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2009年6月、わが国の温室効果ガス排出削減の中期目標が政府により決定された。その決定過程におい

て、内閣府に「地球温暖化問題に関する懇談会」が設けられ、様々なエネルギー関連モデルを用いた数量

分析が行われた。電力中央研究所では、独自に開発した「日本版水素エネルギーモデル（J-HEM）」を用い

て、2050年にかけてのCO2大幅削減に関する技術開発効果の分析を行ってきた。本稿では、同モデルを用

いて2050年に至るCO2排出削減について分析するとともに、政府懇談会における結果と比較した。その結果、

CO2の大幅削減のためには、電化の推進と発電からのCO2削減の組合せが重要であること、および、 終的

に政府によって決定された2020年の目標水準を達成するために必要な限界削減費用として、政府懇談会と

ほぼ同水準の結果（16,000円／t-CO2程度）であることを示した。さらに、限界削減費用のモデル分析におけ

る課題として、積み上げ型モデルと経済モデルで限界削減費用の考え方に違いがあることや、特に、中期目

標に関しては、着実な削減を担保するために、モデル分析では選択されないはずの、高価ではあるが開発

済みの技術オプションを組み込まざるを得ないバイアスがあることなどを指摘した。 
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３．試算結果 

４．限界削減費用に関する考察 
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１．はじめに 

 

2009年6月10日、わが国の温室効果ガス排出

削減の中期目標が政府により決定された。それ

によると、2020年におけるわが国の温室効果

ガス排出量を、2005年比で15％削減（1990年

比8％削減）するとなっている(1)。この目標は、

一見すると京都議定書の目標値（2008～2012

年の平均で1990年比６％削減）と比べてわず

かな深堀りにしか思えないが、森林によるCO2

の吸収や海外からの排出権による削減分を含ん

でいない“真水”の削減であるため、実際は相

当厳しい目標である。京都議定書目標達成計画

では、森林によるCO2の吸収で3.8％、海外か

らの排出権購入で1.6％の削減を見込んでいる

ため、これらを除いて比較すると、今回の中期

目標は、京都議定書の目標値より1990年の排

出量で7.4％も少ない。なお、この中期目標を

決定するに先立ち、内閣府に「地球温暖化問題

に関する懇談会」が設けられ、様々なエネルギ

ー関連モデルを用いて、６つの数値目標につい

て数量分析が行われた(2)。 

もう一つ、中期目標で指摘すべき点は、目標

年が今からあと10年程度しかなく、取りうる

対策が限られていることである。このため、太

陽光発電のように、単位CO2削減量当たりの費

用が非常に高い技術についても、大幅な普及拡

大が必要である、としていることである。 

 筆者らは、これまで、従来のエネルギーシス

テムに水素を追加した「日本版水素エネルギー

モデル」を開発するとともに、これに様々な

CO2削減技術（電化技術やバイオマス利用な

ど）及び省エネによるCO2削減などを組み込み、

2050年という時間軸でCO2削減技術の開発が

もたらす効果について分析してきた(3-5)。そこ

で、本稿では、政府懇談会で提示された６つの

数値目標について、本モデルを用いた場合の削

減費用を試算して政府懇談会の分析結果と比較

するとともに、そこから見えてくるモデル分析

における課題を提起することを目的とした。 
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２．政府懇談会の使用モデルと数値目標 

 

2.1 モデルの概要 

 

政府懇談会で使用されたモデルを表１に示す。

大きく分けて、積み上げ型モデルと経済モデル

（一般均衡およびマクロモデル）が用いられて

いる。両者の役割は、積み上げ型モデルで複数

の温室効果ガス排出削減目標を達成するために

必要なCO2削減技術の導入量および対策費用

（限界削減費用）やエネルギー供給費用を求め、

それらをもとに、経済モデルを用いて、目標水

準を実現した場合の影響（GDPの増減、雇用･

家計への影響、産業構造の変化など）について

分析する、というものである。 

 日本版水素エネルギーモデル（図１）は、こ

れらのモデルの中ではAIM/Enduse [Japan]と

最も構造が似ており、両者とも人口･経済シナ

リオに基づいてあらかじめ想定したエネルギー

サービス需要を満たすために必要な対策技術の

導入量と、それに応じて変化するエネルギー供

給形態を、CO2排出制約のもとで費用最小化す

るように決定する。両者の主な違いは、日本版

水素エネルギーモデルは燃料電池技術の導入に

伴う水素供給インフラやバイオ燃料を含んでい

る一方、産業部門の技術などは考慮していない

のに対し、AIM/Enduse [Japan]では、表２に

示すような、数多くのエネルギー技術（および

その導入による習熟効果）が考慮されている一

方、燃料電池/水素関連技術やバイオ燃料が含

まれていないことである。なお、国立環境研究

所は、主要な対策の現状の投資回収年数を、太

陽光発電：最小26年、ハイブリッド自動車：

８年、電気自動車：28年、新築住宅の次世代

断熱化：100年、潜熱回収型給湯器：3.0年、

ヒートポンプ式給湯器：4.3年、とそれぞれ見

積もっており、本格的普及のためには、経済的

支援により、例えばこれを次世代自動車、高効

率給湯器では3年、高断熱住宅、太陽光発電で

は10年に短縮する必要があるとしている(2)。 

 
表１ 政府懇談会で使用されたモデルの概要 

種類 目的 仕組み 主な入出力項目 モデル名と機関 

積み上げ型モデル 

（世界） 

国際比較 

（日本のある排出量

と同等レベルの他国

の排出量はどの程度

かを分析） 

限界削減費用を一定価格にした

場合の各国の排出量を算出（世

界を数十地域に分割し、地域毎

に技術のコスト、効果等を設定。

一定価格以下の対策は一律に

導入されると仮定して排出量を

算出。） 

固定：GDP、人口、エネ

ルギー価格、活動量

（粗鋼生産量、貨物輸

送量等）、技術の効果・

コスト 

入力：限界削減費用 

出力：国毎の排出量 

･DNE21+（地球環境

産業技術研究機構

（RITE）） 

･AIM/Enduse 

[Global]（国立環境

研究所） 

積み上げ型モデル 

（日本） 

日本の排出量予測

（どの技術をどの程

度導入すれば、排出

量はどうなるかを分

析） 

対策技術の導入について複数の

ケースを仮定して、日本の排出

量を算出（活動量を固定した上

で、技術の詳細な積み上げによ

り、どこまで排出削減できるかを

分析（ケース毎に変化）） 

固定：世界モデルと同じ 

入力：個々の技術の導

入量 

出力：日本の排出量 

･日本エネルギー経

済研究所モデル（日

本エネルギー経済

研究所） 

･AIM/Enduse 

[Japan]（国立環境

研究所） 

経済モデル 

（一般均衡モデル） 

排出量を一定量に削減する場合

に、経済が到達する均衡状態の

姿（GDP、雇用、家計等）を示す

（CO2排出制約を市場メカニズム

を通じて産業、家計等に波及さ

せ、均衡状態に達する） 

入力：日本の排出量 

出力：GDP 成長率、雇

用者報酬、家計消費支

出、設備投資、輸出

入、産業生産量 

･日本経済研究セン

ター・一般均衡モデ

ル 

･AIM/CGE [Japan]

（国立環境研究所）

･KEOモデル（慶応義

塾大学） 

経済モデル 

（マクロモデル） 

経済影響の把握 

（日本の排出量をど

の程度削減すると、

経済にどのような影

響があるかを分析） 

排出量を一定量に削減する場合

の経済への影響を、失業など現

実に起こる不均衡な形も含め予

測（過去のトレンドを用いて予

測。経済見通しの分析等に一般

的に使用されるモデル） 

入力：日本の排出量 

出力：GDP 成長率、雇

用者報酬、家計消費支

出、設備投資、輸出

入、失業率 

･日本経済研究セン

ター・マクロモデル 

出典：文献(2)をもとに作成 
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定置式燃料電池
（改質装置付き）

原油

運輸部門
（自動車の
輸送需要）

従来自動車
ハイブリッド自動車

電気自動車
PHEV

定置式燃料電池
（改質装置なし）

水素ステーション

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器

天然ガス

原子燃料

バイオマス
石炭

産業部門
（エネルギー
源別需要）

燃料電池自動車

家庭部門
業務部門
（用途別
電力・

熱需要）
副生水素

石油精製

運輸部門
（自動車以外の

エネルギー需要）

エネルギーサー
ビス需要（外生）

一次エネルギー
源（価格と供給
上限が外生）

ｵﾝｻｲﾄH2製造

都市ガス

電気

バイオ燃料

水素

大規模
集中型

水素製造
プラント

二次エネルギー転換装置など

火力発電

再生可能
エネルギー

軽水炉

目的関数：現在価値換算したエネルギー供給費用 小化
制約条件：一次エネルギー供給上限，エネルギー需給（需
要≦供給），電力需要負荷曲線（3時間帯），CO2排出上限

石油製品

 
 

図１ 日本版水素エネルギーモデル（J-HEM）の全体構造 
 

表２ AIM/Enduse [Japan]モデルで考慮されている省エネ技術・新エネ技術 
 

部門 省エネ技術・新エネ技術 

鉄鋼 石炭調湿装置, 次世代コークス炉, 乾式コークス消火設備, 焼結主排風顕熱回収, 焼

結クーラー廃熱回収, 乾式高炉炉頂圧発電, 転炉ガス顕熱回収, スクラップ予熱, 直

流式電気炉, 蓄熱式バーナー加熱炉, 自家用火力発電の高効率化, 廃プラスチック利

用拡大 

セメント 原料竪型ミル, 原料石炭ミル, エアビーム式クーラー導入, ローラーミル予備粉砕器, 

高効率セパレータ, スラグ粉砕用竪型ミル, 廃熱発電, エネルギー代替廃棄物の利用

拡大 

化学 エチレンプラントガスタービン併設, 低温排熱回収システム, 内部熱交換型蒸留塔, ナ

フサ接触分解, 熱併給発電の効率化, 高効率熱併給発電技術, バイオマスプロピレン, 

膜蒸留プロセス 

紙パルプ 高効率古紙パルプ製造技術, 高温無臭型回収ボイラ, 廃材パーク利用拡大 

その他製造業 高性能工業炉, ボイラ効率改善, 産業用ヒートポンプ, 高効率空調 

産業部門 

農林水産業 高効率乾燥機器, 高効率農機具, 省エネ型温室, 高性能林業機械, 高効率漁船 

家庭部門  高効率エアコン, 高効率電気ヒートポンプ給湯器, 潜熱回収式給湯器（石油・ガス）, 住

宅用太陽熱温水器, 高効率電球型蛍光灯, 高効率蛍光灯, 高効率家電製品, 太陽光

発電, 省エネナビ, 高断熱住宅（H4 /H11基準） 

業務部門  高効率電気ヒートポンプ, 高効率電気ヒートポンプ給湯器, 潜熱回収式給湯器（石油・

ガス）, 非住宅用太陽熱温水器, 高効率照明機器, 高効率動力等機器, 高断熱建築

物（H5 /H11基準）, ビルエネルギー管理システム（BEMS）, 非住宅用太陽光発電 

運輸部門  高効率ガソリン・ディーゼル乗用車(軽･小型･普通、軽はガソリンのみ以下同様), ハイブ

リッド（HV）ガソリン・ディーゼル乗用車(軽･小型･普通), 電気乗用車(軽･小型･普通), 

高効率ガソリン貨物車(軽･小型), 高効率ディーゼル貨物車(小型･自家用･営業用普

通), HVガソリン・ディーゼル貨物車(軽･小型･自家用･営業用普通), 電気貨物車(軽･小

型), 高効率船舶・鉄道・航空(旅客･貨物), 高度道路交通システム 

発電部門  高効率石炭火力発電(先進USC･IGCC), 高効率ガス火力発電(ACC･MACC), 原子力発

電, 一般水力発電, 地熱発電, 風力発電, 大型太陽光発電, 廃棄物･バイオマス発電, 

小水力発電 

非エネルギー部門  家畜排せつ物処理方法転換, 施肥量削減, 循環計画推進等による活動量削減・循環

利用促進, 燃焼の高度化, バイオマスプラスチック導入推進, Fガス製造ラインにおける

除去装置の設置, マグネシウム製造時における代替ガス導入, 冷媒ガスの使用時漏

洩量の改善, 冷媒ガスの回収量増加, 半導体・液晶製造ラインにおける除外装置の設

置 

出典：文献(2)をもとに作成 
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2.2 共通前提と複数の選択肢 

 

 世界モデル、日本モデルの分析の前提として

用いるマクロフレーム等については、以下のよ

うに統一された（数字は日本について）(2)。こ

のうち、輸送量は文献(6,7)を参考に設定された。 

・実質GDP成長率：2006～2020年の平均で年

約1.3％程度 

・人口：国連2006年中位推計（世界）、国立

人口問題研究所中位推計（日本） 

・原油価格（名目）：56$/バレル（2005年）

→121$/バレル（2020年） 

・粗鋼生産量：113百万トン（2005年）→120

百万トン（2020年） 

・輸送量（日本）：2005年度と同じ（旅客、

2020年）、2005年比約10％増（貨物、同） 

・原子力発電：発電量4,374億kWh（発電所9

基新設、稼働率：80％） 

 

 2020年に向けた温室効果ガスの排出削減対

策として、①既存技術の延長線上で機器・設備

の効率が改善し、耐用年数を迎えた時点で機器

等の入れ替わりが進むケース、②先進国全体の

温室効果ガス削減率が1990年比－25％で、限

界削減費用が均等になるように先進各国が削減

するケース、③強制的な手法によらず実現可能

な 先端技術の 大導入ケース、④先進国全体

の温室効果ガス削減率が1990年比－25％で、

先進各国がGDP当たりの対策費用が均等にな

るよう削減するケース、⑤更新時期前の既存の

機器等も一定割合を 先端のものに入れ替える

ケース、⑥先進国全体の温室効果ガス削減率が

1990年比－25％で、先進各国が一律に25％ず

つ削減するケースの６つの選択肢が示され、そ

の結果、表３に示すような対策技術の導入量と

経済への影響が試算結果として得られた。前に

紹介した今回の中期目標は、これらのケースの

うち、ケース③の削減率を１％深堀りしたもの

で、本稿ではケース③ ’とする。政府によると、

その0.7％分は太陽光発電の導入規模を現状比

20倍の2,800万kWに増加することで削減し、

残りの0.3％分は中小水力発電など他の対策で

行うが、削減率を1％拡大するために、ケース

③と比べ、さらに10兆円の費用がかかるとし

ている(1)。 

 
表３ 6ケースの分析結果（2020年の排出量、対策技術の導入量および経済への影響） 

 
ケース ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

排出量増減率 

 全温室効果ガス 

 エネ起源CO2 

 全温室効果ガス 

 エネ起源CO2 

 

＋4％（90年比） 

＋6％（同） 

－4％（05年比） 

－6％（同） 

 

＋1～－5％

＋3～－2％

－6～－12％

－8～－13％

 

－7％ 

－5％ 

－13～－15％ 

－15％～－16％

 

－8～－17％

－5～－14％

－13～－23％

－16～－24％

 

－15％ 

－12～－13％ 

－20～－22％ 

－23％ 

 

－25％ 

－22％ 

－30％ 

－32％ 

太陽光発電 4倍（現状比）  10倍  25倍～40倍 55倍 

次世代自動車 10％（新車） 

1％（保有） 

 

 

50％（新車） 

20％（保有） 

 50～100％（新車） 

25～40％（保有） 

90％（新車） 

40％（保有） 

省エネ住宅 70％（新築）  80％（新築）  100％（新築） 100％（新築） 

省エネ建築物 80％（新築）  （国内に 85％（新築）  （国内に 100％（新築） 100％（新築） 

高効率給湯・ｺｰｼﾞｪ

ﾈ 

900万台（販売）   ついては 2,800万台   ついては 3,900～4,400万台 4,400万台 

限界削減費用 （基準）   試算なし） 10,099円～

18,332円/t-CO2

  試算なし） 28,430円～46,764

円/t-CO2 

61,029円～87,667

円/t-CO2 

実質GDP （基準）  －0.5～－0.6％  －0.8～－2.1％ －3.2～－6.0％ 

失業率 （基準）  ＋0.2～＋0.2％  ＋0.5～＋0.8％ ＋1.3～＋1.98％ 

可処分所得 （基準）  年4～15万円減  年9～39万円減 年22～77万円減 

光熱費支出 （基準）  年2～3万円増  年6～8万円増 年11～14万円増 

電力価格 （基準）  ＋17.3～＋24.7％  ＋47.3～＋56.9％ ＋97.3～＋124.7％

出典：文献(2)をもとに作成 
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2.3 分析手順とケース設定 

 

 これらの結果に基づき、本稿では、まず、原

油価格や原子力発電など、共通前提で採用可能

なものは 大限利用し、かつ、2020年にケー

ス①～⑥と同じエネルギー起源CO2排出制約を

課して、日本版水素エネルギーモデルを動かし、

限界削減費用がどの程度の水準になるか調べる。

その際、先験的に置いている次世代自動車の導

入割合の上限値は、ケース毎に表３に示した分

析結果の数値を設定した。その上で、限界削減

費用が違う原因について調べ、CO2大幅削減を

できるだけ安く達成するために必要な対策につ

いて吟味することとする。主な前提条件を表４

に示す。その他細かい諸前提については既報(5)

と同じなので省略する。なお、日本版水素エネ

ルギーモデルでは、対象とするCO2削減技術を、

現状のCO2削減コストをもとに絞っているため、

削減コストが非常に高い住宅・建築物の次世代

断熱化は考慮せず、一方、コストは高いものの

導入補助金や固定価格買い取り制度により普及

が期待される太陽光発電は、導入量を外生的に

与えた。また、すでに大規模な導入補助金が設

定されている電気自動車や定置式燃料電池コー

ジェネについては、補助金を差し引いた後の価

格を用いている。 

 試算したケースは、CO2排出制約を課さない

BAUケース、政府懇談会の中期目標の選択肢

に示された６つの異なるCO2排出制約を課した

ケース、そして、 終的に決められた中期目標

と同じCO2排出制約を課したケース、の全８通

りとした。これら各ケースでは、表４に示すよ

うに、CO2排出制約以外に、太陽光発電の導入

量や次世代自動車の普及上限が異なっている。

また、2030年以降のCO2排出制約は、2050年

にかけて大幅削減を実現する同一の値に収斂す

 
表４ 主要前提条件とケース設定 

 
  単位 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年

エネルギー価格 原油・輸入 $/bbl 28.0 67.3 90.0 100.0 111.1 123.5

 石油製品 万円/TOE*1 2.12 5.10 6.82 7.58 8.42 9.36

 LNG 万円/TOE 2.06 4.00 6.41 7.13 7.92 8.80

 石炭 万円/TOE 0.58 1.39 1.98 2.20 2.44 2.71

エネルギー需要 産業部門 MTOE/年 193.0 192.4 191.7 190.7 189.7 188.8

 家庭部門*2 MTOE/年 48.2 50.7 53.5 56.6 60.0 63.7

 業務部門*2 MTOE/年 60.1 70.9 83.8 94.7 107.2 121.6

 運輸部門 MTOE/年 76.8 77.9 78.9 76.6 74.3 72.0

原子力発電 設備容量 万kW 4,508 5,038 6,150 6,813 7,310 7,641

 稼働率 ％ 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0

太陽光発電 BAUケース 万kW 33 300 600 1400 2,800 7,900

設備容量 ケース① 万kW 33 300 600 2,800 5,600 7,900

 ケース② 万kW 33 300 600 2,800 5,600 7,900

 ケース③ 万kW 33 300 1,400 2,800 5,600 7,900

 ケース③’ 万kW 33 300 2,800 5,600 7,900 7,900

 ケース④ 万kW 33 300 2,800 5,600 7,900 7,900

 ケース⑤ 万kW 33 300 5,600 7,900 7,900 7,900

 ケース⑥ 万kW 33 300 7,900 7,900 7,900 7,900

次 世 代 自 動 車 BAU，ケース① 保有台数％ 0.0 3.0 3.0 10.0 30.0 100.0

普及上限割合 ケース② 保有台数％ 0.0 3.0 10.0 20.0 40.0 100.0

 ケース③，③’ 保有台数％ 0.0 3.0 20.0 40.0 80.0 100.0

 ケース④～⑥ 保有台数％ 0.0 3.0 40.0 80.0 100.0 100.0

*1 1$=110円で換算。価格は2000年実質価格。 

*2 文献（5）で年率2％としていた民生部門の動力用エネルギーの改善率を年率1％に変更したため、若干需要が増えている。 
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るように設定することとした（BAUケースを

除いて）。ここで、2050年における削減率は、

モデルを走らせ、削減が可能な限界値を求める

ことにより、事後的に決定される。 

 

３．試算結果 

 

3.1 各ケースの技術選択 

 

 前章で示したCO2排出制約のうち、2020年

以降のケース⑥の制約は厳しすぎて解が得られ

なかったため、ケース⑥の排出制約を緩め、

大限の削減が可能なケース⑥ ’を事後的に求め

た（ケース⑥ ’のCO2排出量は次節に示す）。

また、2050年は各ケースともCO2排出制約が

同じであり、技術選択に違いはないため、

2020～30年についてみていくこととする。 

 図２に2020年における各ケースの発電電力

量を示す。2020年では利用可能な削減技術が

限られるため、CO2排出制約が厳しくなるにつ

れて、石炭火力（微粉炭とIGCC）の発電量が

少なくなり、天然ガス火力（天然ガスと

MACC）とバイオマス、水力、および外生的

に想定した太陽光発電の発電量が増えることに

より、発電部門のCO2排出量が削減される。こ

れが2030年になると、CCS付IGCCや石炭ガス

化燃料電池複合発電技術（IGFC）などの技術

を利用できるようになるため、発電コストが高

い天然ガス火力にあまり頼らずにCO2を削減で

きる（図３）。 

 運輸部門では、CO2排出が も厳しいケース

⑥’においてさえ、次世代自動車の導入は1,000

万台程度にとどまる（図４）。これは次世代自

動車の普及に上限制約があるためで、ケース

③ ’まではハイブリッド乗用車が次世代自動車

の普及上限割合に、ケース④以降はハイブリッ

ド（HV）乗用車、プラグイン・ハイブリッド

（PHEV）乗用車、燃料電池（FCV）乗用車

が前報(7)で想定したそれぞれの生産台数の上限

にかかっている。こちらも2030年になると、 
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図２ 発電電力量のケース比較（2020 年） 
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図３ 発電電力量のケース比較（2030 年） 
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図４ 車種構成のケース比較（2020 年） 
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図５ 車種構成のケース比較（2030 年） 
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次世代自動車の普及や生産台数の上限が緩和さ

れるため、CO2排出制約が も厳しいケース

⑥ ’では、様々な種類の次世代自動車が導入さ

れる（図５）。なお、CO2排出制約が厳しくな

れば、モーダルシフトによって輸送手段を変更

したり、輸送需要そのものを減らしたりする対

策の経済性が相対的に高まると考えられるが、

本モデルでは交通手段別の輸送需要を一定とし

ている。このことは、４章で述べるCO2の限界

削減費用の比較で、本試算結果が経済モデルよ

り高くなっている原因の一つとなっている可能

性が高い。 

 一方、民生部門は、既報(5)と同様、すべての

ケースにおいて、家庭部門で給湯用ヒートポン

プと燃料電池コージェネが 大限導入されるた

め、ケース間の技術選択に違いはほとんどなく、

化石燃料間の代替が起こる程度である。 

 以上のことを、CO2排出制約が急に厳しくな

るケース④とケース⑤で比較すると、発電部門

では太陽光発電とCCS付IGCCの追加的導入と

燃料間代替、業務部門では重油と灯油の消費を

減らして都市ガスやLPGの消費を増やすこと

により、CO2を削減している（図６）。なお、

本モデルは産業部門で技術代替によるCO2排出

削減を考慮していないため、CO2排出制約があ

る各ケースにおける産業部門のCO2排出量は、

BAUケースと変わらない。 

 

3.2 CO2排出量と限界削減費用 

 

 図７に各ケースのエネルギー起源CO2排出量

を示す。ここで、ケース①～ケース⑤の2020

年の排出量は前章で示したCO 2排出制約、

2050年は本モデルで 大限削減した場合の排

出量であり、2030年および2040年の排出量は、

2050年の排出量に向かって、各ケースの排出

制約を段階的に厳しく設定したものである。

2050年におけるCO2排出量は、BAUケースが

9.3億t-CO2（2005年のエネルギー起源CO2排

出量比22.7％減、温室効果ガス総排出量比 
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図６ ケース④とケース⑤の発電電力量および業務部

門エネルギー消費の差（ケース⑤－④） 
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図７ エネルギー起源 CO2 排出量のケース比較 
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図８ 限界削減費用のケース比較 

 

31.5％減）であるのに対し、各種削減対策を総

動員した場合の限界は6.36億t-CO2（同47.1％

減および53.2％減）であった。また、2030年

までのBAUケースの排出量はケース①とほぼ

等しい。このように、ケース⑥を除き、いずれ

のケースでも2020～30年の排出量は2050年に
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ほぼ半減を実現するための通過点として成立し

うる。 

 これらのCO2排出削減を達成するための限界

削減費用は図８に示すようになり、2020年で

はBAUケースと排出量がほぼ等しいケース①

とケース②がゼロ、ケース③とケース③ ’、ケ

ース④は15,600～17,900円／t-CO2、ケース⑤

とケース⑥は10万円／t-CO2以上となる。2030

年に限界削減費用がいったん下がるのは、

2030年以降、発電効率が56％と非常に高い

IGFCが利用可能になると想定しているため、

BAUケースにおける排出量が一時的に少なく

なり、相対的な制約値の厳しさが緩くなること

が影響している。 

 各年における、BAUケースと比べた場合の

CO2削減率と限界削減費用の関係は図９のよう

になる。削減率が25％程度までの範囲では、

将来にいくほど、新しい発電・CCS技術の導

入が可能になったり、次世代自動車の価格低下

や普及上限の緩和が進んだりするため、同じ

CO2削減率でも限界削減費用が安く済む。しか

し、削減率が30％より大きくなると、取りう

る対策が限られるため、どの年においても限界

削減費用の高騰が避けられない。 

 

3.3 CO2大幅削減における電力の役割 

 

 表５にBAUケースと比較した場合の、各ケ

ースにおける部門別のCO2削減量を示す。各ケ

ース・年代とも発電部門における削減が も大

きく、次が運輸部門、その次が業務部門の順と

なる。これは、発電部門におけるCO2削減技術

の費用が、他の部門におけるCO2削減技術（次

世代自動車や輸送用バイオ燃料など）と比べて

安いためである。 

 このことは、ヒートポンプ利用（暖房・給湯

など）の拡大や電気自動車の普及などを通じて、

電化を積極的に推進して電力需要を増やし、発

電段階で集中的にCO2を削減することが効率的

であることを意味する。実際、得られた計算結 
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図９ CO2削減率と限界削減費用の関係 

 

表５ 部門別CO2削減量 

（単位：Mt-CO2）  

年 比較ケース 発電 運輸 業務 家庭

2020年 BAU-ケース③ 31.0 2.3 0.0 0.0

 ケース③-③’ 3.8 0.0 0.0 0.0

 ケース③’-④ 10.8 1.5 0.0 0.0

 ケース④-⑤ 9.0 0.3 3.1 0.0

 ケース⑤-⑥ 2.0 0.0 3.8 0.0

2030年 BAU-ケース③ 30.6 6.1 -0.1 0.0

 ケース③-③’ 1.5 -1.2 0.0 0.0

 ケース③’-④ 6.7 5.3 0.7 0.0

 ケース④-⑤ 12.9 0.0 0.7 0.0

 ケース⑤-⑥ -0.9 8.2 4.4 2.8
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図10 各ケースにおける電力需要 

 

果からも、特に2030年以降、CO2排出制約が

厳しくなるほど、電力需要は増えている（図

10）。ただし、前章で述べたように、本モデ

ルは需要サイドの省エネルギー技術を十分に組

み込んではいない。もし、安価な省エネルギー

技術が利用できるのであれば、CO2排出制約が

厳しくなるにつれてそれらが導入されることに
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よる省電力効果が発生するため、電化によるプ

ラス分と相殺し、電力需要は減少に転じること

も起こり得ると考えられる。 

 

４．限界削減費用に関する考察 

 

 本章では、本試算と政府懇談会で限界削減費

用の結果を比較しつつ、モデル分析における課

題について議論することとする。 

 政府懇談会では、2020年の限界削減費用を、

ケース③が10,099～18,332円／t-CO2、ケース

⑤が28,430～46,764円／ t-CO2、ケース⑥が

61,029～87,667円／t-CO2とそれぞれ見積もっ

ている。したがって、前章で示した今回の試算

結果は、ケース③は政府懇談会の結果と類似、

ケース⑤とケース⑥は高めとなっている。 

 ここで、限界削減費用の考え方について整理

する。２章で述べたように、本モデルは利用可

能な技術オプションの中から、 小の費用で

CO2排出制約を達成する組合せを探すもので、

限界削減費用はCO2排出制約にかかるシャド

ウ・プライスとして求められる。シャドウ・プ

ライスは 適化計算の結果選択されたCO2削減

技術の中で、削減単価が も高いものの対策費

用を指している。一方、政府懇談会の方は、積

み上げ型モデルと経済モデルを併用しており、

公表された限界削減費用の値は、経済モデルで、

炭素税のようなものを課し、資本代替を通して

削減目標を達成するために必要な税率を示した

もので、その考え方に大きな違いがある。 

 また、政府懇談会の日本エネルギー経済研究

所の資料では、独自に積み上げながら試算した

限界削減費用として、図11が示されている。

この図が正しいとすると、すべてのケースで、

限界削減費用が10万円／t-CO2を超える太陽光

発電は導入されないはずであるにもかかわらず、

結果に太陽光発電の大規模導入が含まれている

ということは、積み上げ型モデルの結果と経済

モデルの結果の整合性に問題があると言わざる

を得ない。 

 

図11 日本エネルギー経済研究所による限界削減費用の試算結果 
（エネ研「 大導入ケース」で導入した主要な削減対策の、現状固定ケースから追加的に要する費用） 
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表６ 長期エネルギー需給見通し（再計算）における各種対策のCO2削減効果と削減費用の試算結果から
推定されるCO2削減単価 

 

削減対策 概要 
概算費用

（Ａ） 
削減量 

（Ｂ） 

削減単価 

（Ａ／Ｂ） 

次世代自動車 
新車販売の50％程度まで拡大（70万円/台×1500万

台＋インフラ整備費用1.5兆円） 
12兆円 21百万トン 571千円／t-CO2

太陽光発電 2005年の20倍まで拡大（150万円/戸×530万戸）  8兆円 15百万トン 533千円／t-CO2

建築物の省エネ 新築住宅・ビルの8～9割が断熱基準を達成  8兆円 38百万トン 211千円／t-CO2

省エネ家電 
省エネ型エアコン、冷蔵庫、液晶テレビ、照明等の普

及 
 7兆円 17百万トン 412千円／t-CO2

高効率給湯器 HP給湯器、潜熱回収型、燃料電池等約2800万台普及  4兆円  9百万トン 444千円／t-CO2

IT 機器の省エネ ルータ、サーバ、ストレージ等の高効率化  4兆円 15百万トン 267千円／t-CO2

コジェネ・燃料電池 産業用コジェネ、燃料電池の普及  2兆円 試算なし ― 

製鉄革新技術 SCOPE21型コークス炉等の 先端技術を導入  1兆円  5百万トン 200千円／t-CO2

風力発電 2005年の約5倍まで拡大  1兆円 試算なし ― 

化学工業革新技術 内部熱交換型蒸留塔等の 先端技術を導入  1兆円  4百万トン 250千円／t-CO2

交通流対策 
高度道路交通システムの推進、トラック輸送の効率化

等 
試算なし 16百万トン ― 

高性能工業炉等 熱効率の高い高性能工業炉、ボイラー等を導入 試算なし  3百万トン ― 

出典：文献(8)をもとに作成 

 
 このようなことから、今回、ケース③の限界

削減費用が政府懇談会と近い結果が得られたの

は“たまたま”と言わざるを得ない。本モデル

では、本来高くて導入されないはずの太陽光発

電の導入量を外生的に与えているため、このこ

とは限界削減費用を安くするように作用してい

ると考えられる。一方、政府懇談会の方も、資

料では大幅な導入の必要性を謳っている太陽光

発電が、上記のように経済モデルから得られた

限界削減費用に含まれているとは思われない。

このように、双方とも太陽光発電を限界削減費

用の計算に実質的に含めていないことが、ケー

ス③の限界削減費用を近くした 大の理由であ

ると思われる。もちろん、この他にも使用して

いる前提条件の細かい点やモデル構造の違いな

ども、限界削減費用の結果に影響しているはず

である。 

 ケース④以降の制約において、本試算の方が、

限界削減費用が高い理由は次のように解釈する

のが妥当であろう。本モデルでは、産業部門や

民生部門の動力・その他用のエネルギー需要に

おける省エネルギー技術を含んでいないなど、

対象とする省エネ技術の範囲が狭いため、削減

目標が厳しくなれば、取りうる削減対策が非常

に限られるため、限界削減費用が非常に高い対

策を取らざるを得なくなるためである。一方、

政府懇談会の経済モデルの方は、エネルギーの

価格弾力性や生産要素間の代替弾力性に基づい

て、費用をかければある程度の追加的削減は容

易に行えるという構造になっていると思われる。 

 後に、政府が中期目標の決定を受けて、長

期エネルギー需給見通しの改定を行った際の資

料をもとに、2020年までの主要なCO2削減対

策の効果と費用について概観する（表６）。こ

れによると、CO2の削減単価は200～571千円

／t-CO2で、これを削減効果が持続する期間

（＝設備の寿命）で割っても数万円／t-CO2程

度となることから、積み上げ的に考慮されてい

る日本のCO2削減対策は費用が高いものが多く、

改めて経済モデルで導出された限界削減費用

（20千円／t-CO2未満）との違いを認識するこ

とが重要である。 

 

５．まとめ 

 
本稿では、日本版水素エネルギーモデルを用

いて、2050年までのエネルギー起源CO2排出

削減について分析し、①電化の推進と発電から
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のCO2削減の組合せが日本全体のCO2大幅削減

にとって重要であること、②最終的に日本の中

期（2020年）目標として定められた温室効果

ガス2005年比15％削減（エネルギー起源CO2

のみで概算すると同19％削減）を達成するた

めに必要な限界削減費用は16,000円／t-CO2程

度となり、政府懇談会における分析結果とほぼ

同水準となること、などを明らかにした。 

しかし、詳しくみていくと、モデル分析にお

ける様々な課題が浮上した。まず、政府懇談会

における限界削減費用は、経済モデルにおける

限界税率を表しているに過ぎず、積み上げ型モ

デルで示されている個別技術の対策費用と厳密

には一致していないという問題点がある。一方、

本分析では政府懇談会と等しい規模の太陽光発

電の導入を外生的に与えているなどの問題点が

あることから、両者の限界削減費用が近いこと

は偶然の産物と考えてもよいかもしれない。こ

のように、CO2排出削減のモデル分析における

限界削減費用は、CO2削減目標だけでなく、積

み上げ型モデルと経済モデルの考え方の違いや、

積み上げ型モデルにおいては対象とする技術オ

プションの範囲などに大きく影響を受けること

に改めて注意しなくてはならない。さらに、中

期目標おいては、目標年次まで今から10年程

度しかないという現実から、太陽光発電のよう

に、モデル分析における費用最小化では高くて

導入されないはずの技術であっても、すでに開

発済みであり、着実な削減を担保するために普

及を進めていかなければならないという特殊な

事情も考慮しなくてはならないのである。 
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