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エグゼクティブ・サマリー
気候変動への対
応は、世界の喫緊
の優先課題であり、
グローバルな対策、
各国のコミットメン
ト、一貫性ある政
策と規制の枠組み
が求められます。

また脱炭素化対策は、資源の可
用性、政策、現在のインフラ、電
力需要に基づき、ローカルに決定
されるべきだとも考えています。ガ
ス貯蔵容量が多いか、石炭依存度が高
い地域を中心に、ガス火力発電が再生可
能エネルギーのさらなる普及を後押しする
重要な要因になる地域も数多く存在しま
す。こうした地域では、ガス火力発電を再
生可能エネルギー普及推進の柱に据え、
石炭からの撤退を促せます。いずれも総
排出量の削減に大きな効果を持つでしょ
う。

再生可能エネルギーは、最も急
速に成長している新たな電源で
あり、発電容量供給源です。この
急速な成長は、気候変動に対する市民
の意識、大幅なコスト低下、風力・太陽
光発電技術の進化、再生可能エネル

気候変動を巡る対話は、未来の理想の

ギー技術への投資を奨励する政策といっ

姿と最終目標の達成期限を定め、それら

た複合的な要因に後押しされて実現しま

について議論することに囚われがちで、現

した。こうした進歩にも関わらず、現在でも

在のところ世界的な進捗状況は十分とは

風力・太陽光併せて世界総発電量の

言えません。古い格言を借りれば、まさに

8%を占めるに過ぎず、すべての再生可能

「完璧主義は進歩の敵」なのです。

エネルギー（多くは水力）を併せても

電力部門の脱炭素化*と、エネルギー消

GEは、再生可能
エネルギーとガス
火力発電の戦略的
な展開を加速する
ことで、気候変動
の進行を抑制でき
ると考えています

27%程度にとどまります。1

一部の地域では天然ガスが豊富
で安価な新たなエネルギー源として
注目され、石炭からガスへの転換
に伴う経済的変化を促しています。
炭素排出が石炭発電の半分未満
にとどまる天然ガスは、こうした地
域で脱炭素化に大きく寄与してい
ます。
とはいえ世界的には、石炭が今も発電量の
40%近くを占め、発電部門の燃料構成が
大きく変化しない限り、石炭は今後数十年
間、唯一最大の電力源にとどまると予想さ
れます。

費部門（運輸・工業・熱など）の電動化

風力・太陽光のみに頼った気候変動対策

とを極力速やかに実現すれば、世界の炭

の難しさを示すため、国際エネルギー機関

素排出量の削減に最も大きなインパクトを

（IEA）は、リファレンスシナリオである「公

個別に見ると、再生可能エネルギーとガス火

与えられます。世界の幅広い電力産業を

表政策シナリオ」の中で、2040年までに

力発電には、気候変動への対処手段として

対象とした膨大な分析と独自の経験に基

追加すべき電源容量の75%を風力・太

それぞれ利点と課題があります。最適な解

づき、

陽光で賄う必要があると指摘しています。

決策は地域によって異なり、燃料の供給量

すなわち、風力の設備容量を現在比3倍

と安定性、土地利用上の制約、再生可能

以上、太陽光を同6倍以上増やす必要

エネルギー源の供給量、その地域における

があるのです。このシナリオは、風力・太陽

気候変動問題の優先度などの要因に左右

光発電の急速な成長と大幅な投資を前

されます。再生可能エネルギーとガス火力発

提としているものの、両者併せても2040

電には相互に補完的な特徴があり、世界が

年の世界総発電量の28%を占めるにとど

求める規模とスピードで気候変動に対処す

まり、これは石炭の22%、ガス火力発電

るうえで大きな可能性を示してくれます。両

の21%とほぼ同水準です。2

技術の主な特徴を次のページにまとめていま

GEは、再生可能エネルギーとガ
ス火力発電の戦略的な展開を加
速することで、気候変動の進行を
抑制し、炭素排出量を短期間で
大幅に削減すると同時に、低炭
素（ほぼゼロカーボン）発電に
向けた技術を発展させられると考
えています。

す。

*本資料の脱炭素化とは、キログラム/メガワット時で測定した炭素排出量削減を指します
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表 1 : 再生可能エネルギーとガス火力発電の補完的な特徴

風力・太陽光・蓄電

ガス火力発電

燃料

量は変動するが、無料で無限に手に入る

安価で豊富な天然ガスやLNGを使って、
必要に応じて柔軟に出力調整可能な電力を供給

炭素

カーボンフリー発電

石炭発電の半分未満、将来的には、
水素と炭素回収隔離（CCS）を使って低炭素
またはほぼゼロカーボンへの転換の道も

原価

ライフサイクルに不確実性のない（主に設備投資）、
競争力ある均等化発電原価（LCOE）

最低限の設備投資による競争力あるLCOE で、安価
な信頼容量 を供給

給電

メリットオーダーの先頭、
可変コストが極めて低い

最も安価な出力調整技術で、
需給ギャップを解消

ピーク調整

蓄電により、短期間のピーク需要に安価に対応
（8時間未満、日中のピークシフト）

長期的なピーク需要であれば経済的
（日をまたぐ調整、気候に対応する長期的な調整）

設備利用率

エネルギー源に応じて25%–55%（風力と太
陽光は相補的な場合が多い）

必要に応じて90%超も可能、可変コストと再生可能
エネルギーに応じて稼働が減少

十分な再生可能エネルギー源を得られる広大な
土地を使用（多目的な土地利用）、洋上風
力発電は土地の制約を受けない

空間的制約がある都市密集地で有効活用可能、必
要とする物理的面積は極めて小さい

ピーク需要に合わせて
再生可能エネルギー発電を増強

蓄電で瞬動予備力に対応する、
カーボンフリーなピーク発電所

土地

ハイブリッド
ソリューション

GEは創業当初から電力業界の中
心的な存在であり、

風力・太陽光・蓄電・ガス以外の技術も、
長期的な電源構成に寄与すると考えられ
ますが、このホワイトペーパーの焦

点は、気候変動の短期的な進行
を食い止めるうえで早急に必要
な解決策として、再生可能エネル
ギーとガス発電の重要性を一層
強調することにあります。

再生可能エネルギーとガ
ス火力発電は補完的な
特徴を持つため、気候変
動抑制に適切に対処す
るための効果的な組み合
わせです

脱炭素化の未来への転換に必要な再生可
能エネルギー、ガス火力、原子力、グリッド、
デジタルを含む相補的な技術を備えていま
す。こうした豊かな経験と技術的ノウハウを
組み合わせて、GEは政策立案者が想定外
の結果を避けつつ、目指す脱炭素化を実

電力業界は、温室効果ガス排出量を速

現するための効果的な意思決定への支援

やかに削減し、気候変動に大きな規模で

が可能です。

対処する責任を負い、そのための技術力
も備えています。電力部門の解決策は、
再生可能エネルギーか、天然ガスか、の二
者択一ではなく、両者を軸に据えた多面
的なアプローチです。

GEは、世界的規模での幅広い事業展開、
高い技術力を通じて一定の役割を果たす
立ち位置であると理解しています。
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気候変動課題の把握
大気中の二酸化炭素濃度が上昇を続け
ており、それは主に人為的原因によるとさ
れています。また、この濃度上昇が世界の
平均気温上昇を引き起こしていることに関
しても幅広いコンセンサスが得られています。
メタン、亜酸化窒素、フッ素化ガスなどの
温室効果ガス（GHG）も気温上昇に寄

脱炭素化に向けてはすべての部門で排出

こうした省エネ対策の継続は電力業界の発電

量を削減する必要がありますが、電力業

需要の減少につながるでしょう。IEAの「2018

界は、石炭からガスへの切り替え、ガス火

年世界エネルギー見通し」4で示された

力発電所の新設、既存のガス火力発電

「Future is Electric」シナリオでは、現在利

所の効率向上などを併用するとともに、再

用可能な技術を幅広く展開すれば、最終エ

生可能エネルギーの展開を通じて、今すぐ

ネルギー消費に占める電気の割合を19%か

に可能な限りの排出量を削減することがで

ら最大65%程度にまで引き上げられると仮定

き、またそうすべきです。

しています。例えば産業・建物に電気式ヒート

与していますが、二酸化炭素は最大の要

電力部門の排出量を削減するもうひとつ

因であり、GHG総排出量の75%以上を

の手段は電力消費の削減です。需要側

占めています。

のエネルギー効率は、比喩的に「第一の
燃料」「消費する必要のない燃料」などと

電力業界だけでは達成できない――部
門横断的な対策が必要

も呼ばれ、しばしば電力消費量を用いて
表されます。この指標は、GDP（国民総
生産）単位当たりの電力消費量として定
義され、省エネ家電、LED電球、省エネ

燃料燃焼による世界の炭素排出
量の41%（137億トン）は、
電力・熱供給部門に由来します。

ポンプが普及し、人々に電気自動車が選ばれ、
家庭でIH調理器が唯一の調理器具になれ
ばこの仮定は実現するでしょう。今後、電化
率が上昇する可能性は非常に高いと言えます。
とはいえ船舶、航空、特定の産業工程など、
最終的なエネルギー消費の約35%に関して
は電気以外の他のエネルギー源が必要になり
ます。

対策などが普及した結果、ここ数十年間
で世界的に着実に減少してきました。

電化自体で持続可能性の目標を達成するこ
とはできません。確かに、燃料燃焼から電気へ

これに産業部門、輸送部門がそれぞれ

の切り替えは局地的な大気汚染物質の排出

26%、25%と続きます（図1参照） 3。

量を減少させるため、消費地点では明らかに

電力部門が大きな注目を集め、排出量

環境負荷が軽減しますが、システムレベルで

削減に向けて一定の進展も見られる一方、

総合的な環境への影響を考える必要がありま

他の部門はさほど注目されず進展も見ら
れません。電力以外の部門の取組の例と

部門別炭素排出量

して、GEは、2050年までに航空機の炭

（合計337億トン）

素排出量を2005年比で50％削減する
という航空業界の計画を支援しています。
排出量削減の推進に必要な技術革新を
進め、持続可能な飛行の段階的な実現
を支援するため、GEは年間10億ドルを投
資しています。

す。排ガスを出す内燃エンジンから電

気自動車に移行しても、その車を動
かす電力を作るために石炭火力発
電所の煙突からガスが排出されてい
れば、必ずしも削減にはつながらず、
場所によっては、システムの炭素排
出量が逆に増えるおそれもあります。
電化が炭素排出量削減に最も効果を発揮
するには、すぐに石炭からガスに切り替え、低
炭素またはゼロカーボンの燃料利用を継続的

今すぐに電力部門の炭素排出量
をゼロにできたとしても（不可能
な話ではありますが）、それだけ
では世界の気温上昇を2℃未満
に抑えるというパリ協定の目標は
実現できないでしょう。

に追求するなど、並行して電力部門の燃料源
構成を見直す必要があります。電化と併せて
こうした見直しを行えば、電力、輸送、産業と
電力
産業

輸送
建物

いう最も炭素排出量が多い部門で大幅な削
減を実現できるでしょう。

図 1 : 炭素排出量が最も多いのは電
力部門だが、全部門が排出量削減に
取り組む必要がある
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安価で信頼性があり持続可能なエネル

出力密度が大きいガス発電所は、需要地の

ギーは、生活の根源

近郊で大規模な電力供給を行うのに適して

安価で信頼性があり持続可能なエネル

エネルギーのトリレンマ

います。中産階級に仲間入りした人々は、エ

ギーへのアクセスは、発展途上国に不可

発電、供給、消費

ネルギー消費が大きな商品を購入するため、

欠であり、現代世界における質の高い生

アコンや冷蔵庫、その他の家電製品などのエ
電力需要が増大していきます。IEAは2040

活の根源を成すものです。IEAによると、

年までに世界の総電力需要が50％近く増加

現在も約7.7億人が信頼性のある電力に

すると予測しています。7

アクセスできず、26億人以上がクリーンな
調理用燃料を利用できず、主にバイオマス
（木材、炭、糞など）に頼っています。電
気やクリーンな調理用燃料を含む現代的
なエネルギーへの普遍的アクセスを2030
安価

年までに実現することは、国連の持続可
能な開発目標（SDGs）の重要な柱の

電力システムの信頼性とエネルギー安
全保障を実現する最も効果的な手段
は、エネルギーミックスです。どんな発電
形態も、1種類だけではすべての状況やそれぞ
れの国の課題に効果的に対応できません。例

ひとつです。（5 図2参照）。

えば風力・太陽光は発電量が変動しますが、

基本的なエネルギーへの普遍的なアクセス
という課題に加えて、世界では現在、中産

信頼性

持続可能

階級が総人口の半分以上（2010年以

燃料消費も炭素排出もありません。天然ガス
火力発電は炭素を少量排出しますが、出力
調整が可能（最大定格容量からゼロまで出

降に2倍以上増加）を占め、2030年に

力を簡単に調整できる）なため変動する電

は53億人に達する見込みです。この増加

図2 :エネルギーのトリレンマとは、安価

力需給の調整に役立ちます。水力発電は専

のほとんどはアジアで起きると予想されます。

で信頼性があり持続可能なエネルギー

用の広大な土地を必要としますが、再生可能

アジアには世界で最も人口密度の高い

供給を同時実現するという課題を指す

でゼロカーボン、出力調整可能な上、低コスト

6

都市が存在していますが、

で長期的な蓄電も行えます。

電力システムの信頼性と
エネルギー安全保障を実
現する最も効果的な手
段は、エネルギーミックスで
す
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再生可能エネルギーの時代
再生可能エネルギーはカーボンフリーで、

再生可能エネルギーの世界の設備容量

9

価格変動がなく無限に供給されるエネル

は、2000年の太陽光約1GW、風力約

伸び続けた結果として、2019年には世界の

ギー源を使用し、非常に安価な電力を生

17GWから、現在はともに約650GWへ

電力供給の27%が再生可能エネルギー源と

み出します。こうした特徴から、再生可能

と増大しました。 2019年は世界の再生可

なりました。10 IEAが基準とする「公表政策シ

エネルギーの展開が気候変動対策の中

能エネルギーの受注容量という点でかつてない

ナリオ」によると、この成長は今後も持続的に

核的な要素となり、21世紀初めから特に

年となり、初めて200 GWの大台を超えました。

加速し、 2040年までに太陽光発電の容量

8

再生可能エネルギーの受注容量が20年近く

風力・太陽光の容量追加が大幅に増大

は約6倍増えて3,600GWに、風力発電は3

しています。この爆発的な増加は、主にコ

倍以上増えて1,900GWに達します。

スト削減、設備利用率の改善に向けた技

IEAのシナリオ通りにこの伸びが続くと、2040

術進歩、優遇的な政策、ゼロカーボンエネ

年には再生可能エネルギーによる発電量が

ルギーに好意的な世論によって促されてき

再生可能エネルギーへ
の大規模な投資にもか
かわらず、2040年まで
に石炭発電は10%し
か減少せず、ガス発電
は33%増加します

ました。風力・太陽光資源が豊富な一部
の地域では、再生可能エネルギー技術が
LCOE（均等化発電原価）で見たコスト
優位性で火力発電を上回りました。風
力・太陽光の最大の欠点と思われる発電
量の変動性も、現代の気象予測技術に
より概ねの発電予想を立てられることで軽
減されています。

容量追加予測とそれに伴う発電量の変化
~5,900
GW
その他
その他

太陽光

27% 再生可能
エネルギー
8% 風力+ 太陽光

85% 再生可能
エネルギー
74% 風力+ 太陽
光

水力
原子力

47%を占めます。11またIEA予測による

と、風力・太陽光が現在から2040年
までの世界の正味容量追加の75%
近くを占めます。とはいえ、世界の石
炭発電を減らし脱炭素化目標を達成
するには、業界のさらなる取り組みが
必要です。図3参照。

~40,100
TWh

~26,900
TWh

23%
ガス

風力

2.6倍以上増え、世界の総電力供給の

37%
石炭

ガス

47% 再生可能
エネルギー
28% 風力 + 太陽
光

21%
ガス
22%
石炭

石油

石炭
石油

2019
2040
発電量
正味容量追加
2019–2040 図３：2019年から2040年までの純発電容量の増加とそれに伴う発電量の変化...積極的な取り組
年
みを行っても2040年までに世界の石炭発電量を大幅に削減するには不十分である
出典:IEA World Energy Outlook 2020公表政策シナリオ
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設備投資の減少と設備
利用率の向上に促されて、
風力・太陽光のLCOEは
今後も低下する見通しで
す

設備投資減少の重要な結果として、同じ

洋上風力は、大規模に展開し火力・原子力

投資額でより多くの電力を発電できるよう

発電所と遜色ない容量を供給できる、安価な

になり、再生可能エネルギーの展開を加

再生可能エネルギー源です。IEAは洋上風

速できます。

力のほぼ無限の可能性に注目し、 海洋再生

技術進歩も、LCOE低下に寄与していま
す。低風速域での風力タービンの効率性
が向上しています。タワーはどんどん高くなり、
ブレード直径も大きくなっているため、土地
再生可能エネルギー導入の急成長を支え
るコスト低減圧力は今後も持続すると予
想されます。図4は、陸上風力と電気事
業者規模の太陽光のLCOEが、2020～

面積当たりの発電量が増えています。設
備利用率も改善し、新設の陸上風力発

可能エネルギー活動連合（OREAC）は、
2050年までに世界に1.4TWを展開できると
推計しています。14 洋上風力は紛れもなくエ
ネルギーミックスの柱であり、脱炭素化と世界
の平均気温の上昇抑制に今すぐ貢献できる
技術です。

電所は現在最大35%、洋上風力発電
所は最大55%です。13

2040年に下がり続けることを示しています。

洋上風力エネルギーは、環境面、経済面

例えば同期間中にブラジルの陸上風力の

で大きなメリットが得られる可能性がありま

LCOE は31%、ドイツの太陽光は50％

す。沿岸部の主要な給電指令所に近い

低下する見込みです。実際、5カ国の陸

場所で、豊富な低炭素エネルギー源を供

上風力のLCOEの平均減少率は32%、

給でき、多くの場合、長距離送電や土地

太陽光の場合は49%です。12 LCOE低

面積が限られた地域での発電所建設に

下の最大の原動力は、サプライチェーンに

代わる選択肢を提供します。加えて、洋

よるスケールメリットの享受と学習効果によ

上風力のLCOEは年々低下しており、

る生産性向上に伴い、設備投資が減少

GEの最も効率性が高い設計なら設備利

することにあります。

用率63%を達成できます。

陸上風力のLCOE
$/MWh、実質米ドル（2018年基準）

米国

ブラジル

電気事業者規模太陽光のLCOE
$/MWh、実質米ドル（2018年基準）

ドイツ

インド

エジプト

図 4 : 陸上風力と電力事業者規模の太陽光のLCOEは、低下が続くと見込まれる
出典: IHS Markit, Global Renewable Levelized Cost of Electricity Outlook Part 1, 2020年2月。 ©2020 IHS Markit. 禁無断転載。このグラフの使用
について事前許可を取得。このグラフのそれ以外の使用または再配布は、HISマークイットの事前の書面許可なしに厳禁とする。
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充放電サイクルの回数が減るため、設備投資

地域によっては、日中は太陽光発電を利

近年、リチウムイオン電池の製造
コストは大幅に減少しており、この
傾向は今後も続く見込みです

用し夜間は風力が一般的など、風力と太

（図5参照）。電気自動車市場を支え

電サイクルの回数が半減するとLCOSは2倍に

陽光が補い合っている場合もありますが、

る電池容量の大幅な増加が電気事業者

なります。充放電サイクルが8時間以

現代の電力システムはリアルタイムで需給

規模の蓄電システムに恩恵をもたらしてい

調整を行い、24時間確実性を保証しな

ます。充放電時間4時間のBESS構築に

ければなりません。

必要な設備投資額は2020年から2040
年にさらに50%減少すると予測されます。

上の場合、コスト削減を実現する技
術の飛躍的進歩がない限り、
LCOSという点で蓄電池は競争に勝
てないでしょう。画期的な技術が登場す

15

るまで、再生可能エネルギー発電に伴う大規

強固なグリッドと蓄電システムが、風力・太
陽光発電の変動性を補う鍵になります。

系統運用者が、蓄電池、補完的なガス
発電、需要側管理、送電系統インフラへ

を回収できません。設備投資と均等化貯蔵コ
スト（LCOS）のこうした相関性から、充放

模な数日間の供給不足を補ううえでは、今も

の投資、他の戦略を組み合わせてエネル

リチウムイオン電池は、再生可能エネル

ギー源の変動性を緩和しなければ、再生

ギーを日内貯蔵（一般に8時間未満）

可能エネルギー発電の普及率上昇によっ

するうえで魅力的で経済的な選択肢にな

てシステムが不安定になるおそれがありま

りました。現在は、電気事業者規模の蓄

ハイブリッド発電所として蓄電池を配備するこ

す。

電池が系統運用サービスに導入され、送

ともできます。この場合、風力、太陽光、ガス

電網への投資の先延ばしに役立っていま

タービンなど1種類または複数の発電設備に

す。日内貯蔵に使用する場合、電池は充

BESSを併設します。この種の活用法は、それ

放電して毎日価値を生み出します。1日

ぞれの技術の最も優れた特徴を生かすもので

の間に何度も充放電することもあり、採算

あり、周波数制御、瞬動予備力、停電からの

がとれるからです。従って、日内のピークシ

復旧機能などの重要な系統安定化サービス

フトを目的とした蓄電池への設備投資は

の提供に役立ちます。現在、数基のハイブリッ

充放電を繰り返すことで黒字化します。一

ドBESSシステムが稼働しています。

リチウムイオン電池を使った電力貯蔵シス
テム（BESS）が設備投資の大幅な減
少を実現し、風力・太陽光発電の出力調
整能力を大幅に高め、グリッドの信頼性を
実現する可能性が生まれました。

ガス火力発電が最も費用効果に優れた予備
電源です。

方、晴天なのに需要が少ない週末につくっ
た電力を需要が多い平日に回すために電
池を使う場合、

ガス発電所なら、現在の蓄
電技術ではできない、再生
可能エネルギー発電の長期
的な需給ギャップを補えます

蓄電池の資本コスト（リチウムイ
オン,） $/kW、実質米ドル
（2018年基準）

蓄電池の設備投資額
リチウムイオン（4時間）
$/kW、実質米ドル（2018年基準）

蓄電池は、再生可能エネ
ルギーの日内貯蔵には経
済的ですが、長期的な貯
蔵では投資を回収できま
せん

図5 : リチウムイオン蓄電システムの設備投資額は大幅に減少、今後も低下が続く見込み.
出典: IHS Markit, Global Renewable Levelized Cost of Electricity Outlook, 2020年2月。 ©2020 IHS Markit. 禁無断転載。このグラフの使用について
事前許可を取得。このグラフのそれ以外の使用または再配布は、HISマークイットの事前の書面許可なしに厳禁とする。
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石炭は減少しているが、ゼロにはならな

こうした撤退や最近の発注減少にもかかわ

い

らず、世界には今もベース電源として多くの

国際社会は脱炭素化を目指していますが、

石炭火力発電所が存在し、2030年末

2040年の石炭火力発電は、 総

時点で2,000GW近い石炭火力発電所

発電量の22%、電力部門の炭素

が稼働しています。17

排出量の 68% を占めます

する生活水準の向上を望む人々への信

過去数十年間、石炭火力発電による世

出典: IEA WEO 2020

頼性のある安価で持続可能なエネルギー

界の炭素排出量は増加してきました。しか

の供給、という対立しがちな目標などに左

し、石炭からガスへの切り替えによる石炭

右されます。

火力の段階的減少、再生可能エネルギー

理想の電源構成は、各国が利用できる
燃料資源、脱炭素化の進捗状況、増加

発電の増加、石炭火力発電所の稼働縮
小と廃止、各国の政策目標、新型コロナ
ウイルスの感染拡大が需要に与える影響

燃料源全体の37％に当たります。16米国

の炭素排出量は既にピークに達しています。

と西欧では石炭火力発電からの撤退が広

2010年以降、石炭火力による炭素排出

く報じられていますが、石炭火力の世

量は米国で46％以上、欧州で31％以上

界的な設備容量はいまだ2,000
GW以上に達し、総設備容量の
約30%を占めます。今なお米国
と西欧だけでも400GW近くに達
します。

減少しています（図6参照）。この傾向は

紀に入ってからも約1,400 GWに相当す
る石炭火力発電所の建設が新たに発注
されました。近年は、ひとつには電力事業
者が石炭に対する社会的マイナスイメージ

などが相まって、石炭火力発電による世界

今後も続くと予想され、IEAの「公表政策
シナリオ」によると、米国の石炭火力による
炭素排出量は2030年までに2010年比
で77%減少、欧州では74%減少します。
18

以降、石炭火力による炭素排出量が増加し
ています。中国は約44%、その他の地域は

石炭は現在、発電の燃料源とし
て世界で最も大きな割合を占め、

2000～2010年の中国を中心に、21世

とはいえ、中国とその他の地域では2010年

両地域での進展に加えて、設置済のガ

27％増えているのです。2030年末近くには
中国もその他の地域も石炭火力による排出
量が横ばいで推移する見通しですが、共にさ
らなる削減余地が多くあります。

さらに先の2040年に目を向けると、石炭火力
発電は世界の発電量の22％を供給し、電力
部門の炭素排出量の68%（8.5 Gt）を占
めるとIEAは予測します。19

な展開を通じて、石炭火力発電の炭素排

しかし、この水準の発電量では地球
温暖化の阻止という目標を達成で
きません。石炭火力発電所での二酸化炭

出量をさらに削減できる可能性があります。

素回収・貯留（CCUS）、既存のガス発電

ス火力発電所の稼働率上昇や新たなガス
発電・再生可能エネルギー発電の戦略的

所の稼働率上昇、新たなガス発電・再生可

に配慮していること、また輸出信用機関、

能エネルギー発電の展開拡大など、さらに

年金基金、未公開株式投資ファンドなど

積極的な対策が求められます。

の投資機関から調達できる資金が減少し
ていることなどが大きな理由となって、石炭
火力発電所の新規発注は大幅に鈍化し
ています。

電力部門の石炭火力発電によるCO2排出量の推移
5% -2%

150
%
100
%

1,858 Mt
CO2

-31%

-46%

50%

0%

3,402 Mt 44%
CO2

1,131 Mt
CO2

-22% -9%

435 Mt
さらなる削減ポテンシャル
2010 2019 2025 2030

米国

2,551 Mt
CO2
~5,000 Mt
さらなる削減ポ
テンシャル

-32%

-4% 5%
27%

~3,300 Mt
さらなる削減ポ
テンシャル

-11%

292Mt
さらなる削減ポテンシャル
2010 2019 2025 2030

欧州

2010 2019 2025 2030

2010 2019 2025 2030

中国

その他の地域

図 6 :米国と欧州は廃止と稼働率減少により石炭火力発電の炭素排出量の大幅な削減を進めている。だが、さらなる削減の余地
がある。中国とその他の地域はまだ排出量が増加傾向にあり、減少に転じさせる必要あり。
出典: IEA World Energy Outlook 2020 Stated Policies Scenario
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石炭発電の減少が進む中、再
生可能エネルギーの発展推進、
既存ガス発電所の稼働率上
昇、ガス発電の容量追加によっ
て、世界はさらに排出量を削減
できます

効果的な組み合わせ –
再生可能エネルギー＋ガス火力発電

GEは、エネルギー部門の脱炭素
化を実現する最も効果的で短期
的な手段として、再生可能エネル
ギーの容量増大を推進していま
す。またシステムの柔軟性と信頼
容量を確保するため、必要に応じ
て天然ガス火力発電で補ってい
ます。
ここ最近は風力・太陽光が大規模に展開
されているものの、電力部門の脱炭素化
やパリ協定の目標達成に必要な規模と

石炭火力発電所を廃止し、代わりに効率

米国は、規模とペースの両面で、再
生可能エネルギーとガスの併用を通
じて、石炭に大きく依存してきた電力
部門を脱炭素化に導けることを示し
た説得力ある事例と言えます。2007

性の高いコンバインドサイクル発電を新たに

年のピーク以降、米国の電力部門の炭素排

導入することで、石炭による排出量をさらに

出量は33%減少した一方、総発電量は約

削減できるかもしれません。これにより、世

4,300 TWhと極めて安定的に推移していま

界の電力部門のCO2排出量がほぼすぐに

す。この間に石炭発電は50%から24%へと

10％減少し、エネルギー関連の総CO2排

ほぼ半減し、ガス発電は20％から37%へ、

出量が 4％減少するでしょう。20

風力・太陽光は1％未満から9％へと増加し

所の稼働率上昇とそれに比例した石炭火
力の使用減少により、現在の電力部門は
炭素排出量を速やかに最大年間120億
トン削減できる可能性があります。既存の

ました。21 石炭からガスへの切り替えによる排

ペースには達していません。IEAによれば再

出削減量が、他の燃料源による削減量を上

生可能エネルギー発電の新設とエネル

回りました（次ページ図7参照）。

ギー効率改善にかかる時間を考慮すると、
石炭からガスへの切り替えを通じて短時間
で排出力削減効果を得られる可能性が
あります。既存のガス火力発電

再生可能エネルギー発電の新設とエネルギー効率改善にかかる
時間を考慮すると、石炭からガスへの切り替えを通じて、
短時間で排出力削減効果を得られる可能性があります
出典: IEA SPECIAL REPORT, THE ROLE OF GAS IN TODAY’S ENERGY TRANSITIONS, JULY
2019
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米国の電力部門のCO2排出量（100万トン）
米国の総CO2排出量
~30
%

ガス

~40
%

石油

再生可能エネ ~30
ルギーによる
%
排出回避

石炭

他の燃料源に
よる削減
ガスによる純
削減
再生可能エネ
ルギーの貢献

米国電力部門の排出量はピークから33%減少
石炭：総発電量の50%から24%へ
ガス：総発電量の20%から37%へ

出典: US Energy Information Administration,
Monthly Energy Review, June 2020

米国の燃料別発電量

米国の総発電量(TWh)
米国の総発電量

燃料別
(TWh)
石炭

ガス

原子力
水力
その他

風力
太陽光

図 7 : 米国では石炭からガスへの切り替えがどの発電技術よりも電力部門の排出量削減に寄与している
出典: GE Gas Power Global Power Outlook 2020
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再生可能エネルギー・ガス併用による石炭火力の
CO2排出量削減の可能性

CO2 削減ポテンシャル

25–45%
25～45%の時間について…排出量を100％削減
平均的な設備利用率に基づき、風力・太陽光を利用できない時間は石炭火力の稼働が必要

50–60%
100%の時間について…排出量を50～60%削減
ガスがベースロードとして稼働、石炭火力は廃止できる

62–78%
25～45％の時間について…再生可能エネルギーが排出量を100％削減
残る時間については、ガスが排出量を50–60%削減

COAL

WIND + SOLAR
PV

BATTERY

COMBINED
CYCLE GAS

68–80%

35～50%の時間について..再生可能エネルギー＋4時間蓄電池が排出量を100%削減
残る時間については、ガスが排出量を50–60%削減
図 8 : 石炭火力のベースロード発電所を再生可能エネルギーとガス併用に置き換えると、最も短期間かつ大規模に排出量を削減で
きる。設備投資と設置に必要な用地はこの分析では考慮していない。

石炭に代わり、再生可能エネル
ギー＋蓄電池と出力調整可能な
ガスの併用を世界規模で導入す
れば、再生可能エネルギーのみの
場合以上に炭素排出量を削減
できます。図8に示したGEの分析は、仮
の石炭火力のベースロード発電所を例とし
て、他の電源に置き換えた場合の電力需
給のリアルタイム調整を考慮して作成した
ものです。
風力・太陽光には変動性があり、設備利
用率も比較的低いものの、石炭を風力・
太陽光に直接置き換えた場合、

石炭発電による排出量は約 25–45％減

その結果、全体でのCO2排出量を約 62～

少します。とはいえ、まだ石炭火力による電

78％削減できます。

力供給が必要となるため、風力・太陽光を
利用できない時間にはCO2を排出します。

さらに、風力・太陽光に加えて4時間蓄電池
＋天然ガスという相補的な構成と置き換えた

石炭を天然ガスのベースロード発電と置き

場合、風力・太陽光＋蓄電池が35～50%

換えた場合、天然ガスのCO2排出係数が

の時間についてゼロカーボンで電力を供給し、

低いため、100％の時間について排出量

残りの電力需要はコンバインドサイクル発電が

を約50～60％削減できます。

まかないます。これにより、再生可能エネル

石炭を風力・太陽光＋天然ガスという相
補的な構成と置き換えた場合、風力・太
陽光の稼働中はゼロカーボンで電力を供

ギー源から得られる電力を最大限に活用しつ
つ、システム全体の排出量を約68～80％削
減できます。22

給し、残りの電力需要はコンバインドサイク
ル発電がまかないます。

Accelerated Growth of Renewables and Gas Power Can Rapidly Change the Trajectory on Climate Change
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ガス発電で、
再生可能エネルギーを
さらに有効活用
平均信頼容量

天然ガス火力発電は柔軟性があり、出力
調整可能です。短時間で稼働を開始し、
必要に応じ需給を調整するために出力を
極めて低い水準まで落とせます。日内、1
週間、1カ月、季節単位などの期間を通し、

一般的な設備投資額 $/kW

ガス

84%

ガス – CC

~$700–$1,200

石炭

78%

石炭

~$5,000

原子力

92%

原子力

~$8,000

水力

63%

陸上風力

風力

14% 陸上、27% 洋上

太陽光

~$1,250

太陽光

20–40%

蓄電池

~$1,200/kW （4-時

間)

電力需給の変動に応じて必要な給電量
を増減できます。出力調整できない風力・
太陽光の展開が拡大されるに伴い、この

~$1,500

図9 : 各発電技術の平均信頼容量23

図1 0 : ガス発電は、$/kwベースで最も
低コストな発電技術24

柔軟性がグリッドの安定性を維持する上で
とりわけ重要になります。

ガス火力発電所は、時間帯や気
象条件に関係なく稼働でき、数
分、数時間、数日、数週間など
必要な期間だけ信頼容量を提供
します。風力・太陽光は、風が吹いてい

表示容量、外気温の影響による出力低

ガス火力発電は設備投資額が小さく、資源

下、再生可能エネルギー源とピーク需要の

が豊富でコスト競争力のある天然ガスを使用

一致度などを考慮しています。示した値は

するため安価です。実際、ガスは現在、

世界平均です。

$/kW ベースで最も低コストの発電技術です。
発電容量の新増設のための原資に制約が

原子力は今も発電業界の重要な一端を

る時、または日が照っている時に稼働でき

占め、最も確実なカーボンフリー電力源とし

ますが、風力・太陽光資源を利用できるタ

て、よりクリーンなエネルギーへの移行に貢

イミングが需要と一致するとは限りません。

献しています。現在、原子力発電所は世

電力系統ではつねに電力需給のバランス

界の電力の約10%を供給し、設置ベース

をとる必要があるため、再生可能エネル

の発電量は400 GW以上に達します。一

ギーは、システムの信頼性を保証するため、

部の国では原子力を段階的に廃止する計

天然ガス発電所や蓄電池などの出力調

画もありますが、予測によると、時期は不

整可能な予備電源を必要とします。図9

確実ながら、今後も年間10GW前後の新

の信頼容量の基準値は、それぞれの発電

規原発建設への需要があるとされます。

あったり、プロジェクトファイナンスが必要であっ
たりする場合、この点がとりわけ重要になります
（図10参照）。

ガスは、発展途上の高成長地域に
安価なベースロード電源を提供しま
す。将来的な再生可能エネルギーの
成長に伴い、必要に応じて経済的で
補完的なあるいはピーク時の電源に
も移行できます。

技術が夏季または冬季の日中・夜間ピー
ク時に確実に電力を供給する能力を示す
ため、GEが作成したものです。

ガス発電は、再生可能エネル

ギーを補う手段として安価で効
率的であり、出力調整可能で
す。CO2排出量は石炭の
50%未満です

Accelerated Growth of Renewables and Gas Power Can Rapidly Change the Trajectory on Climate Change
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土地利用は重要な要因
現代社会が機能するには莫大な電力が
必要とされます。そうした中で私たちが直
面する最大の課題のひとつは、人口が増
大しますます多くの土地を必要とするこの
地球上で、安価で信頼性のある持続可
能な電力を供給することです。

土地は次第に世界的に希少な資
源になりつつあり、農業、人間の定
住、エネルギー開発などの競合する
圧力にさらされています。風力・太
陽光などの再生可能エネルギー資
源は天然ガスより出力密度が低い
ため、設備容量または発電量1単位当

ではさほど問題になりません。同様に、太

ガス火力発電なら必要な土地面積
ははるかに少なく、需要中心地に比
較的近い場所に展開することで、お
そらく送電インフラへの投資は不要に
なるでしょう。図11は、異なる技術を用い

陽光発電所は、太陽光資源が豊富に得

て発電容量1,000MWを供給する際に必要

られ、広大な土地を利用でき、競合する

となる土地面積を示したものです。26

米国を例にとると、比較的人口密度が高
い東・西海岸では、電力事業者規模の
陸上風力発電所の設置が困難ですが、
人口が少ない中央平原（アイオワなど）

用途もほとんどない南西部の砂漠地帯
（アリゾナ）に設置できます。いずれの例
でも、発電場所から消費場所への送電を
考慮する必要があり、高電圧直流送電
線などの新たなインフラが必要かもしれませ
ん。

大都市を中心に、一部の地域では土地が制
限となり、100％再生可能エネルギー化を阻
む障害になるかもしれません。世界の人口が
増えるにつれ、土地の確保が一層困難になる
でしょう。より現実的なアプローチは風力、太
陽光、蓄電池、天然ガス火力発電を組み合

洋上風力は、一部の地域で土地利用を

わせて戦略的に展開することです。これにより

めぐる問題を解決できる可能性があります。

貴重な土地の利用面積を最低限に抑えつつ、

IEAは最近の分析で、最新設計の風力

再生可能エネルギーのみで達成できる以上の

土地が広大にあり、電力需要地が再生

タービンを前提に、海岸から300キロ以内

規模とペースで脱炭素化を実現できます。

可能エネルギー供給源と比較的近接して

の海域の技術的な可能性を調査しました。

いる地域では、風力・太陽光の低い出力

海岸に近い浅水域の最も魅力的な用地

密度が妨げになることはありません。しかし、

のみを活用しても、36,000 TWh近い電

そうでない場合、発電と他の土地利用の

力を供給できる可能性があります。これは

間に対立が生じるおそれがあります。

2040年に予想される世界の総電力需要

たりでより多くの土地を必要とします。

の約90％に当たります。とはいえ、これを
実現するには数兆ドルの投資、詳細な計
画、効率的なサプライチェーン、電力を陸
地に運ぶ送電インフラが必要でしょう。25

ボストン（米国マサチューセッツ州）

アリゾナ州、アイオワ州（米国）

600エーカー: 電力貯蔵
50,000 エーカー: 風力
13 エーカー: コンバインド
サイクル発電所
5,000 エーカー: 太陽光

クインシー
マーケット
図11 : 発電容量1,000 MWに必要な土地: ガス発電は、再生可能エネルギー＋蓄電池と比べMW当たり必要となる土地面積が
少なくて済む。左右の地図中の青と緑の枠は、風力・太陽光発電所を設置する場合に必要となる土地面積を、ボストン周辺と人口が
少ない地域で示している。必要な面積は、どちらもほぼ同じである。
Accelerated Growth of Renewables and Gas Power Can Rapidly Change the Trajectory on Climate Change
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ガス発電は、短期間で
大規模に展開できます

再生可能エネルギーとガス発電は短期間

天然ガスは安価で供給も豊富

で展開できる

新たな石油や天然ガスの採掘方法の登

実際、IEAは世界のLNG取引が2040年

電力部門が気候変動と闘う鍵は、再生可能

場と、ガス液化・再ガス化設備の世界的

までに約80%増加すると予測しています。

エネルギーとガス発電によるエネルギーミックス

な急増により、天然ガス供給量が大幅に

29

へと速やかかつ大規模な変更を行うことです。

増加しました。

IEAは、世界の天然
ガス生産量は2040年までに
2019年比で30％近く増大する
可能性があり、同期間を通じて
米国の卸売価格は4.20ドル
（2019年基準ドル）未満にと
どまると予測しています。27
IHSマークイットの調査によると、2019年
はいくつかの点で天然ガスにとって記録的
な年でした。中でも間違いなく最も重要と
なるのは、2019年に認可を受け最終投

2020年の初め、国際ガス連盟は
120Mtpa相当の再ガス化設備の建設が
進んでいると報告しました。これにより世界
の容量が約15%増加するでしょう。これら
の設備が稼働すると再ガス化能力を持つ
国の数は42を超えます。30

天然ガス火力発電所は、他のどんな
形の出力調整可能な電気事業者
規模の発電よりも短期間で展開で
きます。定格出力30 MWのトレーラーに搭
載した航空機エンジン転用型発電機は、緊
急時には世界のどこにでも数週間から数カ月
で展開可能です。単純サイクルガス発電所は、

新たなガス生産方法に加えて、液化・再ガ

着工指示書受領から6～12カ月後に商業運

ス化容量が拡大した結果、燃料源として

転できます。定格出力1GW以上のコンバイン

の天然ガスは当面の間、比較的低く安定

ドサイクル発電所は、24～36カ月で商業運

的な価格で利用できると見込まれます。

転を開始できます。風力・太陽光発電所も短
期間で展開でき、一般に着工指示書受領か

資決定（FID）が行われた液化容量で

らわずか6～12カ月で発電を開始できます。

す。それまで過去最高だった2005年の
20 Mtpa（年間100万トン）に対し、

このように短期間で展開可能なことから、再生

2019年は70.4 Mtpaが最終投資決定

可能エネルギーとガスの併用により、短期間で

に達しました。新規液化容量の大半は、

大規模にCO2排出力削減に貢献しながら収

米国、ロシア、モザンビークに展開される予

益も創出でき、建設段階での投資も少なくて

定です。同様に2019年には38.8 Mtpa
という記録的な新規液化容量が商業運
転を開始し、世界の容量が10%近く増
加しました。28

世界のLNG取引は、2040年ま
でに約80%増加します

済みます。

出典: IEA WEO 2020
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ガスタービンは、低炭素
さらにはゼロカーボンにつながる
天然ガスを燃料とするコンバイン
ドサイクル発電所は、二酸化炭
素、硫黄酸化物、窒素酸化物、
粒子状物質、水銀などの汚染物
質の排出量が最も少ない化石燃
料発電所です。

水素燃料の活用や
炭素回収技術を通じて、
既存および新設のガス
発電所を脱炭素化し、
CO2排出の固定化から
逃れられます

ガスタービンによる低炭素（ほぼゼロカーボン）の実現

減する必要があり、ガス発電設備を新設
すれば、発電所の寿命期間中は炭素排
出量が「ロックイン（固定化）」されるので
はとの懸念もあります。現在稼働中または
今後展開予定のガスタービンには、水素
燃料の活用や、CO2回収技術を通じて
脱炭素化を実現し、炭素排出の固定化
を避ける道があります（図12参照）。

炭素排出強度 (g/kWh)

とはいえ今後は、炭素排出量をさらに削

ガスタービンの炭素排出量を削減するひと

現時点で可能
~1,000

60%

石炭
世界平均

つの方法は、水素と天然ガスの混焼です。
CO2排出ゼロの「グリーン」水素は、再生
可能エネルギー源を使った水の電気分解

将来的に改造可能

45%

69%

ガス
世界平均

97%

HA
コンバイン
ドサイクル

HA
コンバインド
サイクル＋
50% 水素

HAコンバイ
ンドサイクル
＋90% 炭
素回収

100%

HA ＋
100% 水
素

図 1 2 : ガスタービン脱炭素化の可能性

により製造されます。この水素がエネルギー
貯蔵の仕組みとして有効に機能し、再生
可能エネルギーを水素の形で貯蔵して、

体積比50/50で混焼しても、混焼なしの

コスト面、技術面での今後の進展により、再

必要な時にガスタービンで使用することが

場合と比べ炭素排出量は約25%しか減

生可能エネルギーを補う出力調整可能なゼロ

可能になります。

少しません。炭素排出量を50％削減する

カーボン燃料源として、水素が優位性を持つ

ガスタービンは数十年前から、高
水素濃度/低カロリーガスを燃料
として稼働してきました。最新のHA

には、混焼比率を体積比で75/25にする

可能性もあります。一部の国では、水素インフ

必要があります。31

ラの開発を促しコストを引き下げるため、政策

ガスタービンは現在、体積比50%の水素

素燃料の使用により想定されるメリットは、

を天然ガスと混焼できます。このマシンで

新設と改造いずれの形でも実現できるた

2030年末までに100％水素燃焼技術

め、ガスタービンと発電所付属設備の変更

を開発する研究が進められています。体積

がわずかで済む点にあります。そのため、例

ガスタービンでCO2排出ゼロを実現するもうひ

比50対50で水素と天然ガスを混焼して

えば今日の時点でガス火力発電所の建

とつの手段は、液体または気体のバイオ燃料

も、炭素排出量は50%削減されるわけで

設を決定しても、寿命期間を通じて当初

の活用です。ガスタービンは現在でもこうした

はない点に注意が必要です。実際、水素

の炭素排出量が固定化されるとは限りま

幅広いカーボンニュートラルな燃料を燃焼させ

は密度もエネルギー密度も低いため、

せん。

ることができます。

天然ガスとの混焼か専焼かを問わず、水

や優遇措置が実施されています。風力・太陽
光業界が、集中的な政策と優遇措置で成長
したように、こうした措置により水素の供給量と
廉価性が大幅に高まる可能性があります。

既存・新設ガス発電所の脱炭素化を実現する上で、現在実行可能な手段は、炭素回
収と水素燃料の使用です
Accelerated Growth of Renewables and Gas Power Can Rapidly Change the Trajectory on Climate Change
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CCUS（二酸化炭素回収・利
用・貯留）も、化石燃料を燃焼
する発電・産業プロセスに伴う炭
素排出量を大幅に削減する可能
性を秘めています。アミン法は最も成
熟した CCUS技術であり、排気中の二酸
化炭素の最大90%を回収できます。現
在、パイロットプロジェクトが進行中です。
欠点として、発電所の先行設備投資がほ
ぼ倍増する、敷地が余分に必要になる、
発電効率が約10%低下するなどがあげら
れます。追加コストと効率性低下を考慮
に入れるとLCOEが30%から50%上昇す
るため、32 発電所とCCUSの熱需要の最
適化を通じて効率性への影響を軽減する
ための取り組みが進められています。
LCOEが上昇しても、炭素価格の設定に
よりCCUSを経済的な選択肢にできるかも

図1 3 : 地下層は何億年間も天然ガス、CO2、その他の炭化水素を貯留してき
た。CO2 を安全かつ恒久的に分離することも可能かもしれない（画像提供：米
国エネルギー情報局）

しれません。ここでも、焦点を絞ったCCUS
政策・優遇措置や、炭素排出への価格
設定がCCUS技術のコスト削減と幅広い
展開につながる技術革新を促す上で必要
な刺激になるでしょう。

メタン排出 . . もうひとつの削減機会
天然ガス発電をめぐり話題になる懸念は、
世界のメタン（天然ガスまたはCH4）排
出量の大幅な増加につながるというもので

二酸化炭素を分離するだけでは、大きな

す。メタンの温室効果は、同一重量で二酸

脱炭素化目標を達成できません。二酸化

化炭素の25倍に達します。世界で年間

炭素を利用するか、安全かつ恒久的に貯

5.7億トンのメタンが排出され、うち40%が

留する必要があります。回収した炭素を恒

自然由来、60%が人為的なものです。メタ

久的に隔離することはできない、という一

ンはCO2換算で、人間による温室効果ガ

般的な認識は、CCUSを阻む最大の障害

ス排出量の16%を占める一方、二酸化炭

のひとつです。しかし、化石燃料を抽出す

素は 76％を占めます。

る技術基盤を応用することによって、地

球には人類が排出する以上の二
酸化炭素を貯留することが可能
であり、また、私たちは数億年間
にわたり二酸化炭素を安全に地
中に貯留できるという有力な証拠
もあります。全ての炭素分子は地中か

総メタン排出量の20%が化石燃料に由来
し、このうち石炭が25%、石油が34%、ガ
スが41%を占めます。

導入する前に、この問題への対応が求め
られます（図13参照）。

ガスの不完全燃焼、石油・ガスの生産・精
製・流通時の漏出などに起因します。 天然ガ
スに関連するメタン排出量だけで年間4700
万トンに達しますが、世界のガス消費のうち電
力部門の使用は約40%にとどまります。

従って、ガス発電部門のメタン排出
量は年間1900万トンと33 、世界の
総メタン排出量の3%に過ぎません。
IEAは、現在利用可能なメタン除去技術の
展開を通じて、石油・ガス部門のメタン排出
量を75%近く削減できると推計しています。
この削減量の約半分は、増分費用なしに実
値が除去技術のコストを上回る）。34 GEは、
電力および石油・ガス部門に利用可能なメタ
ン除去技術の導入を義務付ける政策を支持
しています。

再び地中に戻すことなのです。とはいえ、
在するものであり、炭素分離を大規模に

約8000万トンであり、意図的な放出、フレア

現可能です（すなわち、メタン回収による価

ら生まれました。問題は、使用後にそれを
一般的な認識と政治感情は紛れもなく実

石油・ガスに由来する総メタン排出量は年間

技術を活用して、メタン排
出量をコスト効率よく削減で
きます。この技術を展開すべ
きです

Accelerated Growth of Renewables and Gas Power Can Rapidly Change the Trajectory on Climate Change
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デジタル技術による統合
電力部門の脱炭素化の鍵となる要素は、
発電設備や送配電を含むシステム全体を
効率的に統合して発電を最適化し、これ

再生可能エネルギーのコスト低減とデジタル技術の進歩が、
エネルギー転換の大きな可能性をもたらす一方で、
エネルギー安全保障上の新たなジレンマも生じています

によってCO2排出量を最小限に抑えること
です。ここで、デジタル技術が重要な役割

出典: IEA WEO 2019

を果たします。
システムを運用する事業者は、保守費用
を含む各発電源の実際のコストを考慮し

パリ協定の目標を達成するには、新しい技

ながら、数日または数週間先の風力・太

術や技術革新への投資が必要です。世界

陽光資源を考慮に入れてすべての発電

の企業やイノベーションの担い手が驚くべきス

設備を統合し、給電を最適化しなければ

ピードで新たな技術の開発を進めています。

なりません。ガス火力発電所の部品寿命

各国・地域のエネルギー需要の違いに応じ

は、もっぱら部品の熱消費によって決まる

た幅広い脱炭素化ソシューリョンが検討され

のに対し、風力発電所の部品は機械の

ています。各国が目標を設定し、イノベーショ

摩耗、太陽光発電所は出力劣化、電池

ンを促進する政策を実施ことによって、パリ協

システムは充放電サイクルの回数に左右さ

定の目標を達成することができます。

れます。デジタル技術でこうした要因を最
適化すれば、最も低炭素で低コストの発
電ソリューションをリアルタイムで実現できま
す。

デジタル技術を活用して、発電に
加えてグリッドも最適化し、リアル
タイムの需要把握と組み合わせま
す。これにより、様々な発電源に
またがり需要の変動に応じてイン
テリジェントなグリッド上でシーム
レスに機能するシステムを実現し、
システムの効率性を最大限に高
め、炭素排出量を最小限に抑え
つつ、信頼性を確保することがで
きます。

上記の目標を達成するため、GEは
次の政策を支持します。
•

今すぐ対応が可能で最大限の削減を可
能とする短期的対策と、数十年後の本
格的な脱炭素化につながる大胆な炭素
削減に関する長期的ビジョンの両方に
重点を置いて、電力部門の二酸化炭
素排出原単位（MWhあたりのCO2ト
ン）を数値化し、削減に向けたインセン
ティブを導入すること

•

特定の発電技術を採用する場合は、透
明性がありかつ予測可能な方法で、ライ
フサイクル評価を通じてその他の一定の
技術とCO2コストを比較した上での投資
判断を促す

政策 : 最後のもう一手

•

とする技術を導入し、現実的で経済性
のある安定供給と低炭素を実現すること
•

削減取り組みに対して現実的な工程表
を設定し、科学技術の進展に応じて定期
的に見直しを行うこと

GEは、2030年までに施設および
事業のカーボンニュートラル達成とい
う独自の目標を設定しました。この
目標は、工場、試験設備、倉庫、オ
フィスを含む世界各地の当社の
1,000か所以上の施設を対象とし
ています。

研究開発やイノベーションを適切に評価
り組みができるよう環境づくりをすること

した画期的な取り組みでした。

協定と連動するかたちで、カーボンゼロ目

•

し、民間部門がリスクを伴う野心的な取

未来の低炭素社会に投資することに合意

各国政府、自治体、電力事業者は、パリ

各国・地域特有の環境に配慮すること

スロード電源と変動電源の共存を可能

条約に表明された科学的事実と目標に
変動に対処し行動を起こし、持続可能な

•

エネルギー市場を構築するにあたり、ベー

GEは、パリ協定と国連気候変動枠組み
賛同します。パリ協定は、196カ国が気候

電力部門の
長期的な投資を可能とする
仕組みづくりに向けた
新たな制度改革が
求められます

•

WTOの原則に従い、モノとアイデアの自
由な移動を促す

標やカーボンニュートラル目標を設定して
います。
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結論と提言
気候変動への対
応は、世界の喫緊
の優先課題です。
グローバルな対策、
各国のコミットメン
ト、一貫性ある政
策や規制の枠組
みが必要です

再生可能エネルギー・ガス発電には、電力

エネルギー、柔軟性、信頼容量を重視

部門の炭素排出量の長期的な大幅削

する市場構造を促す

減を速やかに実現する能力があります。た
だし、パリ協定が定める、世界の気温上

•

研究開発資金の増額とインセンティブの仕
組みづくりを以下の対象分野に対して促

昇を平均2℃未満に抑えるという目標達

進。①再生可能エネルギーのコスト引き

成に必要な規模とペースで脱炭素化を進

下げと効率改善を継続②再生可能エネ

めるには、どちらの手段も単独では効果

ルギーハイブリッド蓄電技術の開発、③再

を得られないでしょう。

生可能エネルギーを補う信頼容量を供給

電力業界には、温室効果ガス排出量を

するため、費用対効果の高いCCUS、水

速やかに削減するため大胆な措置を講じ

素、小型モジュール原子炉、その他の低

る責任があり、そのための技術力も備わっ

炭素（またはゼロカーボン）技術の開発

ています。電力部門の対策は、再生可能

の加速

エネルギーか天然ガスかの二者択一では
ありません。再生可能エネルギー発電と天

•

きる最高のメタン回収技術の採用を支持

然ガス発電を軸に据えた、脱炭素化に向
けた多面的なアプローチが求められます。

メタン排出者・消費者による現在利用で

•

ゼロカーボンエネルギーから製造したグリー
ン水素の運輸部門への供給など、炭素排
出量の削減に向けた部門横断的な協力
の推進

気候変動課題の解決には、国境、
経済部門、政治的立場の垣根を
超えた協力が求められます。

電力分野における、次の措置を
提案します：

国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビ

•

電の併用に対して早急に大規模な投

ロル事務局長が述べたように「政府、投資

資

家、企業、気候変動への対応に取り組む
他のすべての人を含む 大連合」が必要に

•

なります。

石炭火力発電の減少を受けて、石炭
火力でまかなっていた容量を再生可
能エネルギーとガス火力発電のサポー

HISマークイットは、「ガス発電所は信頼

トで代替

性が高く（現在のエネルギー貯蓄技術で
は不可能な、再生可能エネルギー発電の

風力、太陽光、蓄電池、ガス火力発

•

安全で安価で信頼性のある電力を保

長期的なギャップの解消が可能）、シスム

障しつつ、炭素排出量削減を目指す

テムの需要に応じて柔軟に稼働率を調整

パリ協定の目標に合致する以下の政

でき、将来的には低炭素で稼働できる可

策を支持。①速やかに最大限の削減

能性を秘めている。こうした特徴の重要性

を推進する短期的対策と、数十年後

が高まるに伴い、ガス発電所の新設が不

の本格的な脱炭素化につながる、大

安定な再生可能エネルギーを補う魅力的

胆な炭素削減に関する長期的ビジョ

な選択肢になるかもしれない」35と語ります。

ンに重点を置いて、電力部門の二酸

気候変動への対応には、政府と消
費者による行動が必要になります。
GEは企業として、その規模や事業の
幅広さ、技術力を通じて重要な役
割を果たせるポジションにあると認識
しています。電力業界の発足以来、
私たちは業界で重要な役割を果た
してきました。GEは、エネルギー転換
に必要なガス火力発電、陸上・洋上
風力、水力、小型モジュール原子炉、
蓄電池、ハイブリッド、グリッドソ
リューションを含む様々な技術の提
供が可能です。

化炭素排出原単位の削減を奨励す
る、② 透明性があり予測可能で、ライ
フサイクル評価を通じた投資判断を促
す、③最適な技術ミックスを推進する
ために、
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