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脱炭素社会へのエネルギー戦略の提案
－2050 年 CO2 排出ゼロの日本へ－
G20 前の公表をめざし、パリ協定が提出を求める 2050 年までの長期削減戦略の策定が進められ
ている。この長期戦略は脱炭素社会の実現に向け、日本が進むべき道を示す重要な戦略であり、本
来、広く国民、企業、自治体、NGO などの意見を聞き策定されるべきものである。G20 までに残
された時間は少ない。本提言は、脱炭素社会の実現に向けた建設的な議論に貢献できるよう、特に
重要な論点を提起するものである。
第 1 章 脱炭素化で日本の未来を開く
1.1 2050 年 CO2 実質排出ゼロを提起した 1.5℃報告書
IPCC の 1.5℃特別報告書は、気候変動の深刻な影響を回避するためには、2℃未満目標では不十
分であり、1.5℃目標をめざす必要があることを明らかにした。またこの目標達成のためには、2050
年の CO2 排出量を実質ゼロにする必要があること、2030 年には 2010 年比で約 45％削減が求めら
れることを明らかにした。
1.5℃報告書が示した対策の緊急性のメッセージは、広く国際社会で受け止められており、先駆的
な気候変動対策の新たな基準になりつつある。
1.2 国内排出削減を進め、脱炭素経済の新たなビジネスモデルを日本から
日本に求められるのは、2050 年に国内の二酸化炭素排出ゼロをめざす長期戦略を策定し、世界
に示すことである。パリ協定と整合する「科学的根拠に基づく二酸化炭素排出量削減目標（SBT）」
の策定にコミットメントする日本の企業は、既に 72 社にのぼっている（2019 年 2 月現在）。国内
排出削減を強力に進めることにより、日本の企業は脱炭素経済のビジネスモデルをいち早く確立し、
世界での活躍の場を広げることが可能になる。
1.3 エネルギー効率化と自然エネルギーを脱炭素戦略の中核に
国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、2℃未満目標の達成に必要な二酸化炭素削減の 94％
をエネルギー効率化と自然エネルギーの活用で実現できると報告している。しかし、日本の製造業
のエネルギー効率は、過去 30 年もの間、改善されていない。自然エネルギー電力の導入率は、先
進的に拡大を進める国や地域の半分以下にとどまっている。まず最初になすべきなのは、エネルギ
ー効率化と自然エネルギーという既存技術の全面利用を可能とするために必要となる制度的なイ
ノベーションを進めることである。「非連続的イノベーション」の必要性を、いま利用可能な技術
の全面適用を回避する口実としてはならない。水素の利用を本当に脱炭素化に有効なものにするた
めには、まず自然エネルギーを大量に安価に作り出せるようにしなければならない。2030 年に 22
～24％という低い目標の引き上げもせずに、水素社会を提唱しても全く説得力がない。
1.4 「パリ協定長期成長戦略懇談会」提言のプラスとマイナス
長期戦略懇談会の提言には、これまでの国の計画と比べ積極的な内容も含まれてはいる。2050 年
目標は従来からの 80％削減にとどまっているが、脱炭素社会を「野心的に今世紀後半のできるだけ
早期に実現していくことを目指す」ことに言及し、
「国内での大幅削減をめざす」ことを明記した。
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他方、懇談会提言は、2030 年までの対策強化にはふれず、自然エネルギー導入目標引き上げ、石
炭火力の海外輸出支援見直しに言及していない。また、いま直ちに利用できる技術による削減対策
の実施を回避する口実として使われる「非連続なイノベーション」を繰り返し強調している。
政府が策定する長期削減戦略は、懇談会提言の積極的な内容をいかし、2030 年までの国内大幅
削減を進め、2050 年排出ゼロの展望を切り開くものへと、更に発展させる必要がある。
1.5 政府の長期戦略案の評価
懇談会提言を受けて、4 月 23 日に公表された政府の長期戦略案は、脱炭素社会への確かな道筋
を描くという点で、懇談会提言よりも更に後退したものになっている。懇談会提言にあった「石炭
火力等への依存度を可能な限り引き下げる」という表現は消え、代わりに「非効率な石炭火力発電
のフェードアウト等」という文言が入れられた。これはエネルギー基本計画の中で、国が「高効率」
と称する超々臨界などの石炭火力の推進とセットで用いている表現であり、多くの先進国が進めて
いる「石炭火力のフェーズアウト」とは全く異なる。
石炭火力への固執を続け、自然エネルギー導入目標を引き上げる方向を示さないまま、水素社会
の実現を声高に叫んでも、日本が気候変動対策に真摯に取り組む姿勢を世界に示すことはできない。
1.6 脱炭素社会をめざす 5 つの戦略
エネルギー転換部門と産業部門の排出量を合計すれば、日本の全排出量の 3 分の 2 以上に達す
る。石炭火力をはじめとする火力発電所、鉄鋼業など素材産業を中心とする産業部門の削減対策を
重点的に行うこと抜きには、脱炭素社会を実現することはできない。
第 2 章 2050 年 CO2 実質排出ゼロをめざす 5 つの戦略
第 1 節 2030 年までに自然エネルギーで電力の 40～50％を供給する
1. 自然エネルギー電力が脱炭素社会への転換を先導する
IPCC の特別報告書は、
1.5℃目標を達成するシナリオとして、2030 年の時点で世界の電力の 48％
から 60％を自然エネルギーで供給することを想定している。世界では既にこのレベルに挑む野心
的な目標を定める国や地域も登場してきている。
表 2-1 各国の 2030／2050 年における目標設定

注）EU（欧州委員会)は 2018 年 11 月、2050 年までに「気候中立（Climate-Neutral）」を目指す長期ビジョンを公表
済み。
出典）各国長期戦略（日本は「地球温暖化対策計画」）、ならびに政府機関ウェブサイトより自然エネルギー財団作成
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スウェーデンは 2040 年に、デンマークは 2030 年までに 100％を供給する目標を定め、ドイツは
2030 年に 65％とする目標を決めている。EU 全体では 2030 年に熱と燃料も含め自然エネルギーを
32％とする目標であり、電力は少なくとも 50％を超える目標に匹敵する。米国でも、人口規模が全
米最大のカリフォルニア州は、電力供給に占める自然エネルギーのシェアを 2030 年までに 60％、
2045 年までに実質的に 100％にする目標を定めている。ニューヨーク州も 2030 年に 50％という
目標を決めている。中国は公式には 2030 年目標を決めていないが、国家発展改革委員会を補佐す
る「国家再生可能エネルギーセンター(CNREC)」は、2035 年の自然エネルギー電力供給について、
既定政策シナリオでも 60%、2℃未満シナリオでは 72％という高い割合を想定している。
自然エネルギー電力の拡大を脱炭素化戦略の中核に据えている最大の理由は、発電コストが過去
数年で劇的に低下し、自然エネルギーが脱炭素社会を実現する最も現実的な選択肢になったことに
ある。世界的に太陽光発電と風力発電は、火力発電や原子力発電よりも安価な電源になっている。
太陽光発電と風力発電の 1kWh あたりの発電コストは、2018 年に 4.2～4.3 セントまで低下してい
る。原子力発電コストはその 4 倍近い 15.1 セントであり、石炭火力発電も 2 倍以上の 10.2 セント
となっている。国際エネルギー機関（IEA）は、年間発電量に占める原子力発電の比率は 2040 年ま
でに 9％まで低下し、自然エネルギーは 41％まで拡大するという見通しを示している。
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図 2-4 全世界の発電電力量に占める低炭素電源の比率と将来予測
出典）BP「Statistical Review of World Energy 2018」（2018 年 6 月）
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html、IEA「World
Energy Outlook 2018」（2018 年 11 月）https://www.iea.org/weo2018/より自然エネルギー財団作成

2. 日本における太陽光発電と風力発電の展望
日本の累積太陽光発電導入量は 2018 年末で 55.5GW に達した。国の 2030 年目標 64GW は 2020
年にも達成される可能性が高い。日本の代表的な太陽光発電コンサルタントである資源総合システ
ムは、2030 年までに約 150GW の導入が可能という予測を公表している。
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日本での風力発電導入量は 2018 年末で 3.65GW にとどまっている。しかし、既に環境影響評価
の行われている案件は約 26GW あり、これらが順次、稼働することにより、2020 年代初めには、
国の 2030 年見通し 10GW を前倒しで達成することが予測できる。また 2018 年 11 月に洋上風力
を促進する法律が制定されて以来、開発に向けた機運が高まっている。日本風力発電協会の試算に
よれば、日本でも欧州で導入の進む「着床式」の風力発電のポテンシャルが 91GW ある。これらを
踏まえると、日本風力発電協会の 2030 年目標は 36GW を達成する十分な可能性がある。
日本における自然エネルギーコストは近年、低下傾向にあり、2018 年 12 月に行われた国の太陽
光発電入札では、14.25～15.45 円／kWh にまで低下している。ブルームバーグ NEF の 2018 年下
半期のデータでは、開発案件の平均発電単価は 13.6 円/kWh であるが、下限値は 7.4 円/kWh とな
っている。
資源総合システムは、1MW 以上の大規模システムでは、2025 年に 1kWh あたり 6.4 円まで、
2030 年には 5.3 円まで低下していくと推計している。ブルームバーグ NEF による日本の予測でも、
太陽光発電は 2020 年代の最初に天然ガス火力よりも安価になり、2020 年代半ばには石炭火力より
も安価になるとしている。陸上風力発電についても、2020 年代の前半に天然ガス火力より安価に
なると予測している。

図 2-7 ブルームバーグ NEF による発電コストの予測（2050 年まで）
出典）ブルームバーグ NEF 日本・韓国分析部門長 黒崎美穂「再エネ調達、日本での選択肢」（2019 年 2 月 1 日 自然
エネルギー財団主催「RE-Users サミット 2019」発表資料）https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/41_Kurosaki_RE-Users%20Summit%202019_JP.pdf

3. 2030 年、2050 年への電源選択
国がエネルギー基本計画で定めた 2030 年の電源構成は、自然エネルギーが 22～24％、原子力が
20～22％、火力発電が 44％を占めるというものである。2017 年度では、自然エネルギーが 16.1％
まで拡大してきているのに対し、原子力発電はわずか 3.1％にすぎない。
福島原発事故前に稼働していた 54 基の原子炉のうち、すでに 21 基が廃炉決定済みか検討中であ
る。9 基が再稼働したが 8 基は審査の申請にも至っていない。こうした状況を踏まえれば、20～22％
という目標はおろか、その半分程度であっても実現は容易ではない。
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仮に原子力発電による供給が 10％であった場合、不足分を火力発電で補えば、2013 年比 26％減
という日本の温室効果ガス削減目標の達成は不可能になる。そもそもこの目標は、国際的には「著
しく不十分」と評価されており、1.5℃目標はおろか、2℃目標の達成のためであったとしても更な
る引き上げが必要な水準である。
日本がめざすべきなのは、自然エネルギーの供給を現在の 22～24％という目標を大きく超えて
拡大していくことだ。基本計画の想定と比較すれば、太陽光発電は 2 倍以上、風力発電は 3 倍以上
の供給を実現できる現実的な見通しがある。水力、地熱、バイオエネルギーについて、基本計画の
想定に準じた供給量を見込めば、自然エネルギー全体では 400TWh 近くを供給できる。2017 年度
の総電力需要は 950TWh であるから、これと比較すれば 40%強を自然エネルギーで供給すること
が可能である。エネルギー効率化を進め、現在よりも総電力需要を 10 数％削減することにより、
自然エネルギー50％を達成することが可能になる。
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図 2-10 2030 年の持続可能な電源構成（財団想定ケース）
出典）自然エネルギー財団作成

環境省が 2015 年に行った調査では、導入可能な風力発電のポテンシャルは、陸上・洋上をあわ
せて 608GW と推計されている。太陽光、水力、地熱、バイオエネルギーなど他の自然エネルギー
資源の活用も考えれば、ここで推計されたポテンシャルの数分の 1 を実現するだけで、現在の日本
の電力需要をまかなうことができる。
また今後は、国際送電網の検討も本格化すべきである。「アジア国際送電網研究会」の日韓、日
露間の国際連系線整備調査は、建設は物理的・技術的に可能であること、また 2GW の建設費用は
2,000 億円強（日韓）から 6,000 億円弱（日露）の範囲内であり、十分に回収可能であることを明
らかにしている。
仮に現存する全ての原発が再稼働したとしても、稼働期間 40 年の原則に従った場合、2050 年時
点では 2.8GW が残るに過ぎない（しかもこれは、震災で建設が中断されている 2 基が稼働した場
合である）。今後、既存の原子炉のいくつかの運転期間延長が認められたとしても、2050 年とその
先を展望し、原子力発電は脱炭素社会を担う電源にはなりえない。
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図 2-15 2050 年までの原子力発電設備容量推移
注）既存（33 基）の再稼働による容量増加、廃炉計画公表済みの福島第二 1～4 号機、玄海 2 号機、女川 1 号機の運転
終了に伴う容量減少をすべて 2018 年度末に反映
新設（2 基）：島根 3 号機は 2020 年、大間は 2026 年に稼働開始と仮定（世界原子力協会ウェブサイト “Plans For
New Reactors Worldwide – updated February 2019” による）
運転期間：美浜 3 号機、高浜 1・2 号機、東海 2 号機については 60 年（期間延長認可済みのため）、その他はすべて
40 年
出典）IAEA ウェブサイト”Power Reactor Information System - Japan”、（一社）日本原子力産業協会 ”Current Status
of Nuclear Power Plants in Japan”（2019 年 3 月 4 日）、世界原子力協会ウェブサイト ” Nuclear Power in Japan –
updated February 2019”を基に自然エネルギー財団作成

現在、日本は火力発電用の燃料として石炭、天然ガス、石油のほぼ全量を海外から輸入しており、
その他の用途も含めた総額は約 16 兆円にのぼる。四季折々の多彩な自然を享受する日本は、太陽
光、風力、水力、地熱、バイオマスという自然エネルギーを視野に入れれば、決して資源小国では
なく、持続可能なエネルギー資源に恵まれた豊かな国である。自然エネルギーのポテンシャルを活
用することが、エネルギー資源の輸入依存を脱し、エネルギー安全保障を確立する最善の道であり、
最も確実に脱炭素化を成し遂げる道である。
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第 2 節 石炭火力発電を 2030 年以前にフェーズアウトする
1. 世界で進む石炭火力フェーズアウト
カナダと英国政府が中心となり「脱石炭連盟」が発足し、OECD35 ヶ国のうち少なくとも 20 ヶ
国が石炭火力の縮小を検討、もしくは既にフェーズアウト期限を発表している。1.5℃特別報告書
は、世界のどの地域であれ石炭火力新設の余地はほぼ残されていないことを明らかにした。
2. 石炭火力依存に固執する日本
日本では、1990 年から 2017 年までに、石炭火力からの CO2 排出は 1.0 億トンから 2.8 億トンへ
と 3 倍近く増加している。発電用の石炭消費量も、1990 年には 2,600 万トンであったものが、2015
年には 8,300 万トンと 3 倍以上になっている。
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図 2-16 日本における電気事業の石炭消費量の推移
出典）経済産業省「エネルギー白書 2018」より自然エネルギー財団作成
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2018html/2-1-3.html

日本の電力業界は、気候変動対策を大義名分の一つにして原子力発電を推進する一方で、石炭火
力発電の増強を続けてきた。国の気候変動政策も、原発推進に依存し、火力発電での排出基準の設
定やカーボンプライシングの導入など、欧米で進められてきた削減対策を導入してこなかった。自
然エネルギー電力の拡大も真剣に取り組まれてこなかった。
東日本大震災と福島原発事故により、原発頼みの排出削減対策の弱点が一気に表面化した。電力
会社は老朽化していた石油火力を稼働させ、電力の排出係数は一気にはねあがることになった。
震災以降は、21GW の石炭火力新増設計画が公表された。このうち 7GW の計画は、市場環境の
変化にともなう採算性の悪化や内外からの批判を受けて中止されたが、1.3GW が既に運転を開始
し、8.6GW の建設が始まっている。また 4.4GW が環境アセスメント中か、アセスを終えて着工前
の状態にある。震災前から日本では、石炭火力設備が 43.3GW 導入されている。
国は 2030 年度の電源構成に占める石炭火力の割合を 26％としている。世界各国で 2030 年まで
の石炭火力フェーズアウトが目標とされている時に、この時点で 26％もの電力を石炭で供給しよ
うという日本の計画は大きな問題だが、新増設プロジェクトがこのまま続けられ、既存設備のフェ
ーズアウトが進まなければ、この見通しすら上回ってしまう可能性がある。
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2021

2022
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2025

環境アセス(着工前）

既設の石炭火力及び新増設計画の累積設備容量、開発状況と運転開始・廃止/休止予定

出典）「火力原子力発電所設備要覧（平成 29 年改訂版）」、電力会社発表資料などより自然エネルギー財団作成

国は、「高効率」と定義する超々臨界（USC）以上の石炭火力の推進政策を進めるが、その排出
係数は従来型の石炭火力と大きな差はない。世界で進む石炭フェーズアウトは、こうした「高効率」
と称するものも含め、一切の石炭火力を無くしていく取組みであり、国の政策は全く不十分である。
3. 国際的に批判されている石炭火力輸出支援政策
国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI) 、 国際協力機構(JICA)による石炭火力設備の海外融
資及び保険引き受けは、2009 年から 2018 年末までの 10 年で少なくとも 161 億米ドルにのぼる。
また日本のメガバンクも化石燃料資源への投融資額は世界トップレベルである。
こうした投融資は、これまで「先進的な石炭火力技術」を使うことによる CO2 排出量の削減、電
化や貧困対策という名目で推進されてきた。しかし、途上国においても自然エネルギー価格の劇的
な低下やエネルギー需要の変化により、支援の根拠は失われている。日本企業の石炭火力事業が続
けられれば、被援助国での石炭火力利用と二酸化炭素排出が固定化され、結果的により安くかつ汚
染の少ない自然エネルギーへの転換を遅らせることになる。
4.

CCS を根拠とした石炭火力延命の試み
日本では石炭火力発電の導入を進めることを目的として CCS の開発が進められてきた。しかし、

自然エネルギー発電のコストが劇的に低下し、発電部門の脱炭素技術としてはるかに優位性が高く
なっている中で、CCS を発電用の対策に用いる意義を見出すことは困難になっている。欧州委員会
の 2050 年までの脱炭素戦略では、電力部門の削減対策として CCS 技術は一切活用を予定していな
い。
国が CCS 推進のために開催している会議の資料からも、エネルギー基本計画が目標とする「2020
年頃の実用化」という目標にはほど遠く、CCS 技術開発が「基本的なコンセプトの構築」や 「地
中貯留に関するリスク評価手法の構築」という段階にとどまっている実態がわかる。
また経済産業省の 2018 年の報告書では、CCS を含む石炭火力の発電コストを 15.2～18.7 円
/kWh と試算している。日本でも、2018 年の太陽光発電入札で、既に 14 円台のプロジェクトが登
場している。また 2030 年には、太陽光発電は 5 円台、風力発電も 8 円～9 円台まで低下すると推
計されている。CCS 付石炭火力にコスト競争力があるという主張には説得力がない。
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5. 脱石炭火力を日本からも明確に発信する
日本でも、民間金融機関が、国内外での石炭火力の新規投融資を止めると表明し始めたが、メガ
バンクは、超々臨界（USC）レベルの石炭火力事業を継続する方針のままである。日本政府が推進
の立場を変えていないために、国内の動きは世界に比べて鈍い。2030 年以前のフェーズアウト期
限を決めた上で、具体的なスケジュールとプロセスの策定を始めるべきである。政策的なシグナル
が遅れれば遅れるほど、座礁資産や将来の対策コストは増え、温暖化の影響と対策のつけを将来世
代に残すことになる。

第 3 節 日本から素材産業の新たな脱炭素ビジネスモデルを
1. 産業部門の大きな排出削減ポテンシャル
日本の産業部門の 2030 年削減目標は 6.5%減にとどまる。業務（40％）、家庭（39％）、運輸
（28％）と比べ、産業部門の低さが際立っている。1970 年代～80 年代前半には、35％程度のエネ
ルギー効率の改善が見られたが、1980 年代後半からの 30 年間、製造業の効率は停滞したままであ
る。改善余地の存在を端的に示すのは、経済産業省の委員会でも指摘された、ボイラーの配管など
に用いられる断熱材の劣化により、我が国の製造業のエネルギー消費の 10%以上になる大きな損
失が生じている、という事例である。
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日本の製造業のエネルギー消費原単位の推移

出典）資源エネルギー庁「エネルギー白書 2018」

産業部門における CO2 削減のもう一つの大きな可能性は石炭からの燃料転換である。石炭の消
費量は 1995 年の 1,300 万トン弱から 2,500 万トンへと、およそ 2 倍に増加している。使用する燃
料を石炭から天然ガスに転換するだけで、大幅な削減が可能である。
日本、米国、ドイツ、OECD 全体の鉄鋼業の燃料構成を比較すると、日本では石炭割合が高い。
日本の鉄鋼業の特徴は、1 トン当たりの排出量が電炉の 3 倍から 4 倍に達する高炉による粗鋼生産
が約 8 割という高い割合を占めることである。これは米国（33％）や欧州（60％）と比べ相当高い。
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図 2-25

主要国の電炉シェア推移

出典）普通鋼電炉工業会「世界・主要国の粗鋼生産に占める電炉鋼比率の推移」（2019 年 3 月 28 日アクセス）
http://www.fudenkou.jp/about_03.html

2. 素材産業のあり方を変える循環型経済の台頭
循環型経済への移行は、気候変動対策としても重要な役割を果たすことが明らかになり、注目が
集まっている。EU を対象に行なった試算では、鉄鋼、アルミニウム、セメント、プラスチックの
主要素材 4 業種において、エネルギー効率化や自然エネルギー利用に加えて、循環型経済への移行
に向けた対策を取ることにより、更に 56％の CO2 削減効果がある。循環型経済への移行に向け、
世界のビジネスは既に変革に乗り出しており、CE100 と呼ばれる循環型経済を進める企業のイニ
シアティブも発足している。
循環型経済への移行は、今後の素材産業のビジネスのあり方に劇的な変更を迫ることが予想され
る。欧州では、自動車産業と建設産業の 2 つの業界だけで、鉄鋼、アルミニウム、プラスチック、
セメントの 4 つの素材の 50％程度の資源を消費している。鉄鋼生産メーカーの中にも、脱炭素化
を目指す企業が現れ始めている。今後大きな役割を果たしていくと期待されるのが、鉄やコンクリ
ート（セメント）、化石燃料をベースとした素材ではなく、様々なバイオマスを原材料として現代
的なニーズや機能を満たす素材への移行、すなわちバイオエコノミーへの移行である。
3. 脱炭素の時代における新たな「ものづくり大国」へ
これまで、産業部門のエネルギー効率化の対策は、省エネ法と、経団連を中心とした主要業界団
体の自主的な取組を二本柱として行われてきた。しかし、これまでの削減実績は停滞しており、加
えて 2050 年までの大幅削減にむけて取組の加速が必要である。原単位改善だけでなく排出量の総
量削減を求めるような規制的枠組み、またカーボンプライシングのような経済的手法など、より踏
み込んだ政策の導入が求められる。
加えて重要なことは、日本企業も含めた世界のビジネスセクターが、循環型経済の実現にコミッ
トし、素材産業も含めたサプライチェーンのあり方そのものが大きく変わろうとしているという点
である。循環型経済、バイオエコノミーへの移行に積極的に取り組むことにより、日本は脱炭素の
時代における新たな「ものづくり大国」として再生してくことができる。
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水素の正しい作り方と使い方（コラム）
日本では、「水素社会実現」の掛け声の下、政策が進められている。水素利用の大前提になる自然エネル
ギー電力の導入目標を、2030 年に 22～24％という国際的にみて極めて低い水準にすえおいたまま、水素社
会の実現を提唱するのは合理的な政策とは言い難い。
水素は自然界では分子の状態ではほとんど存在しないので、人工的に製造する必要がある。自然エネルギ
ー由来の電気で水素を生産すれば、水素をエネルギーキャリアとして、大量の自然エネルギーを供給し、脱
炭素化を実現することができる。逆に、天然ガスや石炭などからの水素生産は、化石燃料が持つエネルギー
を水素に変換して利用することに他ならない。
現在日本で想定されているのは、まさにこのような化石燃料、具体的には海外の安価な化石燃料資源であ
る褐炭からの水素生産である。原料となる化石燃料が持つ炭素原子の数だけ、最終的には CO2 分子が排出さ
れるため、CO2 の大きな排出が避けられない。そのため化石燃料からの水素生産については、CCS との組み
合わせが前提となっているが、その実用化・商用化の道筋は立っていない。また、水素は効率的な輸送のた
め、高圧での圧縮、もしくはマイナス 253℃以下で液化が行われるが、この場合、水素の持つエネルギーの
半分程度が失われてしまう。
日本の水素基本戦略では発電部門において、天然ガスの代替に水素を大量に用いるシナリオを描いている。
自然エネルギーで電力の 100％を供給する段階では、グリッドの効率的な運用や連系線の増強、蓄電池の活
用などとともに、余剰電力を吸収する手段として水素を製造し、また発電用に水素発電を用いる可能性もな
くはない。しかし、日本には既に 27.5GW もの巨大な揚水発電設備がある。水素発電が調整電力としても大
きな役割を果たすことは想定が難しい。また水素基本戦略は LNG サプライチェーンを例示として示し、水素
発電を電力供給の本体に位置付けようとしているようにも読み取れる。このような利用方法に経済合理性を
見出すのは困難である。
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第 4 節 ゼロエミッションビル戦略
1. 日本の建築物の現状と改善の必要性
2015 年調査では、現在の省エネ基準を満たしている住
宅が 8％とごく僅かであり、断熱材が壁や床、天井にはい
っていない無断熱住宅も 35％と非常に多い。非住宅建築
物（新築時）では、大規模建築と中規模建築物では 9 割
以上が省エネ基準に適合している。しかしこの基準は 20
年前の基準と同等であり、かなり甘い値である。
図 2-27

2. ゼロエミッションビル実現に向けた政策の方向
これからの建物の省エネ基準とその適合制度は、2050
年までに建物分野全体がゼロエミッション化するため

住宅ストックの断熱性能

出典）国土交通省

今後の住宅・建築物の省

エネルギー対策のあり方について（第二次答
案）（参考資料）2019 年１月

のステップを視野に入れたものになる必要がある。ほとんどの現存の建物はこのままでは 2050 年
に求められる省エネ性能を満たさない。新築に比して非常に大量の建物ストックを 2050 年までに
着実に改修していく必要がある。既存を含めた建築物のエネルギー性能の表示の義務化も必要であ
る。
3. ゼロエミッションビル戦略で魅力的な都市と社会を実現する
2018 年度の建築物への建設投資は、住宅・非住宅合わせて 31 兆円と見込まれている。現段階で
はこの多くが新築投資に向いているが、今後は、既存建物を改修し質の高い建築物に転換していく
ことを建設投資の大きな柱として据えていくべきだ。そのためにも建物の改修を重要な産業として
育成していく戦略が必要である。
いまこそ日本の住宅を快適で、健康な環境に変えていく良い機会である。エネルギー消費量を大
きく増加させず、むしろエネルギーを削減しつつも、室温を確保し、カビや結露の心配のない快適
な環境を日本に住むすべての人々が享受できるようにするためにも、住宅の断熱性能を上げていく
意味がある。
職場空間の環境、快適性への関心が高まり、健康なオフィスを格付けする評価システムも導入さ
れはじめた。脱炭素化しつつ、快適な空間を持つビルが都市の魅力を高め、世界的にみても競争力
のある都市を作り出す。世界の大都市は競ってゼロエミッションビル戦略へと進んでいる。全ての
既存ビルのゼロエミッション化に強力なシグナルを送る、政府の目標、基準、ロードマップが待た
れる。
建物分野においては、今すでに汎用化している技術でさらに大幅なエネルギー効率化を実現でき
る。また、人口減により、世帯数、業務の運用面積は減少していくことが想定され、こうした条件
を勘案すると、建物分野のエネルギー消費は、2050 年には家庭・業務ともに 2016 年比で約 50%削
減することは可能だ。
残ったエネルギー需要に対しては、太陽熱、バイオマスなど自然エネルギー熱利用以外は、全て
自然エネルギー電力でまかなうことにより、建物分野全体で脱炭素化、ゼロエミッションを達成で
きる。これを経済的、社会的コストが最小となるように実施するためには、必要な対策を先送りせ
ず早く転換政策を行うことが必要である。
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第 5 節 運輸部門の脱炭素化の追求
1. EV による乗用車の脱炭素化
政府は 2018 年 8 月に「自動車新時代戦略会議」の「中間整理」を公表している。その中に掲げ
られている 2030 年目標は、2010 年に策定されたままのものである。国内の乗用車新車販売に占め
る次世代自動車の割合を 50～70%、電気自動車を 20～30％としているが、世界の自動車メーカー
が次々に撤退している「クリーンディーゼル自動車」を 5～10％普及するという目標が含まれてい
る。また、燃料電池自動車について 3％という目標が掲げられている。今後の乗用車について、日
本がどのような方向をめざすのか明確になっていない。
2. トラック、バスの脱炭素化―EV 化の展望
小型トラックは走行距離が比較的短く、ルートも域内にとどまることから EV 化しやすい。日本
のトラックメーカー3 社がそれぞれ小型 EV トラックの商用モデルを展開しており、宅配便各社、
などが導入している。大型トラックの EV 化についても、従来から課題であった航続距離が伸びつ
つあり、実証事例がでてきている。
路線バスは走行ルートが決まっており航続距離が比較的短い。バスの車体価格とランニングコス
トを含めた保有コストでは、燃費および整備費が安いため、現在でもディーゼルバスや CNG バス
よりも安くなりうる。このため大気汚染や騒音などの環境対策に迫られる都市が導入を始めている。
特に中国では世界の E バス市場の大半、10 万台以上が販売されている。日本では横浜市や岐阜市
など、ごく限定的な区間で E バス導入が始まっているが、まだスケールは小さい。
3. 船舶・航空における脱炭素化
船舶の脱炭素化に向けては、新たなエネルギー源やそれを活用する燃料効率の高い新船舶技術だ
けでなく、エネルギー効率化技術、航行や港湾側の取組も含めた運用など、全ての面での対策が追
求されなければならない。そのために、燃費規制の強化や新造船の燃料効率化デザインへの誘導が
必要だ。
航空分野は、将来の需要増加が国際線を中心に見込まれ、加えて電化が困難であることから、脱
炭素化の実現が最も難しい部門の一つとなっている。そのため、バイオマスを原料としたバイオジ
ェット燃料に大きな期待が集まっている。しかし、現在のバイオ燃料の生産能力は世界の需要量の
0.1%にとどまっており、大幅な CO2 削減に寄与するためには、国際的な協調の下、大幅な技術発
展と増産が不可欠な状態である。
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4. EV 化とエネルギー効率化で運輸部門の脱炭素をめざす
船舶
3%

運輸部門全体の排出量の 70％以上が EV 化により削減で
きるため、その徹底的な促進が必要である。成熟期にはいっ

航空
1%

航空
4%

鉄道
0%

船舶
2% 鉄道
2%

バス
2%

た日本では、人口減とともに旅客輸送量を無理なく抑えてい
くことができる。従来の公共交通だけでなく、コミュニティ

貨物
41%

レベルで運用可能な新たなモビリティサービスが出現する
ことで、自家用車の単独利用から脱却し、さらに輸送効率が

トラック
37%

二輪車
0%
旅客
59%

向上する可能性もある。脱炭素社会への転換をめざす中で、

自動車
49%

クリーンで安全で自由、そして効率的な脱炭素のモビリティ
ーを全ての人に届けることを目標として、まちづくり、エネ

電化可能

図 2-37

ルギー、福祉や医療も含めた政策を総合的に進めることが望

モード別排出シェアと電化展望

まれる。

出典）資源エネルギー庁「エネルギー白書
2018」より自然エネルギー財団作成

第 3 章 脱炭素社会への社会・制度イノベーションの展開

3.1 日本長期削減戦略に求められるもの
長期削減戦略には、全体を貫く以下 3 点の明確な目標と戦略を織り込むことが必要である。
⚫

2050 年に CO2 国内排出実質ゼロをめざすことを明確にする
2050 年国内排出ゼロを明確な目標として掲げることにより、企業も自治体もみずからの活
動の大きな方向性を描くことが可能になる。また日本が世界の気候変動対策をリードする姿
勢を明確に示すことができる。

⚫

2030 年までの排出削減を加速する
2050 年排出ゼロは、2030 年までの排出削減を加速することによってのみ可能になる。また、
気温上昇の程度は温室効果ガスの累積的な排出量によって左右される。2050 年近くになっ
て削減対策を強化するのでは間に合わない。

⚫

いま既に利用可能なエネルギー効率化と自然エネルギー技術を全面展開するための社会・制
度イノベーションを実行する
排出ゼロ目標の実現は容易ではないが、世界はエネルギー効率化と自然エネルギーという、
いま直ちに利用可能な排出削減技術を手にしている。日本の長期戦略が明確に発信すべきな
のは、いま利用可能な削減技術を経済活動、社会生活の隅々までに適用する社会・制度イノ
ベーションを実施するというメッセージだ。

3.2 国が提起する「不確実性戦略」の弊害
エネルギー基本計画は、将来の「不確実性」を強調し、「再生可能エネルギーや水素・CCS、原
子力など、あらゆる選択肢を追求する『エネルギー転換・脱炭素化を目指した全方位での野心的な
複線シナリオ』」という戦略を打ち出している。
2050 年までの展開に一定の不確実性があることは当然である。しかし、世界のエネルギー選択
の現実の中でますます明らかになっている結論を、「不確実性」の強調で覆い隠すのは誤りだ。安
価な自然エネルギーによる 100％の電力供給は、達成可能な実践的な目標となっている反面で、原
子力発電と CCS 付きの火力発電は、経済的にも選択肢になりえなくなった。
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「不確実性」と「複線シナリオ」の強調は、次の 3 点で脱炭素化に向けた日本の取組みを誤らせ
るものになる。
第 1 に、国と民間の資源を集中し、急速に進めるべき自然エネルギー拡大の重要性をあいまいに
する。第 2 は、石炭火力発電と原子力発電という、できるだけ速やかなフェーズアウトを進めるべ
きエネルギー源を温存する口実となる。第 3 は、複線シナリオの実現のためとして、「非連続の技
術開発」の必要性を強調し、ここへの資源投入を重点化しようとする点である。
「非連続の技術開発」自体に取り組むこと自体は必要だ。しかし、国の描くシナリオは、自然エ
ネルギーとエネルギー効率化という既存技術の徹底的な活用を怠りながら、「非連続の技術開発」
を強調するという特徴がある。現在、利用可能な技術の徹底した活用を怠り、また石炭火力を温存
しながら、脱炭素化のために「非連続の技術開発」が必要だと強調しても、その主張には全く説得
力がない。
3.3 脱炭素社会の基本ルールを日本に
脱炭素社会は、化石燃料の大量消費によって発展したきたこれまでの社会とは異なる行動原理を
求めている。カーボンバジェットの残りは僅かだ。だが脱炭素社会が求めるルールは、豊かさを犠
牲することを求める規制ではない。安価な自然エネルギーの利用とエネルギー効率化により、脱炭
素社会において、成長と豊かさを持続可能な形で実現することが可能になったのだ。
日本でも TCFD のように脱炭素社会の実現に必要な基本ルールとして定着が始まったものもあ
る。しかし、他方、国際的には広がりつつも日本での導入が遅れているものもある。その代表例は
カーボンプライシングだ。
日本でも、制度導入に向けた議論は、20 年近く前、2000 年から延々と続けられている。国での
導入が進まない間に、東京都は「二酸化炭素の総量削減と排出量取引制度」を 2008 年に条例化し、
既に 2010 年度から実施している。都の発表によれば、2017 年度は対象となっている大規模事業所
の排出量を 27％削減する実績をあげている。国では、2012 年 10 月に「地球温暖化対策税」が導入
されたが、その税率は 1 トンあたり 289 円という極めて低いものである。先行的にカーボンプライ
シングを導入し、大きな成果を上げているスウェーデンの炭素価格（2018 年）は約 15,000 円／tCO2 であり日本の税率はその 50 分の 1 という水準である。
これ以上、制度の導入を遅らせれば、日本は気候変動の危機に真剣に立ち向かう意思のない国と
して指弾されることになるだろう。
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図 3-2 炭素税の水準比較
出典）環境省「カーボンプライシングの活用に関する小委員会」（第 4 回）資料 2（2018 年 11 月）
https://www.env.go.jp/council/06earth/post_71.html

3.4 いま、次の世代への責任を日本からも果たす
気候変動の危機はいま現実に起こりつつある。現代世代に問われているのは、遠い未来の世代へ
の責任ではなく、我々に直接つながる次の世代への責任である。
気候変動の予測に伴う不確実性をあげつらい、対策技術の不確定性を理由にして、また、「日本
での削減より海外への貢献が重要だ」という口実で、日本国内での大幅削減に必要な取り組みを先
送りすることは許されない。
日本でも、パリ協定と整合する「科学的根拠に基づく二酸化炭素排出量削減目標（SBT）」の策
定にコミットメントする 70 社以上の企業、ゼロエミッションを目標に掲げる地方自治体など、次
世代への責任を果たすために行動を開始したたくさんの非政府アクターが登場してきている。
国の気候変動政策は、あまりにも長い間、いろいろな言い訳で脱炭素社会への転換に必要な対策
の導入を先送りしてきた。残された時間はもうほとんどない。2019 年に策定される長期削減戦略
は、日本からも本当に実効性のある気候変動対策への取組みが始まったことを示す、その第 1 歩に
しなければならない。

本提言全文は自然エネルギー財団ウエブサイトより
ダウンロードいただけます。
https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20190404.php
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