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2050 年の日本のカーボンニュートラル実現は可能か 

－ 原油価格の動向と日本の脱炭素化の動き － 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2020 年における原油価格は世界的な新型コロナウイルス感染の影響で激しい動き。20

年 11 月以降、1 バレル 40 ドル前後で推移していた油価は上昇へ。主要産油国の減産継

続や米国の大型景気対策の発動もあって 21 年 6 月には 70 ドル台に突入。中期的には

上流開発投資の削減が原油供給を不安定に。 
 シェールオイルの生産は伸び悩む。背景に金融機関などによる温室効果ガス排出削減

への要請。気候変動対策を重視する米国バイデン政権の登場が影響。 
 世界各国で 2050～60 年にかけて二酸化炭素（CO2）排出量実質ゼロを目指すというカ

ーボンニュートラル実現に向けての動きが目立つ。日本も菅首相が 20 年 10 月に 2050
年カーボンニュートラルの目標達成を表明し、21 年 4 月には 2030 年時点の CO2 排出

量について 2013 年度比 46％削減目標を明らかにした。こうした世界各国の動きの背

景には、再生可能発電の普及が進み始めたことがある。 
 経済産業省は第 6 次エネルギー基本計画策定の議論を進めており、2050 年の電源構成

目標を参考値として示した。それによると、再生可能発電 5～6 割、水素（H2）・アン

モニア（NH3）火力発電 1 割、その他火力・原子力発電 3～4 割としている。そして 2030
年の電源構成については再生可能発電 36～38％、原子力発電 22～24％、従来火力発電

41％、水素・アンモニア火力発電 1％としている。むろん日本のカーボンニュートラル

に向けた 2030 年、2050 年への道は遠く、またその道のりはいばらの道である。 
 日本のカーボンニュートラル目標達成に向けての議論をたどる中で、いくつか疑問が

生じる。こうした疑問について、4 つの論点にまとめて Q&A 形式で解説した。 
 2030 年はさておき、2050 年の日本のカーボンニュートラルの実現は民間企業の事業

参入と展開のダイナミズム次第と考えており、こうした民間の動きを政府などが支援

できるかどうかにかかるだろう。 
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はじめに 
2020 年の原油価格（WTI）は新型コロナウイルスの感染拡大で激しい動きとなった。年

初の 1 バレル 65 ドルから急落し、4 月には買い手に逆に資金を渡して原油を引き取っても

らうために、マイナス価格を付けるという現象が起きた。その後回復・横ばいでの推移とな

ったが、11 月下旬以降、じりじりと上昇し、ついに 21 年 6 月には 70 ドル台に突入した。

一方、世界において脱炭素社会の構築を目指す動き、つまりカーボンニュートラルの動きが

相次いでみられ、日本でも 2020 年 10 月、菅首相が、これまでの 2050 年二酸化炭素（CO2）

排出量 80％削減目標から踏み込み、2050 年 CO2 排出量実質ゼロというカーボンニュート

ラルの達成を目標として発表している。 
本稿では、まず 2020 年から 21 年にかけての原油価格の推移をたどり、今後の展開につ

いて考察する。次いで、世界におけるカーボンニュートラルの動きを概観し、日本における

取り組みとして第 6 次エネルギー基本計画の議論を紹介し、その議論の中で生じるカーボ

ンニュートラルをめぐる疑問点について整理・解説することとする。 
 

１．2020 年から 21 年にかけての原油価格の動き 
（1）2020 年 4 月には一時原油価格はマイナス価格に 
2020 年から 21 年にかけての油価の動きは新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける

などでかなり激しいものとなった（図表 1）。 
20 年初めに米国とイランの全面軍事衝突への懸念から原油価格が一時 1 バレル 65 ドル

台をつけたこともあったが、両国が衝突回避に向けて動いたことに加えて、中国での新型コ

ロナウイルス感染拡大が懸念されたことで原油価格は下落に転じた。3 月 6 日の OPEC プ

ラス産油国会合ではサウジアラビアとロシアの減産合意がまとまらず、会合は決裂。サウジ 
アラビアなど産油国はむしろ原油を増産することを明らかにしたため、油価は急落した。3 
 
図表 1 原油価格の推移 

 
出所：米国 EIA、世界銀行ウェブサイト 
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月中旬以降は新型コロナの世界的な感染拡大が確認され、原油需要の縮小懸念から油価下 
落は急ピッチで進み、3 月下旬には 1 バレル 20 ドル台前半まで低下した。 

そうした状況の中で、産油国は 20 年 4 月 12 日に 6 月末まで日量 970 万バレルの大規模

な原油減産を実施することで急きょ合意した。しかし、新型コロナウイルス感染拡大による

原油需要の落ち込みをカバーすることはできず、油価の下落に拍車が掛かった。一時、シェ

ールオイルなど原油供給が原油在庫保有能力を上回るとの思惑から投げ売りの状態となっ

て、20 日には史上初めてマイナス価格をつけた。 
5 月に入ると、産油国が日量 970 万バレルの減産を履行すると同時に、中国に加えて欧米

先進国が新型コロナウイルスの感染拡大で制限していた経済活動を再開させたことから燃

料など原油需要が回復し、油価は上昇に転じた。さらに、原油減産が 7 月末まで延長された

こともあって、6 月 20 日には 1 バレル 40 ドルを突破した。その後は新型コロナウイルス

感染の再拡大と経済活動の再制限を受けて 30 ドル台まで下落する局面もあったが、11 月

まで 40 ドル前後での横ばいで推移した。 
 
（2）20 年 11 月以降、原油価格は上昇基調に 
11 月下旬以降、それまでの 40 ドル台半ばからじりじりとレンジを切り上げて上昇し、21

年初めには 50 ドル台に乗せた。こうした油価上昇には、OPEC プラス産油国の協調減産が

続いていることに加えて、サウジアラビアの 21 年 2 月、3 月の自主減産（日量 100 万バレ

ル）の発表が効いている。また、米国民主党が上下両院を事実上掌握したことで景気刺激策

が実施しやすくなって、米国経済回復への期待が高まったこともある。1 月 14 日に発表さ

れた追加対策は総額 1.9兆ドルと大規模なものであり、上下両院を掌握した民主党は、3月、

財政調整法を活用して野党の妨害を排除して通過させた。 
原油価格は 2 月に入っても上昇を続け、2 月中旬以降 1 バレル 60 ドル台に突入した。2

月中旬の油価上昇は米国南部への大寒波襲来でシェールオイルなどの原油の生産や輸送等

に制約がかかったことが影響した。また、3 月 4 日に開かれた OPEC プラス産油国閣僚会

合では、4 月における産油主要国の減産継続、およびサウジアラビアの自主減産の継続が決

まったことも油価上昇を後押ししている。3 月後半から 5 月前半にかけて欧州の一部におい

て新型コロナウイルス感染再拡大で都市封鎖が行われたことなどもあって概ね横ばいで推

移したが、5 月後半に入って再び上昇し、6 月 8 日には 70 ドルを突破した。7 月 18 日、

OPEC プラス産油国において減産の段階的解消が合意され、油価は急落した。最近の原油

価格は 1 バレル 66.42 ドル（7 月 19 日時点）。 
 
（3）今後も当面の間は 70 ドル台前後で推移する見通し 
今後の原油価格の動向は現状の 1バレル 70ドル台前後の価格水準で推移するものとみら

れる。油価が高水準で推移する背景には、米国で大規模な景気刺激策が発動されて、米国と

世界の経済成長が持ち直していることに加えて、ワクチン接種の世界的に普及することで

感染が抑制されるとの期待がある。 
なお、油価が低下する材料として、米国シェールオイルなどの原油増産やイラン制裁解除

による同国産原油の市場復帰が挙げられるが、米国の原油については油価が上昇している

割にはシェールオイルなどの増産が進んでおらず、先行きにおいても増産ペースは緩やか

である（図表 2）。イラン制裁についてもバイデン政権が誕生したが、その見通しは立って

いない。したがって、原油価格は下振れしにくく、当面の間は 1 バレル 60 ドル台後半から
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図表 2 米国の原油生産・輸入の動向と見通し 

 
出所： 米国 EIA「短期エネルギー見通し」2021 年 7 月 7 日 

 

70 ドル台前半での推移を続けるだろう。 
なお、21 年後半から 22 年にかけて OPEC プラス産油国において原油増産が進むとみら 

れる。米国 EIA の見通しでは 21 年下期にはこれまで超過していた原油需要に原油供給が

追いつき、バランスに向かうとしている。22 年はむしろ若干ではあるが、供給過剰となる

とみている（図表 3）。つまり、原油価格は今後さらに上昇していく地合いではなく、21 年

後半以降、産油国の増産が進むにつれて原油価格は落ち着いてくると予想する。 
中期的な視点に立つと、石油開発企業の上流開発投資の減少が懸念される。20 年の上流

開発投資は 3,260 億ドルと前年比 31％の減少となり、21 年はやや増加すると見込むものの

これまでの水準と比べると低い（図表 4）。世界的なカーボンニュートラルへの動きを受け

て欧州の石油企業を中心に化石燃料資源への関連投資を抑える動きがみられており、上流

開発投資がこのまま低迷すれば、将来の石油などの供給が減少して中期的に需給がひっ迫・

価格が乱高下する恐れがあるだろう。 
 
(4)シェールオイル生産伸び悩みには投資家の圧力も 
2020 年以降のシェールオイルの生産は、20 年春のコロナ禍と 21 年 2 月の米国南部での

大寒波襲来で一時的に縮小してそれぞれ日量 600 万バレル台まで低下した（図表 5）。しか

し、いずれにおいてもシェールオイルの生産は間もなく回復したが、日量 800 万バレルを

目前に足踏みを続ける状況である。なかでも最近において油価は 70 ドル台に突入している

が、シェールオイルの増産ペースは緩やかなままであり、今後の見通しにおいても EIA は

緩慢な生産ペースは変わらないとしている。 
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図表 3 世界の原油需給見通し 

 
出所：米国 EIA「短期エネルギー見通し」2021 年 7 月 7 日 

 
図表 4 世界の上流開発投資の推移 

 

出所：IEA, " World Energy Investment 2021" June 2021 

 
シェールオイルの増産が緩慢な背景には、シェールオイル事業の損益分岐点が上昇して

いることがある。2021 年 4 月のカンザスシティ連銀のアンケート調査では、1 バレル 53 ド 
ルと 1 年前の調査から 6 ドル上昇している。今後についても上昇するとしており、5 年後に 
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図表 5 シェールオイルの生産と稼働リグの推移 

 
出所：米国 EIA, Drilling Productivity Report” 2021 年 7 月 12 日 

 
は 70 ドルに達するとする。ただし、損益分岐点の上昇には、スイートスポット低下などシ

ェールオイル開発の生産性が低下しているわけではない。むしろ、金融機関など投資家がシ 
ェール開発企業にキャッシュ確保や債務削減の圧力等をかけており、開発企業は環境対策 
等を優先させる一方でシェール開発を後回しにせざるを得ないことが大きい。そしてこう

した圧力をかける投資家の姿勢には、バイデン政権の登場による気候変動対策重視が大き

く影響しているといえる。 
 

２．世界のカーボンニュートラルの動きと日本のエネルギー政策 
（1）菅首相、2050 年 CO2排出実質量ゼロを表明、世界各国もカーボンニュートラルへ 
2020 年 10 月、菅首相は 2050 年の CO2 排出実質ゼロ、いわゆるカーボンニュートラル

を目指すことを表明した。それまでの日本の温室効果ガス削減目標（2050 年同 80％削減）

から大きく踏み込んだものになり、日本国内で衝撃を与えた。 
ただ世界的にみると、カーボンニュートラルを目指す動きは世界の潮流となりつつある。

EU は 2019 年 12 月に「欧州グリーンディール」を発表し、2050 年のカーボンニュートラ

ル実現に向けて法制化するとしている。また、20 年 9 月には中国の習近平主席が 2060 年

のカーボンニュートラルを目指すことを表明している。米国のバイデン大統領は大統領選

挙期間中に 2050 年までのカーボンニュートラル目標達成を公約として掲げていた。 
経済産業省によると、2021 年 1 月 20 日時点で日本を含む 124 カ国と 1 地域が、2050 年

までのカーボンニュートラルの目標達成を表明している。世界全体の CO2 排出量に占める

これらの国の割合は 2017 年実績で 38%を占める（エネルギー起源 CO2 のみ）。2060 年の

カーボンニュートラルを目指す中国も含めると、同割合は全世界の CO2 排出量の 3 分の２

程度を占めることとなり、多くの国が化石燃料の消費削減とカーボンニュートラルの実現

に向けて動き始めたといってよい。また、自治体や企業においてもカーボンニュートラルを
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目指す動きも出てきている。 
以下では、世界各国がカーボンニュートラルにかじを切った背景を説明したうえで、日本

のカーボンニュートラルをめぐる政策動向について解説する。 
 
（2）世界では太陽光や風力など再生可能発電が普及 
世界各国がカーボンニュートラルに向けて取り組む背景には、太陽光や風力など再生可

能エネルギーの利用が世界的に進展したことがある。実際、世界の一次エネルギー消費に占

める再生可能エネルギーの割合は伸びており、2020 年時点で 6％近くに達している。再生

可能エネルギーは発電に利用されることが多く、20 年の再生可能発電は発電全体の 11%超

を占める 3,147TWh と前年比 13％の増加となった（図表 6）。主な再生可能発電は風力発電

と太陽光発電であり、20 年時点でそれぞれ 1,591TWh（前年比 12％増）、856TWh（前年比

21％増）となっている。地域別にみると、アジアが 43％、欧州が 28％、北米が 22％を占

めており、中でもアジアと北米の伸びがそれぞれ前年比 16％、17％と世界全体（15％）を

上回って推移している。なお、設置容量でみると、20 年の太陽光発電は前年比 22％増の

760GW、風力発電は前年比 14％増の 743GW と太陽光発電の設置が進んでいる（REN21
「Renewables 2021 global status report」）。 

再生可能エネルギーによる発電の利用が世界的に進んだ背景として、同発電コストの低

下が挙げられる。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、風力発電の均等化発

電コスト（LCOE1）は、20 年価格で陸上風力は 2010 年の kWh 当たり 8.9 セント（約 10
円 2）から 20 年には同 3.9 セント（約 4 円）まで低下し、洋上風力については 2010 年代前

半において kWh 当たり 13～17 セント（約 14～18 円）で推移していたが、2010 年代後半

には低下して 20 年には同 8.4 セント（約 9 円）となっている。太陽光発電の LCOE は、10
年の kWh 当たり 38.1 セント（約 40 円）から 20 年には 5.7 セント（約 6 円）まで劇的に

低下した。こうした再生可能発電コストの低下には、太陽光では同電池モジュールの量産効

果による製造コストの低下、風力では風車の大型化による出力増大の影響が大きい。 
今後について再生可能発電の普及がさらに進むとしているが、そのペースには国際機関

の見通しによってばらつきがある。IRENA が 2019 年 4 月に発表した「Global Energy 
Transformation A Roadmap to 2050」によると、2050 年には世界の発電量は 55,188TWh
となり、そのうち再生可能エネルギーによる発電の割合が 86％を占めるとされる。米国エ

ネルギー情報局（EIA）が 19 年 9 月に発表した「International Energy Outlook 2019」で

は、世界の発電量は 44,247TWh と IRENA の見通しよりも低く、再生可能発電の割合は発

電全体の 35％にとどまる。国際エネルギー機関（IEA）の「World Energy Outlook 2020」
（20 年 9 月発表）の中では、2040 年時点の公表政策シナリオ（世界発電量 40,094TWh）
において再生可能発電の割合は 47％、持続可能開発シナリオ（世界発電量 38,774TWh）に

おいて同割合は 72％としている。いずれにしても、再生可能発電は現状の 10%超からかな

りの割合まで普及していくことは確実だろう。 
 
（3）日本では第 6 次エネルギー基本計画を策定へ 
世界でカーボンニュートラルを目指す動きが現れる中、日本でも、経済産業省の総合エネ 

 
1 Levelized Cost of Electricity の略。発電コストの評価方法の一つであり、建設費や運転維持費・燃料費

など発電に必要なコスト総額と利潤を合計したものを、運転期間中の想定発電量総量で除して算出する。 
2 以下、セントと円の関係は 1 ドル 105 円で計算。 
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図表 6 世界の再生可能発電の推移 

 

出所：BP Statistical Review of World Energy, June 2021 
 
ルギー調査会基本政策分科会で、第 6 次エネルギー基本計画の議論が進んでいる。エネル

ギー基本計画とは、2002 年に施行された「エネルギー政策基本法」によってその策定が定 
められているものであり、長期的で総合的なエネルギー政策を計画的に進めるためにエネ

ルギーの需給に関する基本的な計画を少なくとも 3 年ごとに定めなければいけないとして

いる。 
今回の議論は前回の第 5 次基本計画の策定サイクルに比べると 1 年前倒しとなっている。

それは、これまで政府が打ち出したエネルギー・環境関連政策の間に齟齬が生じているため

である。2018 年に発表した第 5 次エネルギー基本計画では 30 年度の電源構成見通しにつ

いて火力 56％としていたが、16 年に発表した地球温暖化対策計画では 50 年までに CO2排

出量 80%削減としている。鉄鋼や運輸の一部など CO2排出量が不可避な産業を考慮すると、

電源構成において CO2 排出量の大きい火力の割合を大きく下げる必要性がある。前回の計

画策定時では 30 年 CO2排出量削減目標と 50 年同目標を別々に議論したためにその目標の

乖離は目立たなかったが、近年のカーボンニュートラルを目指す世界的な動きが顕著とな

るにつれて、日本の 30 年と 50 年の両目標の矛盾が目立つようになってきた。さらに、20
年 7 月、経済産業大臣が旧式で非効率な石炭火力発電所の 9 割を休廃止させると発表して

おり、このままでは第 5 次エネルギー基本計画での 30 年度の火力発電割合を維持すること

は不可能に近い。 
 
（4）2050 年の日本の電源構成における再生可能電力割合は５～6 割まで引き上げか 
2020 年 12月の総合エネルギー調査会基本政策分科会で 50年の電源構成について以下の 
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図表 7 第 6 次エネルギー基本計画における電源構成 

 
注：なお、21 年 7 月 19 日現在の情報で作成しており、正式決定ではない。第 6 次エネルギー基本計画に

おいて従来火力から排出される CO2 は CCUS でカーボンフリー化するとしている。 

出所：経済産業省ホームページ 

 
数値が参考値として示された。まず太陽光や風力など再生可能電力の導入が主力電源とし

て促進され、50 年時点で日本の発電全体の 5～6 割を占めるとした。さらに、水素（H2）・ 
アンモニア（NH3）を燃料とした火力発電の実用化を図り、50 年には同 1 割程度の発電を

担うとしている。そして、残り 3～4 割の電力需要については既存の原子力発電と火力発電

に頼ることとなるが、火力発電から排出される CO2 については CCUS（Carbon dioxide 
Capture, Utilization and Storage：二酸化炭素回収・利用・貯留）／カーボンリサイクルを

実装することで相殺するとした（図表 7）。 
さらに 2021 年 4 月に日米欧などが出席して開催された気候変動サミットにおいて、2030

年の温室効果ガス削減目標の引き上げを発表した。これまでの 2013 年度比▲26％の削減と

いう目標から 20 ポイント引き上げ、同▲46％削減としている。これを受けて 7 月、政府は

2030 年の電源構成について再生可能発電の割合を 36～38％、原子力発電を 22～24％、従

来の火力発電を 41％、水素・アンモニアを燃料とする火力発電を 1％とする案を発表した。

前回の第 5 次エネルギー基本計画では、2030 年の電源構成について再生可能発電を 22～
24％、原子力発電を 22～24％、従来火力発電を 56％としていたことから考慮すると、今後

10 年間でより一層の省エネや再エネへのシフトの加速を実行しなければならない。 
なお今後 10 年間の省エネや再エネのシフトの実現可能性について道のりは遠い。7 月 13

日の総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会では、2030 年時点の再エネ発電を 3 割強

まで引き上げる見込みを立てていたが、それでも目標まで数ポイント程度足らない。また現

状の原子力発電の稼働率では到底目標には及ばず、フル稼働までの道筋も立っていない。

2030 年の省エネにおいてもせいぜい現行目標の 2 割程度の改善を見込むのが精いっぱいで
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ある。 
これまでの第 6 次エネルギー基本計画策定の議論で明らかになったことは、日本政府と

日本企業は温室効果ガス排出量削減に向けてさらなる努力の積み重ねが求められることだ。

それは、いばらの道を歩むことになることである。もちろん避けて通れない。 
 

３．日本のカーボンニュートラルを目指す動きをめぐる論点 
第 6 次エネルギー基本計画の策定は大詰めを迎えているが、こうした議論の中で日本の

カーボンニュートラルの目標達成をめぐる動きに関していくつか疑問が生じる。カーボン

ニュートラルの目標達成に向けての議論を整理し、理解を深めるために、以下４つの論点に

まとめて、Q＆A 形式で解説していきたい。 
 
 
 

Question 1：日本は火力温存＋CCS という電源構成で、なぜやっていけないのでしょうか？ 
Answer：日本の地理的状況をふまえた CCS の技術的障壁の高さや将来における原油の安

定調達の難しさを考慮すると、既存火力の温存はカーボンニュートラル実現だけでな

く、エネルギー安全保障の観点から望ましくないでしょう。 
     

<解説> 
日本では、太陽光や風力など再生可能発電の導入は近年加速しているとはいえ、水準とし

ては海外と比べて低く、さらなる導入には時間と資金が必要である。ならば、再生可能発電

については現状の導入ペースを維持し、化石燃料をベースとする火力発電所を温存したう

えで、排出される CO2についてはそのまま CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）
で回収・貯留したらどうだろうか。確かに CCS は開発途上の技術であり、その実装に向け

て資金を投じて技術開発等を続ける必要があるが、限られた日本の資源を 1 点に集中でき

るだけでなく、産業構造を大きくいじらずにカーボンニュートラルの目標が達成できる。ど

うして火力温存＋CCS という方策でカーボンニュートラルを目指さないのだろうか。 
こうした疑問に対して、まず CCS について技術確立、貯留適地の選定、事業環境整備と

いう課題を抱える。日本国内の人口密度が高く陸上からの CO2 圧入が限られるため、海上

からの海底圧入が必要となるが、CO2 の長距離輸送手段を含めて関連技術が確立していな

い。さらに、陸上からの圧入を前提とするが、分離回収、昇圧、輸送、圧入・モニタリング

までのコストが CO2 トン当たり 8,400～1 万 1,000 円掛かり、石炭火力では 39～56％、

LNG 火力では 18～25％程度、発電コストが上昇してしまう。また、日本近隣の貯留ポテン

シャルは 1,460 億～2,360 億トン程度と CO2 年間排出量の 100 年以上に相当するが、経済

性や社会的受容性を考慮して貯留適地を精緻に選定する必要があり、現時点ではその候補

すら決まっていない。CCS の事業環境については日本の場合、CCS のインセンティブどこ

ろか、そもそも CCS に特化した法律がなく、事業者が複数の法規に対応する必要があるた

めに手続きが煩雑で過剰なコストを抱える。さらに、CO2圧入後の長期的な責任について、

事業者が引き続き負うこととなっていて、リスクが大きく事業参入しにくい 3。 

 
3 世界では大規模 CCS プロジェクトが 21 件稼働しているが、EOR（原油増進回収法：CO2 圧入で原油

回収を増やす採掘方法）ありで CO2 分離回収コストが低いプロジェクトが過半を占めている。日本で
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将来における化石燃料の安定的な調達に疑問も 
とりわけ、CCS コストの高さが致命的である。CCS コストは火力発電のコストの一部と

してみなされるが、年々安価になっていく再生可能発電には太刀打ちできない。経済産業省

は 19 年時点での太陽光発電のコストと比較して CCS コストを現状の半分以下に抑える必

要性を指摘しているものの、将来においては太陽光発電のコストはさらに低下するであろ

うし、CCS コストをさらに引き下げるのは至難の業ではなかろうか。火力発電本体の発電

コスト引き下げの余地についてはほとんどないため、時がたてばたつほど火力発電＋CCS
は不利な立場に追い込まれてしまう。 
さらに、将来において安定的に化石燃料を調達できるかどうかという問題もある。第 1 節

でみたように、現在、石油メジャーが上流開発を減らしており、産油国石油企業もこれまで

のように大規模な石油生産を続けるかどうかわからない。将来において世界的な原油や天

然ガスの生産が低下する一方で、油価などが乱高下する可能性が高く、その場合には化石燃

料の安定的な調達が困難となる恐れもある。 
こうした点を考慮すると、日本が火力発電を温存して CCS に頼ることは、カーボンニュ

ートラルの目標達成だけでなく、エネルギーの安定的な調達を確保するという点からもか

なりの不安材料を抱えることになる。確かに火力発電所をゼロにすることができない以上

CCS もゼロにすることはできないが、その規模は最小限に抑える必要があろう。 
 
 

Question 2：日本において再生可能発電を普及させた場合、日本全体の電源をどこまでカ

バーできるのでしょうか？ 
Answer：日本の地理的制約等を考慮すると、再生可能発電が電源構成の 5～6 割を占める

ことは厳しいです。しかし、今後増大する電力需要を背景として関連企業参入のダイ

ナミズムが政府などの支援を受けて再生可能発電の普及を加速させ、こうした制約を

突破するかもしれません。 
 
＜解説＞ 
基本政策分科会では 2050 年時点の電源構成における再生可能発電の割合は５～6 割とし

ている。これは参考値としての位置づけであり、今後議論を深めていくための一つの目安・

選択肢にすぎないが、果たしてこれらの数値は高いのだろうか、それとも低いのだろうか。 
基本政策分科会によると、5～6 割、つまり 7,000 億～8,000 億 kWh を占める再生可能発

電のうち、太陽光発電は 3,000 億 kWh（260GW）程度、風力発電が 1,900 億 kWh（90GW）

程度 4、水力・バイオマス・地熱が 1,600 億 kWh（60GW）程度、そしてさらに 500 億～

1,500 億 kWh の追加導入（再生可能発電の形態は不明）を必要としている。 
現時点では、日本国内において上記以上の再生可能発電の普及が見込めるかはなはだ疑

わしいと考える。まず、太陽光や風力の再生可能発電コストの趨勢的な低下だけでは普及の

 
CCS を実施する場合、EOR なしで CO2 分離回収コストが比較的高いプロジェクトとなり、難易度が上昇

する。 
4 太陽光発電協会は 20 年 5 月に 2050 年の日本の太陽光発電の普及見通しを発表しており、標準ケース

として 200GW としているが、電化などがさらに進んだ最大化ケースを想定し、300GW とした。また、

日本風力発電協会は 2050 年目標として 130GW、うち洋上風力が 90GW を占めるとしている。 
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けん引力として物足りない 5。日本の場合、森林を除く平地面積がドイツの半分、遠浅の海

の面積は英国の 8 分の 1 と日射量や風況の面で恵まれていない（図表 8）。 
さらに、景観、環境、生態系、航路などに配慮が必要であり、地域住民や利害関係者との

調整が必要とされる。さらに、太陽光パネルの低廉化や風車の大型化による発電コスト低下

にもかかわらず、土地造成や基礎工事などの設備投資コストが上昇している。また、立地ア

クセスの悪さも投資コスト上昇につながる。日本では、太陽光や風力などの発電適地の減少

に伴って、今後こうしたコストが上がることがあっても劇的に下がることは難しいと予想

されている。 
 

 「調整力」の不在や送電線の増強も課題 
さらに、制度的な縛りもある。電力供給は需要に対応して迅速に一致させなければならな

いという同時同量の原則が適用される。再生可能発電は太陽光や風力など自然条件によっ

て変動するため、これらの発電による変動分をならすために調整供給する電力、いわば「調

整力」が必要となる。もちろん、「調整力」は CO2排出がゼロとなるゼロエミッション電源、

例えば、現時点では揚水発電や原子力発電、将来的には蓄電池や水素発電でなければならな

いが、こうした電源を現実的に確保することは難しい。つまり、再生可能発電の割合が高ま

るにつれて「調整力」をどのようにして確保するかという問題を抱えることになる。そのう

え、再生可能発電の立地は偏在しているために、発電された電力を需要地に送電しなければ

ならないが、送電線に空き容量が存在しない状況である。再生可能電力を送電するためには 
送電線の増強を図らなければならず、そのための多大な時間と多額の資金が必要となる。ま

た、FIT 制度 6による賦課金の負担も 20 年度で 2.4 兆円に上る見込みであり、普及が進む

につれて賦課金の負担が低下するどころか上昇して国民からの支持・支援が得にくくなる

恐れもある。 
いうまでもなく、基本政策分科会で示された電源構成における 500 億～1,500 億 kWh の

追加導入についてはその当てがない。こうしたことを考慮すると、現時点では 2050 年の電

源構成における再生可能発電の割合は高すぎるといえるかもしれない。 
 
電化の進展による電力需要増大と市場参入がカギか 
ただ、電化の進展で 2050 年の電力需要は世界的に増加すると予想されている。前述した

IRENA や米国 EIA の電力量見通しでは、2050 年には現状からそれぞれ 2.2 倍、1.8 倍と

しており、IEA の見通しでは、2040 年には現状から 1.5 倍（公表政策シナリオ）、1.4 倍（持

続可能開発シナリオ）となっている。また、EU、英国や日本でも見通しを出しており、EU
では 15 年時点から 1.3～2.5 倍、英国では 17 年比 1.7～2 倍（電解による水素や合成燃料の

製造などを含めると 3～4 倍）と見込んでおり、日本においても 18 年の 1 兆 580 億 kWh
から 2050 年には 1 兆 3,100 億～1 兆 4,600 億 kWh と参考値ながら試算しており、現時点

から 1.3～1.5 倍まで増加すると見込んでいる。こうした見通しから日本の電力市場改革の 

 
5 そもそも、日本の再生可能発電コストは海外と比べて高い。IRENA によると、日本の太陽光の LCOE
は kWh 当たり 14.4 セント（約 15 円）、陸上風力は同 11.3 セント（約 12 円）である。なお、経済産業省

の再生可能発電価格目標は太陽光 kWh 当たり 7 円（2025 年）、陸上風力同 8～9 円（2030 年）である。 
6 再生可能エネルギーによる発電の導入を促進することを目的として、再生可能電力を電力会社が一定価

格で一定期間買い取る制度である。買い取り資金の一部を賦課金として電気料金に上乗せして集めている

ため、ユーザーである国民も資金負担する仕組みとなっている。 
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図表 8 再生可能発電普及における日本の地理的制約 

 

 
出所：資源エネルギー庁「2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた検討」2020 年 11 月 17 日 
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図表 9 日本国内での特徴のある再生可能発電ベンチャーの動き 

 
注：営農型太陽光発電とは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産

と発電とで共有する取り組み。 作物の販売収入に加え、売電による継続的な収入や発電電力の自家利

用等による農業経営のさらなる改善が期待できる。 

出所：各社ホームページや報道資料から筆者作成。 

 
進展を背景として、再生可能発電分野を中心に「新電力」と呼ばれる新興の電力企業の市場

参入が相次いでおり、「新電力」や再生可能発電ベンチャー（図表 9）による新たな適地の 
発見や関連する革新技術の投入が行われて再生可能発電事業が行われても不思議ではない。 

 
調整力としてカーボンフリー火力に注目 
調整力の確保については、蓄電池の導入や水素発電の実用化に期待がかかるが、ここにき

て東京電力と中部電力の合弁企業で日本最大の火力発電企業である JERA が 20 年 11 月に

発表した「JERA ゼロエミッション 2050」にも注目される。同社は洋上風力とアンモニア

や水素を用いた火力発電「カーボンフリー火力」でカーボンニュートラルを目指すとしてお

り、2050 年においてカーボンフリー火力が実現できれば、調整力として申し分ないだろう。

もちろん、今後の蓄電池など関連発電コストの低下が不可欠であることはいうまでもなく、

またこうした技術を確立するに当たり、米中対立に左右されない燃料や部材のサプライチ

ェーン確保にも注意する必要があるだろう。 
また、送電線の確保について、差し当たっては空き容量のある送電線を再生可能電力の送

電に活用することとしている。すでに送電線混雑時の出力制御を条件として新規接続を許

容するノンファーム型接続を千葉エリアで実施しており、21 年中に全国展開を目指すとし

ている。 
つまり、現在の日本の再生可能発電が置かれた環境から電源構成の割合を考えると、悲観

的になってしまう一方で、電化のトレンドや新興企業のダイナミズムの視点でみた場合、日

社名 設立年 事業概要 詳細

レノバ 2000年 再生可能発電
太陽光、バイオマス、風力など再エネ専業発電企業。建設
中を含めて90万KWの発電能力を持つ。

アグリツリー 2018年 営農型太陽光発電
九州を中心に事業展開。2019年8月にENEOSホールディン
グスと資本業務提携。

千葉エコ・エネル
ギー

2012年 営農型太陽光発電
関連技術開発や運営コンサルだけでなく、自社経営農場を
千葉市緑区で展開。清水建設と提携。ニンニクに期待。

ファームドゥホー
ルディング

2015年 営農型太陽光発電
営農型太陽光発電所「ソーラーファーム」は20年度末時点
で群馬県を中心に74ヵ所に。

エネコートテクノ
ロジーズ

2018年
ベロブスカイト
太陽電池開発

高効率で変形可能な太陽電池。20年5月、三菱マテリアルが
出資。

Heliatek 2006年
有機薄膜太陽電池
開発

ドイツのベンチャー企業。ビル側面や曲面でもパネル展開
可能。「ジャパンエナジーチャレンジ2019」で特別賞を受
賞。

MIRAI-LABO 2006年 太陽光発電塗装
道路舗装面での発電が可能な太陽光パネル『ソーラーモビ
ウェイ』をENEOSホールディングスの関係会社と開発。

チャレナジー 2014年 風力発電機開発
台風下でも稼働可能なマグナス式（プロペラを使わない）
風力発電機を開発。沖縄等で実証事業。フィリピンでも事
業展開を図る。



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                            ２０２１．７．２１  

 - 14 - 

本の再生可能発電の普及が進み、電源構成の割合が５～6 割を超えて進む可能性もある。ど

ちらの動きが大勢を占めるかについては、今後の政府や自治体による関連規制の緩和や資

金支援などカーボンニュートラルへの本気度次第といえるかもしれない。 
 
 

Question 3：CO2 排出量ゼロ達成の切り札である水素は日本国内で調達できるのでしょう

か？ 
Answer：水素生成コストの内外格差を考慮すると、国内調達に全面的に頼ることはコスト

が高くつきます。水素などの輸入プロジェクトの組成を加速する必要があります。 
 
＜解説＞  
 2050 年にかけて水素は水素キャリアの一つであるアンモニアを含めて火力発電の燃料と

して期待されている。また、非電力部門においてもトラックなどの運輸の燃料や鉄鋼の製錬

などにおいて水素の活用も考えられている。では水素はどのようにして調達するのかとい

う議論については、煮詰まっていないようにみえる。 
 日本国内における水素の需給規模は 2012 年時点では 135 万トン程度とされる。これらは

水酸化ナトリウム（NaOH）やコークスの生産や石油の精製から副生されたものがそのまま

石油製品や石化製品の生成に投入されており、いわば自家消費がほとんどである。今後、電

力や運輸の燃料などの需要が増大すれば、現在の副生規模では供給できない。2020 年 12 月

に発表された「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では 2030 年に 300
万トン、2050 年に 2,000 万トンを供給目標として掲げている 7。  

水素の生産には、上記の副生のほかに、天然ガスの水蒸気改質や水電解による水素生成が

考えられる。水電解は、水と電力、それも再生可能発電から供給される電力を使用すれば、

海外から化石燃料などを輸入する必要がなくなるように思われるが、実はそうではない。水

電解に使う電力コスト、つまり再生可能発電コストが課題として存在する。 
 
水素などの輸入プロジェクトの組成加速が必要 
日本国内での再生可能発電コストは、Question 2 で論じたように海外のそれよりもかな

り高くなる可能性が高い。その結果、海外から輸入した水素などを燃料として用いた方が国

内調達したものよりも安価になるだろう。IEA によると、日本の再生可能電力による生成

水素、つまりグリーン水素の製造コストは、オーストラリアなど安価にグリーン水素が製造

できる地域と比べて 1.5～2 倍近くになるとの見通しを出している（図表 10）。また、市場

調査会社の BNEF は再生可能電力だけでなく、水電解装置の製造コストが急落しているた

め、このままいくと 2050 年よりも前にグリーン水素の製造コストが 6～15 円/Nm3 まで低

下するとしており、天然ガス価格（CCS 考慮せず）と変わらなくなるとした。もちろんコ

ストの内外格差だけで国内からの水素調達をとりやめることにはならないだろうが、海外

からのグリーン水素の安価調達がまず優先されるだろう。 
問題は、輸入における水素および水素キャリアが多種多様であり、それぞれ一長一短があ

ることだ（図表 11）。輸入プロジェクト組成をどれか一つに絞るわけにはいかないため、案

件ごとに組成をそれぞれ進めていかなければならず、組成・進捗ペースが遅れがちになる。 

 
7 これらの目標には、現在の自家消費分は含まれていないように思われる。 
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図表 10 長期的な太陽光・陸上風力からの水素製造コストの分布 

 
出所：IEA, "Future of Hydrogen Seizing today's opportunities" June 2019 

 
図表 11 水素及び水素キャリアの比較 

出所：資源エネルギー庁「2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた検討」2020 年 12 月 21 日を基に

筆者作成 

 
なお、液化天然ガス（LNG）の輸入プロジェクトが実施されたのが 1969 年であり、それ

から現在の市場規模に至るまで 50 年以上の歳月が必要であったことを考慮すると、一刻も

早く水素の輸入プロジェクトを組成・遂行しなければならないことはいうまでもない。その 

液化水素
有機ハイドライト

（MCH)
アンモニア メタネーション

体積(対常温
常圧水素)

約1/800 約1/500 約1/1,300 約1/600

状態・毒性
液体(-253℃、常圧)
毒性なし、腐食性や
やあり

液体（常温常圧）
トルエンは毒性あ
り

液体（-33℃、常圧等）
毒性、腐食性それぞれあ
り

液体(-162℃、常圧)
毒性なし

直接燃焼 可 不可 可 可
燃料電池利用の
ための高純度化

高純度化が容易
（追加設備不要）

特性変化時の消
費エネルギー
（水素比率）

現在：25～35%
将来：18％

現在：35～40%
将来：25％

水素化：7～18%
脱水素：20％以下
*将来はデータなし

現在：32%
※反応熱の有効利用で
引き下げ余地あり

技術的成熟度

• 国際運搬用の大規
模液化機や運搬船等
は要技術開発。
• 液化水素ローリー
等の国内運搬設備は
現在も利用し成熟し
ている。

•水素化・脱水素プ
ラントは今年度で
実証完了。
•国内外運搬には既
存インフラ利用可
能。

•脱水素設備以外の技術
は成熟。
•国内外の既存サプライ
チェーン利用可能。

•国内外で実証試験が
実施。
•国内外の既存サプラ
イチェーン利用可能。

高純度化には追加設備が必要
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ために、政府などが積極的に水素輸入プロジェクトに対して支援を行い、案件組成などを加 
速させる必要があるだろう。 

 
 

Question 4：今後、原子力発電の扱いはどうなるのでしょうか？ 
Answer：このままなし崩し的にフェードアウトする可能性があります。原子力発電の位置

づけについて、総合的な議論が必要です。 
    

＜解説＞ 
 基本政策分科会の議論をみると、今後の原子力発電（原発）の役割についてきちんと議論

され、方向性を出した形跡がない。老朽化した原発を更新していくための建て替えの明記に

ついて第 6 次エネルギー基本計画でも見送られることとなった。このままでは現行の第 5
次エネルギー基本計画での 2030 年の電源構成目標（20～22％）の達成はおろか、原発の新

規増設や更新すら不可能となり、2050 年ころには事実上フェードアウトしてしまうだろう。

原子力発電所の役割に関する議論が進まない背景として、福島第一原発事故を契機とする

国民の原発に対する不信感のほかに、原発の役割について安全保障から地域振興までさま

ざまな論点が複雑に絡むため、エネルギーの視点だけで議論を進めることが難しい点があ

る。 
 そこで、原発については、日本の安全保障や原発立地地域の振興を含めて原発のあるべき

姿について総合的な議論の場を設けて、その中で日本における原発の位置づけを決めてい

くべきではなかろうか。このままではフェードアウトするのは原発だけでなく、廃炉を含め

た原発関連技術や原発立地地域の雇用や経済もあり、国益の損失につながる。政府は、原発

の位置づけについての議論を進めるために、一刻も早く手を打つべきであろう。 
 
 
おわりに 
 3 年前に策定した第 5 次エネルギー基本計画では 2050 年の CO2 排出量 80％削減を目指

しており、その時点でもかなり厳しい目標という認識であった。それから 3 年経ち、その目

標は切り上げられたが、目標達成の手段については技術開発が大きく進んだわけではない。

こうした中で、日本の 2050 年のカーボンニュートラルの目標達成の可能性は正直高くはな

いといえる。 
その一方で、電力産業の中で想定外の動きも出てきている。まず、2020 年に電力システ

ム改革が一段落し、民間企業の電力市場への参入が進んでいる。また、日本最大の火力発電

企業である JERA が 2050 年カーボンニュートラルを目標として掲げ、アンモニア火力発

電へのシフトを明らかにした。送電線のノンファーム型接続を千葉県において先駆けたの

は民間の東京電力パワーグリッドである。こうした民間企業の動きを加速させることで、日

本の地理的な制約などの限界を突破してカーボンニュートラルを実現することも不可能で

はないかもしれない。 
こうした民間の動きを、政府や自治体は、阻害することなく、規制緩和や資金支援などで

促進することができるかどうかその覚悟が問われるのではないか。なかでも炭素税や排出

権取引などカーボンプライシングの導入が今後不可欠となるが、導入に際して産業競争力
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をむしろ向上させるような仕掛けを組み込むと同時に、需要家のエネルギー消費行動の変

容を促すことでカーボンニュートラルの達成に資する制度設計を期待したい。 
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