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はじめに

2020年10月26に菅総理大臣の第203回臨時国会での所信表明演説において、「2050年までに、温室効果ガスの
排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と表明されました 。

この大きな目標の実現は単一のセクター・業界の取り組みによってのみ実現するものではなく、また多くのファクターが
複雑に絡み合って実現されるものであるため、可視化された定量的な絵姿をもとに各セクター・業界が議論し・連携す
ることで、その実現を図っていくことが肝要と考えます。

そこで、国際エネルギー機関（IEA）の提供するシミュレーション開発環境TIMES （The Integrated MARKAL-EFOM 
System）を活用して当社が開発したエネルギーシミュレーションモデル（日本版）を用いて、「2050年カーボンニュートラ
ル社会」のエネルギー社会像を分析しました。

本レポートが政府機関、自治体、企業などが2050年のカーボンニュートラル社会（以降、CN社会）に向けた政策や
企業戦略を議論するうえでの一助となれば幸いです。

なお、本レポートでのシミュレーション結果はあくまで予測される将来像の一つのシナリオにすぎず、前提条件が変わる
ことで分析結果が変化することに留意いただきますようお願いいたします。実際のコンサルティングサービスにおいては、前
提条件も含めてクライアントと協議をさせていただき、複数のシナリオを設定したうえで、予測される将来像を検討するこ
ととなります。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20200612.html


3

（1）電源構成はどうなるのか？

 CN社会において、再生可能エネルギー（以下、再エネ）及び原子力発電といった脱炭素エネルギーのシェアはほぼ
100%となります。（図1下側：再エネ中心ケース）

 原子力発電は約1割であり、残り9割は再エネとなります（CCS・水素発電を考慮しない場合）。さらには、その多く
は、太陽光発電、風力発電（陸上・洋上）等の変動型再エネとなります。なお、原子力発電の条件は、「既設
再稼働あり（60年廃炉）・新設無し」としました。

 このような変動型再エネが電源構成の主役となるなか、設備生産、工事・運営・維持管理（以下、O&M）等の
サプライチェーン、各企業のケイパビリティを太陽光・風力事業にシフトしていくことが求められます。

 ただし、変動型再エネが大量に増加することで、基幹系統の新設・拡充に加え、蓄電池等の需給調整のための蓄
電設備に対する投資が大きくなるため、結果として電力コストが上昇してしまいます。

 そこで、CCS*1や水素発電など、既存の火力発電のインフラを活用して脱炭素化させる取り組みを推進することで、
蓄電設備への投資を抑制でき、電力コストの上昇幅も抑えることができます。（図1上側）
 CCS・水素発電を見込まず脱炭素化を再エネに依存するケースだと、電力コストは約2倍に上昇する可能性があ
りますが、CCS・水素発電などを活用することでその上昇幅は約3割程度まで抑えることができます。（図2）

 なお、発電用水素の調達コストやCCS技術コストの将来値については、まだ不確実性が高いため、前提条件次
第で結果が変化する可能性が高いことは留意ください。

図2. CN社会の発電等コスト*3

図1. CN社会の電源構成
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*3: シミュレーション結果をベースとして、DTCで発電にかかる費用と系統・蓄電等のインフラ投資にかかる費用を推計したもの。実際の電力需要者に課せられる
電力料金は、この数値以外に各種費用等が加算されるため、実際の電力料金とは異なることに留意されたい。

*1: CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）：「二酸化炭素回収・貯留技術」と呼ばれる。発電所等で排出されたCO2を、ほかの気体から分離して集
め、地中深くに貯留・圧入するというもの。さらに、分離したCO2を再利用する技術をCCUS（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）という。

*2:水素発電やCCSなどの次世代脱炭素技術を活用し、温室効果ガスを排出しない火力発電

脱炭素型火力発電*2
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（2）再エネ大量導入のためのエネルギーインフラは何か？

 既存の火力発電や原子力発電とは異なり、再エネは自然エ
ネルギーのポテンシャルの大きい北海道や東北などの地方部を
中心として分散的に発電所を配置する必要があることから、従
来のような既存基幹系統を中心としたエネルギーインフラだけで
は、需給構造を維持することが困難となります

 本シミュレーションにおいては、系統拡充をする場合としない場
合とで分析しました（図3）。系統拡充する場合は風況や日
照条件の良い北海道・東北地域の再エネ発電所を活用でき
ますが、系統拡充しない場合はそのポテンシャルを活用できなく
なります。結果的に、効率の悪い再エネ設備を導入せざる得
なくなってしまい、電力コストが大きく上昇してしまいます。

 したがって、再エネが主力となる時代に合わせて、系統網、蓄
電池、水素などのエネルギーインフラを大きく刷新していくことが、
合理的な電力コストを維持するためにも必要となります。

 CN社会においては多い場合では約40GW以上もの蓄電設備
を導入する必要があり（系統蓄電、需要家での蓄電含む）、
その投資が電力コスト上昇の要因となります。そこで、前述のと
おりCCSや水素発電を導入する、EV（電気自動車）などの電
動モビリティを蓄電設備の代替として活用する、VPP（Virtual
Power Plant）などのソフト的な需給調整を行う、再エネの地
産地消を推進する、などの取り組みを行って、系統網の負荷
を軽減する必要があります。なお、CCSや水素発電を導入する
ことによって、蓄電池や系統網への投資は、導入しない場合と
比べて1/3～1/4に抑制できる分析結果となっています。

 CN社会において蓄電設備やEVの需要が大きく高まっていくこと
が期待されるため、我が国において蓄電池産業の育成を図っ
ていくことが求められます。

各種
システムの
最適組合せ

従来型送電インフラ
（原子力発電・火力前提）

蓄電池

系統ｲﾝﾌﾗ
拡充

水素

EV VPP

再エネ大量導入時代の
エネルギーインフラ

～これまでの大規模集中型電源を前提としたインフラから、
「分散」「小規模」「変動」という再エネの特性に適した、新たなエネルギーインフラへ～

図3.系統拡充する場合・しない場合の風力
発電の発電電力量の分布（2050年時）

系統拡充する場合

系統拡充しない場合



5

（3）エネルギーインフラとしての電気自動車（EV）の重要性

 CN社会において、クリーンエネルギーを活用しつつ、モビリティの電化（EVや燃料電池自動車）を進めることが必要
です。

 加えて本シミュレーションでは、変動型再エネの調整のための蓄電機能として、EVを活用することも可能として分析を
行ったところ、乗用車におけるEV比率は約7割まで上昇することとなりました。（図4）

 このように、EVを従来の移動手段としてだけでなく定置型蓄電池の代替としても活用することで、定置型蓄電池の
投資量を抑制、ひいては電力コストの上昇を抑制することができます。CN社会におけるEVは、公共インフラとしての役
割も期待されます。

 他方、EVを蓄電池として活用しない場合だと、系統インフラや定置用蓄電池への一層の投資が必要となり、電力
コストは上昇することとなります。

 燃料電池自動車については、後述の通りセクターカップリングにより比較的安価な水素が製造されることが期待され
るため、一定程度のシェアを占めることになります。

図4.乗用車のEV・燃料電池自動車（FCV）・内燃系のシェア
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図5.セクターカップリングのイメージ

 本シミュレーション分析においては、変動型再エネの調整力として電解水素を生成し、需要側において燃料利用して
いくことを織り込んでおり、この場合、約1,300億Nm3（ノルマル立米）の水素需要が推計されました。

 CN社会においては、大量に生じる再エネ余剰電力を活用してクリーン水素を生成し、熱源や輸送用燃料（E-
fuel）、基礎化学原料等として利用する「セクターカップリング」の考え方が重要となります。

 セクターカップリングとは、再エネ（特に電力）を熱や輸送燃料へと融通するとともに、余剰再エネ電力の
有効活用と電力を含めたエネルギーを網羅的に脱炭素化させていくことを目指すことを言います。また、エネ
ルギーのみならず、再エネ由来の電解水素や、その水素と炭素と合成して得られる各種炭化水素を活用し、
化石資源由来の燃料や原料をも代替することもCN社会において重要となります（図5）。

（4）セクターカップリング型水素社会の到来
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（5）CN社会の主要論点

CNの社会像を予測するうえで、本シミュレーションだけでは反映できない主要論点について以下に示します。

次世代
インフラを支え
る産業育成

サーキュラー
エコノミー

企業戦略・サプライチェーンの大変革
CN社会においては、化石資源需要は大幅に低減する一方で、再エネ、蓄電池、水素、蓄電池などが台頭することと
なります。産業構造、企業戦略、技術開発、サプライチェーン、人材、資金を新産業に適応できるよう大変革させる必
要があります。

次世代インフラを支える産業育成
本シミュレーションでは、再エネ、蓄電池、EV等に対する我が国産業界の供給能力については考慮していません。他方、
CN社会に適応する設備・商材が大きく変わっていくなかで、我が国における産業の対応力をCN社会に適応させていく
必要があります。CN社会に向けての設備投資のあり方について現実解を導出していく必要があります。

価値観とライフスタイルの変革
我々国民が脱炭素な活動を進めるよう、価値観、ライフスタイル（働き方、暮らし方）の変革が求めら
れます。脱炭素社会においては、DXを推進しモビリティとエネルギーを融合させながら効率的なエネルギー
の活用を行うことに加え、再エネや水素などの分散エネルギーを活用しやすい社会、具体的にはリモート
ワークや地方居住を進めた分散型社会を構築することが求められます。

サーキュラーエコノミー
本シミュレーションでは、大量の蓄電池やEVを生産・導入するだけの資源制約について考慮できていませ
ん。CN社会を支える設備・商材を安定供給するために必要な資源を確保するとともに、資源の再利
用・有効利用（サーキュラーエコノミー）を推進することが重要です。

脱炭素価値の再設計
再エネ、水素、蓄電池、EVといった国際かつ分散型のエネルギーインフラは環境価値だけでなく、エネル
ギーセキュリティや地域防災など、多様な社会価値が見込まれます。このような価値評価の基準を再設
計するとともに、ルールメイキングも併せて必要となります。
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参考資料1：シミュレーションの前提条件

（1）シナリオ・制約条件

（2）シミュレーションモデルにおける主な入力情報

再エネ中心＋系統拡充あり・なし 水素発電・CCS

ケース① なし ケース② あり ケース③ あり

温室効果ガス（GHG）削減条件 2050年約100%削減 (2013年比)

目的関数 経済性（制約条件下における電力コスト最小化）
系統拡充 なし あり あり
水素発電・CCS なし なし あり
揚水発電 あり
蓄電池 あり

前提条件

発電

発電コスト 経済産業省の公表値を使用
燃料調達コスト IEA、経済産業省、NEDOの公表値を使用
設備容量 エネルギー需要の増加に応じて2050年までの費用対効果を比較したうえで最適な電源を増設
設備利用率 資源エネルギー庁「電力調査統計」の過去発電量実績値を使用、季節変動を考慮
CCSコスト IEAの公表値を使用
原発廃炉前提 稼働60年で廃炉を想定（新設なし）

送配電
系統容量 一次変電所までの変電所の系統容量を考慮
系統増強コスト OCCTOの公表値を使用
蓄電池導入コスト 経済産業省の公表値を使用

電力需要 電力需要 産業：年率1%で低減、業務・家庭・運輸：シミュレーションにより計算



デロイト トーマツグループは、日本におけるデロイトアジアパシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト
トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、デロイ
ト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイトトーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイトトーマツコーポ
レートソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイトトーマツグループは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグ
ループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナ
ンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万名を超える専門家を擁し、多国籍
企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイトトーマツグループWebサイト（ www.deloitte.com/jp ）を
ご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュトーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバー
ファームおよびそれらの関係法人のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームお
よびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳
細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジアパシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイトアジアパシフィックリミ
テッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジアパシフィックにおける100を
超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上
海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこ
れらに関連するプロフェッショナルサービスの分野で世界最大級の規模を有し、150を超える国・地域にわたるメンバーファームや
関係法人のグローバルネットワーク（総称して“デロイトネットワーク”）を通じFortune Global 500®の8割の企業に対してサービス
を提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約312,000名の専門家については、
（ www.deloitte.com ）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適
用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前
提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容によ
り結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適
用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/

	エネルギーシミュレーションにみる�2050年のカーボンニュートラル社会
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10

