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4. 脱石炭・脱化石燃料の実現に求められること
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1. 第６次エネルギー基本計画（案）の概要と特徴(1)

• カーボンニュートラル・2030年46%削減～
50%削減の高みへ →気候変動課題をトップに

• 国際ルール形成を主導し、脱炭素技術・新たな
脱炭素イノベーションで国際競争力を高める

→技術・イノベーションに軸

• 安全性確保を前提に安定供給確保やエネルギー
コスト削減（S＋３E)

→従来の原発を含むベスト・ミックス方針維持



1. 第６次エネルギー基本計画（案）の概要と特徴(2)
⽯炭・原発を使い続ける⽅針

全体にバランスを維持
エネルギー転換の方向性が見えず



1. 第６次エネルギー基本計画（案）の概要と特徴(3)
2030年の主要課題

• 1.5℃の気温目標と不整合=科学の要請に応えていない
• 石炭火力ゼロの目標なし

• 限定的な省エネと不均衡な部門責任
Ø エネルギー需要：201３年度比-23%
Ø 発電電力量：2013年度比-9%
Ø 家庭部門に特に重い省エネ（-66%)、産業-37%

• 原発の問題に向き合わない
• 第５次計画方針を踏襲 →石炭でバックアップの可能性

• 技術革新への前のめり
• アンモニア・水素燃料・技術導入へ資源外交・サプライチェーン構
築・CCUS適地確保・海外からの安価な水素



2. 気候変動・⽯炭の扱い(1) ー気候変動

第５次（2018)
はじめに
・東日本大震災
・エネルギー自立路線（パリ協定重なる）

第６次案（2021)
はじめに
・気候変動は人類共通の喫緊の課題
・エネ需給構造の課題克服（S＋3E）

・気候変動課題を冒頭に位置付け

・脱炭素・2050年カーボンニューラルが全体の軸に

・しかし「1.5℃」の記述なし

・2030年GHG50%削減の高みに向けた挑戦が見られない



2. 気候変動・⽯炭の扱いの変化(2)ー ⽯炭

第５次（2018)

• 重要なベースロード電源

• 高効率化・次世代化（IGCC・IGF 
C)、非効率石炭のフェードアウト
に取り組みつつ活用。環境負荷の
一層の低減に配慮した石炭火力発
電の導入を進める。

• 低炭素型インフラ輸出を積極的に
推進

第６次案（2021)

・重要なエネルギー源。安定供給の確
保を前提に低減、適切な火力ポート
フォリオを維持。

・2050年カーボンニュートラルへ火
力発電からのCO2排出を実質ゼロにす
る抜本的転換が必要。

・高効率化・次世代化、非効率石炭の
フェードアウトに取り組む。

・安定供給・調整力機能を保ちつつ、
脱炭素電源に置き換えるため水素・ア
ンモニアへの燃料転換、CCUSを図る

・直接輸出支援を2021年までに終了
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2030年に引き続き

活用
非連続のイノベーションで2050年排出
ゼロ目指す。火力発電技術は維持

出典：総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 2021.8.4
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出典：総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 2021.8.4

2030年19%。
全廃を目指さず

新規建設
を容認
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出典：総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 2021.8.4

燃料としての水素・アンモニアへの期待。
ただし2030年は1%のみ
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3. 「1.5℃目標=脱石炭」から見た課題（１）
科学から要請＝石炭は2030年までに世界で８割減

（石油・ガスの２倍の速さ）

石炭

石油

ガス

Carbon Brief
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1.5℃をめざして
・2030年までにCO2排出を
45％削減
・2050年には排出実質ゼロ
・新規の⽯炭⽕⼒発電を中
⽌。先進国は2030年、世界
全体では2040年までに全廃 アントニオ・グテレ

ス国連事務総⻑

各国の⾏動強化を要請

3. 「1.5℃目標=脱石炭」から見た課題（2）
国連からの要請＝「先進国2030年石炭火力ゼロ」
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3. 「1.5℃目標=脱石炭」から見た課題（3）
国際合意＝G7（主要国首脳サミット）のコミュニケ(2021.6)

・気温上昇を１．５度に抑えることを射程に入れ続ける

・石炭火力発電が温室効果ガス排出の最大の原因
・２０３０年代の電力システムの脱炭素化の達成、それを加速させる行
動にコミットする

・２０３０年ＮＤＣｓ及びネット・ゼロ・コミットメントと整合的な形
で、排出削減対策が講じられていない（unabated)石炭火力発電からの
移行を更に加速させる技術や政策の急速な拡大にコミット

2030年代の（＝2039年まで）電力部門のゼロエミッション化
と削減目標と整合的に石炭火力対策を強化すると約束

エネ基本計画案はこれと矛盾するのでは？
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✔石炭火力ゼロをす
でに達成（もともとゼロを含
む）

✔2030年石炭火力ゼ
ロ目標

▲石炭火力ゼロへ
努力

✖石炭火力ゼロ目標
なし

ラトヴィア
リトアニア
エストニア
アイスランド(1951)
スイス(1965)
マルタ(1996)
ルクセンブルグ
(1998)
ベルギー(2016)
スウェーデン(2020)
オーストリア
（2020)

フランス(2022)
ポルトガル(2023)
イギリス(2024)
イタリア(2025)
アイルランド(2025)
フィンランド(2029)
オランダ(2029)
ニュージーランド
(2030)
スロヴァキア(2030)
カナダ(2030)
デンマーク(2030)
イスラエル(2030)
ハンガリー(2030)
ギリシャ(2030)
クロアチア
スペイン

ドイツ(2038)
チリ（2040)
ノルウェー
メキシコ

アメリカ
スロヴェニア
ブルガリア
オーストラリア
ルーマニア
チェコ
トルコ
ポーランド
韓国
日本

大半の先進国（EU・OECD）が石炭火力全廃方針を立てている

作成：E3G分析をもとに JBC作成、筆者更新 (2021.8現在)

3. 「1.5℃目標=脱石炭」から見た課題（4）
世界で加速する脱⽯炭の潮流
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3. 「1.5℃目標=脱石炭」から見た課題（5）
⽇本の温室効果ガス排出内訳 (2018年度)

最⼤の排出要因が⽯炭⽕⼒

温室効果ガス排出インベントリデータ・総合エネルギー統計より作成

石炭火力

22%

運輸

16%

LNG火力
13%鉄鋼業

11%

化学工業
5%

その他産業
12%

家庭・業務
9%

その他CO2
4%

CO2以外
8%
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3. 「1.5℃目標=脱石炭」から見た課題（6）
気候変動を顧みずに設備増強を継続

出典：Japan Beyond Coal
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出典：環境省 ⽯炭⽕⼒発電輸出ファクト集2020石炭火力の高効率化の

CO2削減の貢献は極めて限定的
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3. 「1.5℃目標=脱石炭」から見た課題（7）
現状：⽯炭⽕⼒発電：165基運転中・9基建設中

beyond-coal.jp
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⽔素・アンモニア・⼆酸化炭素固定利⽤貯留技術（CCUS）
コスト・実⽤化で1.5℃に向けた気候変動対策に効果なし

3. 「1.5℃目標=脱石炭」から見た課題（8）
⽕⼒発電へのイノベーションの幻想

出典：資源エネルギー庁 出典：気候ネットワーク

アンモニア２割混焼の排出削減効果試算政府のカーボンリサイクルのコンセプト
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4. 脱⽯炭・脱化⽯燃料の実現に求められること(1)
2030年の⽯炭⽕⼒全廃⽅針が不可⽋

・新規建設の見直し
ー訴訟中の神戸・横須賀を含む9基

・既存の全廃（非効率石炭に限らず）
ーフェーズアウト計画が必要

・水素・アンモニア混焼の推進の中止
ー1%(2030)～20%(2050)を混ぜても残りは石炭のまま
ー化石燃料からの水素・アンモニア製造はCO2を排出

＊再エネ水素は発電でなく他の優先すべき用途へ

・石炭火力へのCCUSの推進を中止
ーコスト・スケール・時間軸で合わない

石炭は「全廃方針」の他に1.5 ℃と整合する手段はない
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4. 脱⽯炭・脱化⽯燃料の実現に求められること(2)
既存政策の⾒直し

石炭26%前提の非効率石炭フェードアウト方針の抜本見直し
・省エネ法の高効率化（発電効率43%）のアプローチの限界
・非効率石炭のみの「フェードアウト計画」
・副生ガス・バイオマス・アンモニア・水素の抜け穴

⇨全石炭火力の「フェーズアウト計画」へ
容量市場の抜本見直し
・古い石炭火力保持への強いインセンティブになっている。
・「 ２０２５年度オークションから、一定の稼働率を超える非効率な

石炭火力発電に対して、容量市場からの受取額を減額する措置を導入」
⇨石炭火力の受取額ゼロへ

安定供給の確保は、需給両面の柔軟性向上、EV＋蓄電池で対応すべき
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4. 脱⽯炭・脱化⽯燃料の実現に求められること(3)
政策の強化

カーボン・プライシング
仕組み：地球温暖化対策税の税率の上乗せ
2030年「10000円/t-CO2」に向けて段階的に税率引上げ
税収：税収中立・一般財源化
・社会保障費の引き下げ
・再エネ系統対策・需給調整システム
・化石燃料産業からの移行・転換への支援

雇用政策（ジャスト・トランジション）
化石燃料産業（電力・エネ多消費産業）からの労働の公正な移行の促進
市民・労働者・企業・自治体・労組の参加型の協議
・新規産業育成・脱炭素型の仕事の創出（再エネその他）
・コミュニテイ支援
・職業訓練・失業補償
・財政支援：「ジャスト・トランジション基金」の創設
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再エネ電力ー2030年に50%以上（LNGガス火力50%未満）
石炭火力・原発・石油火力ー2030年にゼロ

（参考）気候ネットワーク提⾔レポート（2021年3⽉）

2030年の電⼒構成提案



（参考）気候ネットワーク提⾔レポート（2021年3⽉）

「2050年ネットゼロへの道すじ」
2030年・2040年の削減⽬標と政策提⾔

基本的な考え方
バックキャスティングの発想に立つ

⑴科学に基づくこと─1.5℃目標の達
成に必要な水準とのギャップを埋める

⑵化石燃料依存から脱却を図ること

⑶弱い立場にある人への支援と一体的
に進めること

⑷参加・対話・包摂を育み、選びたい
未来を実現すること

https://www.kikonet.org/wp/wp-content/uploads/2021/03/NetZero-Report-2050_JP2.pdf


国が実現するべき10の重要な政策措置
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1. 目標設定と達成プロセスの法定化
2. 炭素への価格付け ─カーボンプライシング
3. 脱火力・脱原発の政府目標化
4. 労働の公正な移行 （Just Transition）政策
5. 再エネ導入拡大政策
6. 自動車EV化と徒歩・自転車・公共交通機関へのモーダル
シフト

7. 住宅・建築物、機器の規制強化
8. 廃棄物削減・脱プラ政策
9. Fガス（代替フロン等4 ガス）規制
10.金融政策強化

（参考）気候ネットワーク提⾔レポート（2021年3⽉）



（参考）気候ネットワーク提⾔レポート（2020年11⽉）

「石炭火力2030フェーズアウトの道筋」

https://www.kikonet.org/info/publication/coal-phase-out-2030_reviced-edition

