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「2050 年脱炭素化社会の実相に迫る」(その 1)  再生可能エネルギーの導入量について 
2021 年 6 月 20 日 株式会社 eTEC Marketing 堀田善治 

 
2020 年 10 月末の、菅首相のカーボンニュートラル宣言、翌年４月に打ち出した 30 年度

までの削減目標 46％を受けて、2021 年 5 月 26 日に「改正地球温暖化対策推進法」が成立
した。この法律には温暖化ガス排出量を 2050 年までに実質ゼロにする政府目標が明記され
ている。 
日本の CO2排出量の４割を占めるのは電力部門である。2050 年カーボンニュートラルの

実現に向けて電力部門の脱炭素化は最も大きな課題である。とりわけ再生可能エネルギー
による電力の脱炭素化はすべての施策の基礎となる。 

１．電源構成における再生可能エネルギーの位置づけ 
世界の主要国は電力部門の脱炭素化をどのように考えているのだろうか。まずは電源構

成における再生可能エネルギーの導入見込みについてみてみた。 
例えば IEA の「世界エネルギー見通し（18 年版）」1では、パリ協定で約束された平均気

温の上昇幅を 2℃未満（産業革命時比）に抑えるという目標達成のためのシナリオとして、
電源構成（電力量ベース）に占める再生可能エネルギーの割合を 30 年に 49%、40 年に 63%
と示している。これらはあくまでも世界の平均値であり再生可能エネルギーを積極的に導
入する国や地域では当然それ以上の高い数値を期待している。例えば欧州の送電事業者の
連盟は 30 年に 58%、40 年に 81%もの再生可能エネルギーが導入されるというシナリオを
想定し、送電線の拡張計画を立てていると言う 2。 

 
一方、日本のエネルギー基本計画では、再生可能エネルギーは主力電源であると位置づけ

たものの、その構成割合は 30 年に 22〜24%と見込まれているにすぎない。 
日本エネルギー経済研究所の報告 3でも、レファレンスシナリ（エネルギー・環境政策等

の今日までの変遷を反映し今後も同じ趨勢で推移してゆくとするシナリオ）で再生可能エ
ネルギーの構成比は 2030 年で約 29％、2050 年で約 32％とされており、大枠において火力
が中心であることに変化はない（図-1）。この値は前述の IEA シナリオの約半分であり世界
から見ればこの分野の「負け組」と取られても反論できないほどの低さとみる向きもある。 
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図-1 世界の発電構成（レファレンスシナリオ） 

 
2050 年における世界のエネルギー起源 CO2削減量を技術別にみると、省エネルギーによ

るものが最大で 5.3Gt、次いで再生可能エネルギーが 3.8Gt、CCS が 2.0Gt、原子力が 1.7Gt
となる。太陽光、風力などの再生可能エネルギー発電および原子力発電の非化石電源による
CO2 削減効果は全体の 4 割である。CCS は貯留ポテンシャルがある国・地域について、
2030 年以降の新設火力発電所全てに敷設することを想定している。現状では経済性が見い
だせない脱炭素化発電技術を取り込んだ技術進展シナリオでもパリ協定の長期目標 
(Sustainable Development Scenario) の達成は難しい。 

図-2 世界のエネルギー起源 CO2排出と対策別削減寄与 

 
同じく世界エネルギー見通し 2020（WEO 2020）では 4、再生可能エネルギーは、シナリ

オの全てで急速に増加すると見込んでおり、太陽光発電はこうした新たな発電技術群の中
核と位置付けられる。太陽光発電はほとんどの国々で、新規 の石炭火力、ガス火力発電所
よりもコストが低くなり、太陽光プロジェクトはこれまで 見られなかったほど低コストの
電力源となっている。これに続くのが陸上・洋上風力となる。 

2050 年までにネット・ゼロを達成するには、今後 10 年間に一連の目覚ましい追加的行
動が必要になる。例えば、2030 年までに炭素排出量を 40％削減するには、2030 年には低
炭素のエネルギー源で世界全体の発電量の 75％を賄い（2019 年は 40％未満）、世界全体で
販売される乗用車の 50％以上を電気自動車にする必要がある（2019 年は 2.5％）。 
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２．再生可能エネルギーのポテンシャル 
 再生可能エネルギー導入拡大を検討するうえで、我が国がもつ再生可能エネルギーのポ
テンシャルを正確に把握しておきたい。 

2021 年 5 月 26 日に成立した 「改正地球温暖化対策推進法」に先立ち、2021 年３月に環
境省地球環境局地球温暖化対策課が再エネポテンシャルについて調査結果をまとめて報告
している 5。 

図-3 我が国における再エネポテンシャル 結果まとめ 

 
図-4 再エネポテンシャルは現在の電力供給量の最大２倍 

 
それによると太陽光発電の導入ポテンシャルは発電量 32,216 億 kWh/年 、経済性を考

慮した導入ポテンシャルは最大 5,041 億 kWh/年と推計した。風力、水力、地熱について
も同様に試算し、合わせて、我が国には電力供給量の最大２倍の再エネポテンシャルが存
在するとまとめた。 
特筆すべきは、洋上風力のポテンシャルである。導入ポテンシャルは発電量 34,607 億

kWh/年と太陽光発電と同等であるが、設置に対しての制約が少ないことから、経済性を
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考慮した導入ポテンシャルは 15,584 億 kWh/年と、太陽光発電のそれより 3〜10 倍大きい
ことである。 
日本政府は 20 年末のグリーン成長戦略で、40 年までに 4,500 万 kW（発電量約 1,550 

kWh/年）電力の洋上風力を導入する目標を掲げる 6。また、2021 年６月２日、国の成長
戦略会議（第 11 回）に提出され、18 日に閣議決定された『成長戦略実行計画案』7による
と、日本の再エネは、これからは、洋上風力、太陽光、地熱の３本が柱と明記された。中
でも、洋上風力発電は再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札であり、導入目標
は 2030 年にまでに 1,000kW、2040 年までに浮体式も含む 3,000 万 kW〜4,500 万 kW の
案件を形成するという。 

３．再生可能エネルギーの最大導入量に関するシミュレーション 
 それでは、再生可能エネルギーは電力構成の中のどれくらいまでを占めることができる
ものだろうか。いくつかのシミュレーション例が報告されている。 

1）エネルギー総合工学研究所によるシミュレーション 8 
独自に開発し運用を進めてきたGRAPE及びTIMES-Japanモデルを用い、2050年にCO2

排出量を 2015 年比 8 割削減するという条件を設定し、エネルギー需要見通しのケーススタ
ディを行っている。ここでは太陽光・風力の再生可能エネルギーの導入度合、原子力利用の
有無、CCS の有無、及び再生可能エネルギーの高位導入と原子力の高位活用という分析ケ
ースで、エネルギーシステムコストが最小となるようなエネルギー需給構成を求めている。 
結果は、標準ケース（再生可能エネルギー;高、原子力;標準、CCS;有）で太陽光、風力、

水力、地熱といった再生可能エネルギーの構成比が 2030 年約 32％、2050 年約 74％となっ
た。これに原子力を加えると、いわゆる脱炭素化電力の割合は、2050 年で約 90％となって
いる。 

図-5 2030 年及び 2050 年における日本の発電量構成 
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（2）電力中央研究所によるシミュレーション 9 
2050 年における CO2削減 80％ケースでの電力構成を検討した。 
その報告によると、2050 年の電源構成の姿は、経済成長率が 2030 年まで年率 1.7％、

2030 年から 2050 年までが年率 0.5％、再エネポテンシャルが最大規模で実現するとの前提
で、ゼロエミッション電源比率は 84％、残る 16％は LNG 火力となった。 
ゼロエミッション電源の内訳は原子力発電 18％、太陽光発電 32％、風力 14％であり、非

連続発生源である太陽光･風力合わせて約 46％であった。この値は、太陽光発電の設備容量
を 2018 年度比 7 倍に、風力は 20 倍超に増加することを意味する。 
なお、原子力発電に関しては既存原発がすべて稼働し、さらに新設 700 万 kW を見込む

ものとしている。 
図-６ 2050 年に CO2排出量 80％減を実現するためのエネルギー･電力需給の姿 

 実質 GDP と CO2排出量の推移              CO2 80%減達成の 2050 年電源構成 

 
変動再エネ割合が 46％となると非常に大きな余剰電力が発生し経済性は著しく低下する。

この発生を極力抑え出力制御をゼロに近づけるには、電力シフトのための大量の蓄電池の
導入が必要となる。 

（3）国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）によるシミュレーション 10 
JST 低炭素社会戦略センターが「2050 年低炭素社会の姿」で報告した内容によると、2050

年 CO2 80％削減時の電源構成における再エネ電力（太陽光+風力）の割合は 60〜70％程度
になると見込んだ。この時、太陽光発電の蓄電に向けられる割合は大きく、蓄電池容量が再
エネ電力の発電量を上回るとされている。しかも、その時の余剰電力（抑制、廃棄分）は 24％
もの相当割合になる。 
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図-7 2050 年 CO2 80%削減時の 1 日ごとの各電源の発電量（2012 年度ベース） 

 
図-8 2050 年 CO2 80％削減時の電力供給量とコスト 

 
このように、天候など自然状況に左右され不安定な変動電源の大量導入は、電力系統にお

ける電力品質や安定供給の確保のための新たな問題を生み出す。 

（4）一般社団法人 太陽光発電協会による試算 11 
太陽光発電協会による国内累積稼働量見通し （PV OUTLOOK 2050：GHG80％削減を

視野に）では日本における太陽光発電導入チャレンジ目標を 2030 年 100GW、2050 年
200GW とした。2050 年 200GW は電源構成に占める太陽光発電の割合が 18％となる。 
この PV OUTLOOK 2050 は「感染症の危機を乗越え、あたらしい社会へ －太陽光発電

の主力電源化への道筋」として、2020 年 5 月に見直された 12。2050 年に至る想定導入量と
しては、前回のビジョンでは、太陽光発電 200GW の導入を想定したが、CO2 排出量は政
府目標の 80％削減には不⾜であった。今回のビジョンでは、電化が大胆に進み 80%削減の
実現に近づけることを想定するケース（最大化ケース）として、太陽光発電の導入量 AC ベ
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ース 300GW (DC420GW)に見直し、日本の電力需要の 30％ を太陽光発電で賄うとした。
以前の OUTLOOK で見られた 200GW は 新しい OUTLOOK では 2050 年標準ケースと
改訂され、電化の進展が進むものの温暖化ガス 80%削減の実現までには至らないケースと
された。 
第 14 回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で太陽光発電協

が国内導入量を世界のシナリオとの比較も行っている。 

 

 国際エネルギー機関（IEA）や国際的な石油会社である Shell のシナリオ 13と比較する
と、 JPEA の PV OUTLOOK 2050 の導入量（電源構成に占める太陽光発電の割合）は控
えめな数字であったが、見直し後は 300W、日本の電力需要の 30％ を太陽光発電で賄う
となり、SHELL の報告値（世界の平均）に近い値となった。 

（5）国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の提言 14 
IEA は 2021 年 3 月１８日、気候変動対策として 2050 年までに温室効果ガスの排出を実

質ゼロにするための工程表を発表した。 
今回のロードマップは、「パリ協定」が目標としている気温の上昇を 1.5℃以内に抑える

ことを実現するための詳細な戦略の一部として、以下のような目標が掲げられている。 
 2021 年：石炭及び石油・ガスの新規開発・拡張停止、炭素回収・利用・貯留
（CCUS）なしの石炭火力発電の新規開発停止 
 2025 年：化石燃料ボイラーの新規販売禁止 
 2030 年：世界の乗用車新車販売の EV・FCV 比率 60%、新規建設不動産は 100%カー
ボンニュートラル型へ 
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 2035 年：世界の乗用車新車販売の EV・FCV 比率 100%、世界の大型トラックの
EV・FCV 比率 50%、先進国では電力のカーボンニュートラル化 
 2040 年：航空機の低炭素燃料化 50%、世界全体で電力カーボンニュートラル化、

CCUS なしの石炭火力・石油火力の廃止 
 2050 年：世界の太陽光発電と風力発電の発電割合 70%、世界の不動産の 85%がカー
ボンニュートラル型、重工業の 90%が低炭素燃料 

Fig.9 Key milestones in the pathway to net zero 

 

（6）自然エネルギー財団による分析 15 
 公益財団法人自然エネルギー財団は、アゴラ・エナギーヴェンデ、ラッペンランタ工科大
学と共同して、日本の 2050 年脱炭素の実現に向けて、最適な排出削減経路を明らかにする
ため、コスト最適化モデルによる分析を行った。この共同研究を基に、日本における脱炭素
化に関する論点を踏まえつつ、自然エネルギー財団としての脱炭素戦略を提案し、2021 年



9 
 

3 月に、「Renewable Pathways 脱炭素の日本への自然エネルギー100%戦略」として政策提
言を行った。主な内容は以下の通りである。 
 太陽光発電についても風力発電についても、国内には大きな開発ポテンシャルが存在
することが既存調査によって明らかになっており、コスト低下にともない大量の供給
が可能になる。共同研究の結果では、2050 年には太陽光発電が 524GW、風力発電が
陸上・洋上の合計で 151GW 導入され、他の自然エネルギー電源とあわせ、電力は 100％
自然エネルギーにより供給される。 
 2050 年の総エネルギー需要は 2,138TWh（7.7EJ）と、2020 年比で 54％削減される。 
 火力発電、原子力発電は、2035 年以降、コスト効果からみて積極的に使用していく経
済的合理性に乏しくなる。日本の脱炭素化をこれらの技術に依存して実現する戦略は
非現実的なものと言わざるを得ない。 

以上のように、日本では、自然エネルギー電力、電化、エネルギー効率化、グリーン水素、
グリーン合成燃料の活用で、エネルギー起源 CO2 排出は実質ゼロとなり、エネルギー起源
以外の排出量を吸収量以下に抑えれば GHG 排出のネット・ゼロが実現できる。 

2050 年の総エネルギー需要を一次エネルギーでみると、全体の 48％が自然エネルギー
の直接利用で、そのほとんどが自然エネルギー電力であり、20％がグリーン水素とグリーン
合成燃料を国内で製造するために使われる自然エネルギー電力、残りの 32％がグリーン水
素等とグリーン電力の輸入である。（図 2） 

図-10 総エネルギー需要の推移（一次エネルギー換算）（BPS_import ケース） 

 

この時の電力供給量は、1,470TWh と算定され、2019 年の電力供給量より 42％の増加
だが、電力供給の 27％はグリーン水素の製造用である。電源は化石燃料から自然エネルギ
ーに置換っていき、2050 年にはその８割強を太陽光、風力発電が受け持つ構成となる。 
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図-11 2050 年の電源内訳（BPS_import ケース） 総電力供給量：1,470TWh 

 
注）BPS_import ケース：グリーン水素需要の約半分、グリーン電力の一部で輸入を行うケース 

自然エネルギー発電設備は、2050 年に太陽光発電で 524GW、風力発電は陸上で
88GW、洋上で 63GW まで導入される（ここでは、グリーン水素の 50％を海外からの輸
入を想定）。これに加え、22GW の水力発電、 30GW の揚水発電、52GW のバイオガ
ス・グリーン合成燃料（メタン）を使った発電・コージェネレーション設備、5GW のバ
イオマス発電が導入される。また国際送電も想定し、118TWh のグリーン電力輸入を見込
んでいる。 
 以上のいくつもの報告例を参考にすると、少なくともパリ協定で確認された長期目標や
カーボンニュートラルの実現に取り組むとする日本政府の目標を達成するには、2050 年ま
でに太陽光と風力による発電割合を少なくとも 70〜85％に、残りを水力、地熱、バイオマ
ス等で補い、グリーン電力の割合をほぼ 95％までに高める必要がある 16ものと考えられ
る。 
 しかしながら、太陽光発電や風力発電の割合が増えると、出力調整の電源や大量の余剰
電力の蓄エネルギー対応が必要となり、さらには慣性力の低下に対する電力品質維持のた
めの対応も必要となる。これらへの方策については次回で詳しくみることとする。 
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