万トンに。削減率は４％にすぎなくなる。
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まとめ

■2030年向けては、
・エネルギー基本計画に明記された「再生可能エネルギー最優先の原則」を実質化して36
～38％程度を超え、「早期にこれらの水準に到達し、再生可能エネルギーの導入量が
増える場合には、更なる高みを目指す。」

・火力発電では、LNG火力縮小（27％→20％）ではなく、石炭火力をさらに削減し、
フェーズアウトの道筋を占す。

■2050年に向けては、
・太陽光発電・風力発電のコスト低下を踏まえ、自然エネルギー電力で８割～９割を
供給する世界と同じ戦略を直ちに確立する。

・そのために必要な送電網整備、電力市場整備を着実にすすめる。

原子力発電と石炭火力発電に固執し、
自然エネルギー発電拡大を遅らせた過去の過ちを繰り返してはならない。
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出典：基本政策分科会
2020年12月21日


