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8. ドイツのGHG削減長期シナリオ 
ドイツはGHG排出量を80%もしくは95%削減するシナリオを公表して

います。CCS付き火力発電や原発を使用しないシナリオです。また、エネ

ルギー技術のイノベーションを前提としたものではありません。 
ドイツと日本ではエネルギー事情が違いますから、ドイツのシナリオをそ

っくり真似ることはできません。日本には日本のシナリオが必要であり、そ

の参考として紹介するものです。 
 
8.1. 温暖化防止シナリオ2050 
＜情報の出所＞ 
本章は下記のレポートをもとにしています。 

Climate Protection Scenario 2050 
Summary of second final report 
Berlin, 26.07.2016 

ドイツ連邦環境・自然保護・建築・原子力安全省が、ドイツの環境関係研

究NPOであるÖko-Institutと、ドイツを代表する研究機関Fraunhoferへ
委託した調査プロジェクトの報告書で、2050年までの複数シナリオを作成

し分析したものです。500頁近いドイツ語レポート（Klimaschutzszenario 
2050, 2. Endbericht）の英語概要版を参照しました。部門ごとの対策を記

した4章Sectoral contributions to fulfilment of the targetsを詳しく紹介し

ました。 
類似の文書として、Climate Action Plan 2050、があります。ドイツ政府

の温暖化防止政策の原則と目標、というサブタイトルが付いています。

2016年11月に発行され、ドイツ語版、英語版ともに92頁の文書です。パ

リ協定に沿って、ドイツがどのように温暖化防止の行動目標を達成するかを

示したものです。例えば、日本の「エネルギー基本計画」のような内容で

す。 
なお、Climate Protection Scenario 2050も同様の計画に沿った内容です

が、GHGの削減対策の記載が定量的で詳しいことから、こちらの内容を紹
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介することにしました。 
 

＜3種のシナリオ＞ 
以下の記載では、温暖化防止に関する3種のシナリオEMS(2012)、CS 

80、CS95を紹介しています。 
EMS (2012) （既存対策シナリオ 2012）：2012年10月までに実施され

たすべての措置がこのシナリオに組み込まれています。このシナリオ

は、エネルギーと気候政策の枠組みの現状を反映しています。 
CS 80（気候保護シナリオ80）：このシナリオでは、ドイツ政府の

EnergyConcept に示されたGHG排出量、再生可能エネルギーおよ

びエネルギー効率の目標は、可能な限り達成されるとされています。

温室効果ガス排出目標は、1990年比で80％削減の 低目標が適用さ

れています。 
CS 95（気候保護シナリオ95）：このシナリオでは、1990年レベルと比

較して95％の排出量削減が、2050年までに達成されるものとされてい

ます。 
 
8.2. エネルギー産業と発電所 
本項には、需要側（電力消費）、発電、および、エネルギー産業のGHG削

減の主な項目と効果が示されています。 
＜電力消費量＞ 
従来型の電力消費は、電力需要の効率対策により減少します。しかし、そ

の後、新規の電力需要が生じるため、CS 95では、電力消費量は増加するこ

とになります。 
新規の電力需要については後述されていますが、主にエネルギー 終消費

で従来、燃料が使用されていたものが電力に転換することによるものです。

例えば、電気自動車やヒートポンプ暖房などの普及が該当します。 
EMS（2012）では、総電力消費量は2008年から2020年にかけて4％減

少しますが、2050年には6％上回っています。 
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両気候保護シナリオにおいて、2030 年に 低の電力消費が達成され、CS 
80では－13％、CS 95では－18％となります。CS 80では、2030年以降に

発生する新規の電力消費量により、このマイナスは 2050 年にはほぼゼロに

均衡しています。CS 95の新規の電力消費の増加はより劇的で、2050年の総

電力消費量は2008年水準を27％上回ります。 
新規の電力消費は、他の分野の電化対策に依存します。CS 95では、2050

年の新規電力消費は、総電力消費量の44％を占め、そのうちの約4分の3が

輸送部門で、直接的には電気自動車などの電気移動と、間接的には電力を利

用する合成燃料を介したものです。また、約5分の1は、産業用、三次産業

および家庭用の熱供給に関するもので、直接的にヒートポンプ、間接的に電

気ボイラを用いた地域暖房ネットワークによるものです。 
一方、CS 80とEMS（2012）では、新規電力消費は、それぞれ総電力消

費量の25％と15％を占めるだけです。 
Figure 4-1は、2008年と比較して、CS 80とCS 95の電力消費量の変化

を示しています。比較のため、EMS（2012）の総電力消費量の推移を併記し

ています。 
CS 80では、2010年から2050年までに、従来型の電力消費の効率改善に

より105 TWhが削減されます。更に、その他の電力消費が45 TWh減少し

ます。一方、電力による移動（電気自動車など）による80TWh、ヒートポン

プや地域暖房ネットワークのための電気ボイラの使用による約65TWhなど、

電力消費における大きな増加があります。そのため、従来型電力消費の削減

は、完全に打ち消されます。 
CS 95では、従来型電力消費は150 TWh削減されます。その他の電気消

費は 5 TWh だけわずかに減少します。一方、電力による移動により約

105TWh、ヒートポンプと電気ボイラによる約75TWhの電力消費の大きな

増加があります。また、電力による燃料合成により、125TWhの追加の電力

消費需要があり、 大の単一電力消費源です。 
再生可能エネルギーの割合が非常に高いため、蓄電量の増大が必要になり

ます。CS 95では、水素とメタンの合成ガスが、電力貯蔵に用いられ、それ
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らは電気に再変換されます。加えて、電力需要が全体的に高いため、ネット

ワーク損失も増加します。そのため、エネルギー産業に直接起因する電力消

費は、2010年とほぼ同じレベルに戻ります。 

 
2030 年までの電力消費の純削減量が 115 TWh に増加するにもかかわら
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ず、2050年の電力需要は、2010年に比べて165 TWh増加します。 
 
＜発電＞ 

Figure 4-2は CS 80とCS 95シナリオの発電量の変化です。再生可能エ

ネルギーが大幅に拡大します。2030年までに、風力発電は 大の電力源で、

それに続き太陽光発電も劇的に増加します。 
既に建設中または計画中の能力を超える新設の石炭火力発電所の建設は必

要ありません。また、発電部門で、CO2回収・貯蔵（CCS）は必要とされま

せん。 
CS 80で発電分野の主な推進事項は次のとおりです。 
◆再生可能エネルギーの大幅拡大：2030 年の主な電力源は風力発電で、

2010年の38 TWhから2050年には344 TWhに増加します。太陽光発電も

2010 年の 12TWh から 2050 年には 115 TWh に増加し、2030 年には総発

電量の 13％を占めます。バイオマスの重要性は著しく低下し、水力、地熱、

廃棄物の焼却などの他の発電のシェアは、ほぼ一定のままです。再生可能エ

ネルギーによる年間総発電量の増加は7〜15TWh /年に達します。 
◆再生可能エネルギーは一貫して高い伸び率を示していることから、2030

年と2040年のシェアは、一時的に目標経路を10％ポイント上回ります。し

かし、2050年には新規の電力消費が増加する結果、目標経路（83％）よりも

わずか3％高いだけです。 
◆化石燃料発電のシェアは 2010 年の 352 TWh から 2050 年の 26 TWh

に減少し、同時にCO2インテンシティー（エネルギー消費量当たりのCO2
排出量）が減少します。これは再生可能エネルギーの増大とともに、全面的

な競売制で2050年には1EU排出枠単位EAU（1トンのCO2に相当）当た

り130ユーロの引当価格の効果的なEUの排出権取引システム（ETS）によ

るものです。 
指定された褐炭焚き火力発電所を 2020 年までに操業停止とする追加の石

炭政策に基づき、褐炭による発電は 2010 年から 2030 年の間に半分になり

ます。 
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◆2010年のドイツの電力輸出は18 TWhでしたが、2050年には61 TWh

の純輸入国となっています。ノルウェーの揚水発電所と接続する海底ケーブ
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ルが、10年ごとに設置されると想定されています。 
◆発電によるGHG排出量は、2010年と比較して88％減少します。1990

年と比較すれば91％削減に相当します。 
CS 95で発電分野の主な推進事項は以下のとおりです。 
◆再生可能エネルギーの拡大がCS 80 よりも強力であるCS 95 では、風

力発電は2010年の38 TWhから2050年には572 TWhに増加し、2030年

までに も重要な電力源になります。太陽光発電は 2010 年の 12TWh から

2050年までに123TWhに増加します。バイオマスの重要性は著しく低下し

ます。 
◆2040 年までに再生可能エネルギーの比率を 65％に増やすというドイツ

のEnergy Conceptの目標は、10年前に達成されます。2050年までに80％
のシェアを達成する計画はかなりの成果を上げ、2050 年までに再生可能エ

ネルギー発電は、総電力消費量の95％に達します。 
◆化石燃料発電量は2050年に12 TWhをわずかに上回ります。石炭火力

発電は、2030年以降は取るに足りないものとなり、大幅な電力節減、再生可

能エネルギーの強力な拡大と、強化されたEUの排出権取引制度のもとでの

野心的な石炭政策により、2050年にはゼロになります。 
排出権取引制度の排出枠価格はCS 80 よりも強く上昇し、2050 年までに

200ユーロ/ EUAに達します。 
◆CS 95では、2050年にドイツは、CS 80ケースよりもはるかに少ない7 

TWhの電力を輸入しています。その理由は、国内での再生可能エネルギーの

拡大と、それに伴い低い限界費用での電力の高生産により、欧州の電力市場

からの輸入が可能になるためです。 
◆CS 95 では2040 年以降、余剰電力を用いて水の電気分解で製造された

水素とメタンが電気に再変換されます。2050年には、電気分解により製造さ

れた水素やメタンが、残存している天然ガス焚き火力発電所で使用される燃

料の半分を占めることになります。 
◆化石燃料発電はほぼ完全に終了するため、2010 年と比較して 96％以上

の GHG 排出量が減少します。それは 1990 年比で 97％減少に相当します。 
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＜その他のエネルギー産業と漏洩によるGHG排出＞ 
エネルギー産業の残りの部分は、ヒートポンプ式でない地域暖房、石油お

よびバイオ燃料の製油所、および、露天掘りの褐炭炭鉱、瀝青炭炭鉱、ブリ

ケット工場、コークス工場、その他の燃料転換・コーティング設備などの燃

料変換のその他部門です。 温室効果ガスのインベントリ分類に従い、天然ガ

ス圧送ステーションは、エネルギー変換ではなく、エネルギー輸送部門に分

類されています。 
その他のエネルギー産業のエネルギー需要は、EMS（2012）シナリオより

も、CS 80やCS 95シナリオの方が高くなることに留意すべきです。 これ

は、地域ネットワークに接続された熱とバイオ燃料に対する需要が高くなる

ことが原因です。 
同時に、化石燃料発電量の減少により、2030 年以降は熱電併給（CHP－

コージェネーレーション）の選択肢が大幅に減少します。このエネルギー需

要は他のエネルギー産業にシフトします。 EMS（2012）では、その他のエ

ネルギー産業のエネルギー需要は2020 年から2050 年にかけて11％減少し

ます。ただし、CS 80では2％しか減少しません。CS 95では、2050年のエ

ネルギー需要は再び2020年の水準になります。予定したCO2排出削減を達

成するため、2030 年以降の太陽熱利用の拡大がCS 80、CS 95 の双方で想

定されています。2050年には、設置された太陽熱利用の設備容量は、CS 80
が35 GW、CS 95が61 GWに達します。電気式加熱も、地域暖房ネットワ

ークにおける電極式ボイラの形で貢献します。 
この部門におけるGHG排出量に関しては、EMS（2012）が1990年と比

較して2050年までに－14％であるのに対し、CS 80では－84％、CS 95で

は－72％と遥かに大きな違いがあります。この違いはエネルギー・ミックス

に由来します。化石燃料の使用はすべてのシナリオで急激に減少しますが、

EMS（2012）では燃料需要の半分を満たすために天然ガスが使用されていま

す。CS 95では天然ガスはエネルギー・ミックスの5分の1、CS 80では4
分の1を占めるだけです。製油所ガスはEMS（2012）では14％とかなりの
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シェアを有しています。しかし、CS 80やCS95では、そのシェアはほとん

ど問題にならない程度です。 
CS 80 や CS 95 シナリオでは、太陽熱利用や電力から熱変換する新技術

（power-to-heat）が、併せて、エネルギー需要の約 50％のシェアを占めま

す。一方、バイオガスを含めたバイオマスは、CS 95ではエネルギー使用の

4分の1、CS 80では40%を占めます。 
石油精製所での加熱によるエネルギー消費は、石油精製の生産量により決

まりますが、EMS（2012）での46％減少と比較して、CS 80では79％、CS 
95 では 91％と大幅に減少します。その他の加熱装置は、バイオ燃料生産で

の使用が支配的であるため、多くのバイオ燃料が使用されるCS 80やCS 95
シナリオよりも、EMS（2012）の方がエネルギー消費量は低くなります。 
エネルギー部門から漏洩するGHG排出は、主に化石燃料の生産と処理に

起因します。それらの排出量は、ドイツにおける石炭、ガス、石油生産の開

発に支配されます。ハードコール（瀝青炭など）、石油、天然ガス生産の段階

的廃止の前提は、各シナリオで同一であるため、GHG 漏洩量は、褐炭生産

での排出量、製油所の活動、および、異なる燃料需要に対応する天然ガスの

輸送によるわずかな差異しかありません。 全体として、ドイツのエネルギー

部門のGHGの漏洩排出量は、2005年と比較して、CS 80では2050年まで

に 88％、EMS（2012）では2050 年までに 83％減少します。CS 95 では、

97％の削減が達成されます。 
 

8.3. 建物部門の熱供給 
2050年までに古い建物を、断熱性の良い新しい建物に置き換えることで、

シナリオ間で若干の違いはありますが、スペース暖房と温水のために現在必

要とされている 終エネルギーの約 3 分の 1 が削減されることになります。

これらの削減は、主にドイツの省エネ条例（EnEV）に定められている 低

限の要件によってシナリオで推進されています。 
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現在ある建物の残りの3分の2は、大半が2050年までに改装されるでし

ょう。これら既存の建物で、どのくらいのエネルギーが削減されるかは、建



 141 

物の改修工事がどれほど野心的で、どれだけの数の建物が改修されるかに依

存します。ドイツのEnergy Conceptに定められた目標を達成するためには、

高い改装率と意欲的な改修範囲が必要です。Energy Conceptによると、2020
年の建物の熱需要は、2008 年の熱需要の 80％までしか減少していないはず

です。建物の一次エネルギー需要は、2050 年までに 20％に減少させる必要

があります。 
居住用および商業用建物の 終エネルギー需要は、2008年から2050年の

間にCS 80では、3,040 PJから1,269 PJに減少します。これは58％の減少

です。CS 95では、1,993 PJから1,047 PJに減少し、これは66％の減少で

す。エネルギー源の構成には、根本的な変化があります。 
2008年から2050年の期間では、Figure 4-3に示されるように、CS 80で

は建物部門でのエネルギー消費は3分の1をほんの少し超える程度に減少し

ます。この時間枠内では、古い建物よりも後か、後から改装された新しい建

物は既に熱保護対策を含んでいるため、省エネルギーはますます複雑かつ高

価になります。従って、この期間にわたる年間の省エネ量は、10年当たり約

500PJから300PJへと低下します。 
エネルギー源は、再生可能エネルギーに向かって着実にシフトし、2050年

には50％のシェアを占めます。電力需要は、省エネにより2020年までは減

少します。しかし、ヒートポンプの使用増加により、電力需要が再び増加し、

2008 年と比較して 2050 年には、建物部門の熱供給に必要な電力は 20％増

加します。 
灯油や石炭のようなその他の従来型のエネルギー源は、ヒートミックスか

ら置き換わります。天然ガスは、2050 年に 終エネルギー・シェアの 22％
を占め、エネルギー・ミックスの中で、唯一の化石燃料として重要な役割を

果たし続けます。 
CS 95での限定的な追加の 終エネルギー削減は、エネルギー消費量を更

に削減することがどれほど難しいかを示しています。 終エネルギー需要

は、2050年には更に8％減少し、2008年と比較すると66％減少します。

初の10年間は、 終エネルギーの削減は、CS 80の場合よりも17%大きく
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なります。 後の 10 年間では、CS 80 よりも低くなっています。このこと

は、CS 95では改装は前倒しで実施され、節減ポテンシャルは、早期に限界

になることを示しています。 
建物部門では、CS 95では2050年までに再生可能エネルギーが55％に達

します。一方、化石燃料の堅調な価格シグナルのため、天然ガスのシェアは

7％に急激に低下し、電力のシェアは 23％に増加し、地域暖房のシェアは 
14％になります。 
建物部門の主な成果は以下のとおりです。 
◆CS 80では、2030年までに 建物の2％は毎年改修されます。一方、CS 

95では、改修率は3％です。2つのシナリオで、再生可能エネルギーの絶対

的使用はほとんど異なりません。2030年に再生可能エネルギーは、CS 95で

は熱供給に665 PJが、CS 80では609 PJが使用されます。対照的に、熱生

産のための電気の重要性は既に顕著です。CS 95の電力に対する一次エネル

ギー需要は、CS 80の値を30％（81 PJ）上回ります。 
◆改修率や改修範囲に依存する目標の達成のためには、先ず、そのデータ

を収集し、目標達成からズレていないかを早期に認識でき、障害が特定でき、

それに対抗できるよう、目標達成への進展状況を観察することが必要です。 
◆必要となる燃料代替に関しては、とりわけCS 95でのCO2追加課金は、

終エネルギー需要に対する天然ガス割合に影響を与えます。エネルギー・

ミックスでは、2050 年の天然ガスシェアの大幅な削減が顕著になります。

CS 80の300 PJ（20％）に対し、CS 95では80 PJ（7％）に減少します。

この変化は、多額のCO2追加賦課金により起きるものです。CS 95では2014
年以降、天然ガス価格は年間平均3.6％上昇し、一方CS 80では年平均2.5%
増加します。2020年以前に、天然ガスの利用は、価格上昇のため、例えば、

地域熱供給よりも高価になります。この点から、熱生産価格の違いと、再生

可能エネルギー普及に対する継続的な観察が必要になります。その結果、再

生可能エネルギー普及の市場シグナルの有効性は、求められる目標の道筋を

維持するよう、継続的に評価され、チェックすることができます。 
◆EMS（2012）またはCS 80のいずれでも、2020年までに暖房熱需要の
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20％削減は達成されませんが、CS 95では達成されます。CS 80では、2015
年から2020年の間に2.4％という非常に楽観的な住宅改修率で、 終エネル

ギーを18％削減することが達成されます。住宅改修率が計画の2％から3.1％
に増加すれば、効率対策と燃料転換の組み合わせで、2050年までに総一次需

要を80%削減することが可能であることを、これらのシナリオは示していま

す。化石燃料に対する残りの一次エネルギー需要は、CS 95では182 PJに

なります。それは2008年の 終エネルギー需要の約5％です。更に1002 PJ
が再生可能エネルギーによって提供され、それは一次エネルギー需要の85％
を占めます。 
◆実際の改修率と修復程度の収集には、関連データがローカルに収集され

ているかどうかに係わらず、労力が増えます。1 つの解決策は、この重要な

データをドイツ全土で照合できるように制度的に編成された中央データベー

スを確立することです。信頼できるデータがなければ、望ましくない進展を

後まで検出できません。広範な措置は、通常、見積もりに基づいて実施する

ことはできません。 
◆改修率を目標の道程に移行させるため、努力、手段、対策を継続しなけ

ればなりません。改修の程度に関する 低限の要件は、ドイツ省エネルギー

省令（EnEV）2014年改正では変更されませんでした。しかし、目標を達成

するには、平均でもより野心的な改修が必要です。 
◆再生可能エネルギーへの移行に必要な範囲をもたらすためには、価格シ

グナルが必要です。さもなければ、天然ガスは長期的に支配的になります。

社会的影響を緩和し、社会的苦難を回避するために、目標となる機器の使用

が推奨されます。 
 

8.4. 家庭部門と三次産業 – 家電機器とプロセス 
家庭部門（スペース暖房と給湯を除く家電機器）では、CS 80では、2050

年までに2010年と比較して約86 PJ（－2%）の 終エネルギー需要の減少

があります。 終エネルギー需要は、ガスを使用するストーブを別にして、

家電機器にほぼ基づいています。この期間における電力需要の も大きな減
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少は、白物家電（大型電化製品）による約58 PJと、25 PJの照明です。 CS 
80における積極的な施策は、古い家電品の返却措置とともに、エコデザイン

指令（ も低いライフサイクルコストに基づき選択するという措置）と、エ

ネルギー消費ラベルと高効率家電奨励のドイツ省令です。 
CS 95では、CS 80と比較して、2050年までに家庭部門で、更に約49 PJ

の減少があります。両シナリオには、同じエネルギー政策措置が適用されま

す。しかし、CS 95では、個々の家電機器について新しい効率クラスが導入

すると仮定されています。更に、新規の設備と旧設備の更新の両方において、

市場で入手可能な も効率的な用途を支持するものと考えられています。 
CS 95 では、電力需要は2030 年までに劇的に減少するため、効率化の可能

性は早い段階で求められます。 
三次産業（家電を含み、スペース暖房と給湯を除く）では、電力削減目標

を達成するため、CS 80では非常に野心的な削減対策が実施されます。従っ

て、電力需要は2050年までに2010年と比較して約10％減少します。この

減少は、EMS（2012）で予想される傾向の逆転を反映しています。 
電力需要に関しては、CS 95 では 2010 年に比べて 23％の節約が行われ、

CS 80よりも野心的になっています。これは、経済的でないとしても経済的

に実現可能性の高い、より野心的な対策が実施されるためです。特に、照明、

換気および空調の分野では、これらの措置によりCS 80よりも更に削減され

ます。 
家庭と三次産業部門で追加のエネルギー削減を実現するため、すべての障

壁を克服するために、現在よりもはるかに包括的な種々の政策手段が必要に

なるでしょう。CS 95では、採算が取れない選択肢を、経済的に魅力あるも

のとするために、財政支援が必要になります。更に、 低限の標準と同様の

措置は、技術的変化に継続的に適応し、更に推進し、それらの設計をより野

心的にする必要があります。 
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8.5. 産業部門 
＜エネルギー消費と関連のGHG排出＞ 

CS 80 では、産業部門（産業用発電所を含む）のエネルギー関連のGHG
排出量は、2010年から2050年の間に116 Mtから34 Mt CO2eに減少しま

す。これは82 Mt CO2eまたは71％の減少になります。CS 95では、119 Mt  
CO2eだけ減少し、産業は以下に示すようにバランス上、約3 Mt CO2eの炭

素の吸収場所になります。 従って、計算された減少は103％になります。し

かし、EMS（2012）では、産業部門のエネルギー関連のGHG排出量は、22 
Mt CO2e減少するだけで93 Mt CO2eなります。それは、19％の減少です。 

 
CS 80では、エネルギー需要は2010年の2,400 PJから2050年の1,750 

PJに減少し、約27％の減少になります。2050年には、中心的エネルギー源
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は電力、地域暖房、再生可能エネルギー、天然ガス、石炭です。石炭は、銑

鉄の製造（高炉製鉄）における鉄の還元に必要です。鉄鋼業では、高炉製鉄

から電気鋼（電気加熱製鉄）への移行傾向が続きます。効率の可能性は、特

に電力消費については、包括的なシステム 適化により可能な限り開発され

ます。 
 
CS 95では、より早期の効率改善が示され、ドイツの 終エネルギー需要

は2050年までに40％減少します。CS 80の可能性は、特に低温熱に対する

燃料需要と廃熱利用の分野で、ヒートポンプとの併用により利用されます。 
材料効率（歩留まり）の向上と効率の高い生産プロセスの普及の急速な進展

が、また、このことに寄与します。非再生可能エネルギーから再生可能エネ

ルギーへの移行は、より高いCO2価格のため、はるかに速く進みます。天然

ガスもほぼ完全に再生可能エネルギーに置き換えられます。2030 年以降、

CCSは、鉄鋼やセメント産業のプロセスおよびエネルギー関連の大きな排出

源に使用されます。石炭燃料をバイオマス燃料に置き換え CCS 技術と組み

合わせることで、産業部門のエネルギー関連分野での炭素吸収源となります。 
CS 80と比較して、CS 95には技術的により革新的な対策が包括的に含ま

れています。例えば、廃熱利用や高効率生産プロセスの領域です。更に、材

料効率の改善が達成されます。従って、燃料需要はCS 80より大幅に速く低

下します。電力消費に関しては、システムの 適化や電気駆動システムの可

能性は、CS 80で既に大幅に活用されているため、CS 95では同等の開発と

なります。 
特に、寿命が長く、投資サイクルが長い発電所の場合、高効率の革新的な

対策（例えば、低エミッションセメント生産、ニアネットシェイプ鋼の鋳造、

塩素製造での酸素脱分極陰極の技術、革新的 製紙乾燥プロセス、アルミ加工

における磁気ビレットヒーター技術）は、2030年までに市場に出されなけれ

ばなりません。従って、2020年までに研究開発やパイロット、デモンストレ

ーション発電所への投資を開始する必要があります。2030年から2050年に

かけて、高い排出削減を実現するためには、CCS技術は2030年までに市場
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に出す必要があります。廃熱の利用に関しては、潜在的な可能性を活用する

のには、市場導入プログラムが、事業内外でも有用と考えられます。 
同様に、燃料の切り替えは、ボイラや加熱炉の投資サイクルに依存します。 

15 年から 30 年の典型的な設備寿命のもとで、遅くとも 2030 年までに必要

な財政的インセンティブ（CO2価格）を実施しなければなりません。2040年

以降の CO2 価格上昇では遅すぎるため、投資計画の一部にしか影響しませ

ん。もしくは、信頼性が高く予想通りに上昇する価格経路により、投資の確

実性が確保され、早期に必要な投資が可能になります。 
大きな課題には、技術的実現可能性と、効率的かつ革新的な生産プロセス

の市場導入、システム 適化の可能性掘り起こしに関連する事項が含まれま

す。燃料転換のための財政的インセンティブの点からは、CO2税（または補

助金）の執行可能性は重要な問題でしょう。 
記載されている産業部門の変革を達成するために必要な手段には、2030年

以前の非ETS（EUの排出権取引システム）セクターに対する価格シグナル

（例えばCO2税）や、EUのETSにおける高い排出枠価格、研究開発の融

資、低炭素産業プロセスの市場導入（2020 年以前）、長い償却期間（5 年以

上）を伴う効率的な技術の財政的推進、包括的なエネルギー管理とエネルギ

ーコンサルティングの義務化などが含まれます。 
 
＜工業プロセス＞ 
エネルギー関連のCO2排出と並んで、プロセス関連のCO2排出は、エネ

ルギー集約的産業で生産プロセスにおける原材料の必要な処理からも発生し

ます。これらの排出の削減は、エネルギー関連の排出量よりもはるかに困難

です。EMS（2012）とCS 80では、産業プロセスが排出量削減に寄与する

割合が低くなっています。CS 95では、プロセス関連の排出は、CCSを使用

してほぼ完全に削減することができます（95％の捕獲率が想定されていま

す）。 
プロセス関連のCO2排出量については、3つのカテゴリー（簡略化した形

で）を区別する必要があります。 
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•銑鉄生産（高炉製鉄）では、プロセス関連のCO2 排出は、石炭を使用し

て酸化鉄を還元することから発生します。 
•水素製造（アンモニアの前駆物質として）では、天然ガスが原料に使用さ

れます。天然ガスは燃焼されず、水素への直接の化学反応が起きるため、プ

ロセス関連の排出とみなされます。 
•セメントおよび石灰生産では、CO2 は生産工程で石灰岩から放出されま

す。従って、これらの CO2 排出は、燃料使用に起因するものではありませ

ん。 
•従来のセメント製造では、固化材を使用しない場合（例えば、コンクリー

トの代わりに木材を使用して建築する場合）、CCS はおそらく唯一の排出削

減オプションとなります。銑鉄および水素に関しては、代替の排出削減オプ

ションも考えられます。その場合、個々に異なるプロセス特性を考慮する必

要があります。 
•銑鉄生産では、電気、水素、または合成メタンを還元剤として使用するこ

とが、理論的に考えられます。そのためには、新しいプロセスを開発しなけ

ればなりません。 
•水素製造では、電気分解を使用することができます。このプロセスは原理

的には技術的に利用可能ですが、まだ大規模には使用されていません。 
他の研究（例えば、ドイツ連邦環境庁の調査「2050年のドイツ－温室効果

ガス－ニュートラル国, “Germany in 2050 – A Greenhouse Gas-Neutral 
Country”」）では、そのような技術により、排出が回避されています。しかし、

この研究は、緩和策を考慮に入れていません。なぜなら、産業での推定コス

トが高すぎると評価されるからです。大量の再生可能エネルギーによる電力

が低コストで得られることが必要であり、電力貯蔵の問題が明確にされなけ

ればなりません。なぜなら、再生可能エネルギーは、必要なフルロード電力

が年間 2,000〜4,000 時間しか供給されないからです。再生可能エネルギー

のコストがより急激に低下した場合や、CO2の地下貯蔵が現在予測されてい

るよりもかなり高価である場合や、CO2貯蔵が技術的に機能しない場合には、

評価が変わる可能性があります。産業におけるプロセス関連の排出削減につ
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いて、国際競争力を考慮に入れた分析を含め、更に分析が必要です。セメン

トと鉄鋼の場合に CCS の社会的受容性がどの程度高いかという問題も取り

上げるべきです。 
産業に起因する全排出（産業用発電所、産業プロセスおよび製品使用を含

めたエネルギー関連の排出）は、CS 80 の場合には 2010 年から 2050 年の

間に114 Mt CO2e削減する減少します。それは、1990年と比較して74％の

減少に相当します。CS 95ではGHG排出削減は、2010年と2050年の間で

183 Mt CO2eとかなり高く、1990年比で99％の減少に相当します。それと

比較して、EMS（2012）では、GHGの減少は2010年から2050年の間に

54 Mt CO2eとかなり少なく、1990年比では－52％です。 
 
8.6. 輸送部門 
ドイツの輸送部門のGHG 排出量は、1990 年比でCS 80 では 81％、CS 

95では98.4％削減されます。 
このようにして、ドイツの輸送部門は、国際輸送よりも著しく高い排出削

減を達成します。国際的な航空および海上輸送を含めた輸送のGHG排出量

は、CS 80では2010年から2050年の間に、184.5から66 Mt CO2e（1990
年比で－63％）に減少します。CS 95では、これらのGHG排出量は15 Mt  
CO2e（1990年比で－92％）に低下します。 
他の研究およびシナリオと一致して、その結果からは次の結論を導き出す

ことができます。全セクター全体の削減目標が80％なら、国内輸送に関して

60～80％の排出削減で十分かもしれない。しかし、全体の削減目標が 95％
の場合には、輸送部門はほぼ完全にGHG排出を無くさなければならない。

エネルギー源（例えばバイオマス）の間違った配分を避けるため、2050年の

終エネルギー消費量を 2005 年に比べて－40％に削減するドイツのエネル

ギー・コンセプトに掲げられた目標を－60％に引き締めなければならず、

2030年には－30％の中間目標を追求する必要がある。 
Figure 4-7 は、CS 80 の 2010 年と比較した 終エネルギー消費とGHG

排出量の変化を示しています。排出削減を達成するには、エコ・モビリティ
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と鉄道の使用を強化し、それにより燃焼エンジンへの依存を減らす措置が

2030年まで不可欠です。他の重要な措置は、従来のドライブに関する効率改

善と、バッテリー電気駆動輸送の増加です。リバウンド効果を回避するため、

この効率改善は、シナリオにおける燃料税の増加と組み合して行われます。 
CS 80 では、 終的なエネルギー需要は、これらの措置に基づいて 2050

年までに、2005 年比で 59％削減されます。持続可能なバイオ燃料と電力か

ら製造された燃料の利用可能量が限られていることを考えると、部門間の排

出目標を達成するためにはシナリオにおける 終エネルギー需要の大幅な削

減が必要です。 
Figure 4-7は、CS 95における 終的なエネルギー消費とGHG排出量の

推移とその前提を示しています。エンジンの小型化率は、自家用車の私有に

代わる優れた代替案とカー・シェア利用のため、このシナリオでは EMS
（2012）やCS 80よりも大幅に低くなります。2050年までに、旅行のため

のプライベート輸送の割合は 50％に落ち、自転車利用の割合は 25％に増加

します。適切な効果を得るためには、CS 80よりも燃料価格の大幅な上昇が

必要です。トロリートラックの使用は、道路輸送の効率を大幅に向上させま

す。CS 95では、2005年と比較して2050年までにドイツの 終エネルギー

需要が 68％削減されます。また、2040 年から 2050 年には、電力から製造

された燃料（PtX燃料）が、必要なGHG排出削減のため、限られた範囲に

使用されます。これらの燃料の50％だけが国内で生産され、残りは輸入され

ると仮定されていますが、電力需要は大幅に増加します。 
全体的にみると、全部門で少なくとも80％の排出削減を追求し、95％以上

の排出削減の可能性を維持するには、何十年も先の焦点は、効率的な輸送手

段（公共交通機関、自転車、鉄道）の強化と、輸送車両の効率を高めること

の対策に置かれるべきです。 
従って、供給側と需要側の両方の手段が必要です（例えば、燃料税の調整

と組み合わせて野心的な車両の排出目標）。更に、輸送の電化は非常に重要で

す。航空輸送では、効果的な排出権取引が確立されなければなりません。 
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長期的には、液体燃料は輸送部門（例えば、航空輸送）において必要なま

まである可能性が高い。ポスト化石燃料の可能性は限られており、持続可能
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性を保証することが可能でなければなりません。ポスト化石燃料で持続可能

燃料の製造コストの低下は、まだ市場に導入されていない技術に部分的に依

存しています。意欲的な気候保護目標を達成するためには、ポスト化石燃料

のエネルギー供給オプションが必要ですが、上記の理由から、輸送部門の効

率改善の野望を減じる議論として使用すべきではありません。代わりに、

2050 年までの輸送における 終エネルギー需要を削減する目標を少なくと

も 60％に増やし、2030 年には少なくとも 30％の中間目標を導入すべきで

す。 
更に、環境に配慮した輸送モード（例えば、2025年までに）への移行のた

めの追加的サブ目標を国レベルで確立すべきかどうかを検討する必要があり

ます。交通手段別分担の目標を決める際には、潜在的に達成可能で、適切な

措置により支援する必要があります。 
自転車利用に関しては、2020 年までに自転車による旅行を 15％まで増や

すため、ドイツ全国自転車利用計画に目標が設定されています。この目標は、

対応する政策で強化され、その野心度は 2025 年と 2030 年の間に大幅に上

昇します。ドイツの持続可能性戦略（Germany’s sustainability strategy）に

は、貨物輸送のモーダルシフト目標もあり、目標は2015年に25％、内陸水

路では18％に設定されています。しかし、目標達成への進展は明らかに不足

しています。また、旅客輸送の目標はありません。国家目標を確立するには、

既存の目標を州および地方自治体レベルで審査することが有用でしょう。例

えば、バーデン・ヴュルテンベルク州では、すでに旅客輸送と貨物輸送の両

方について野心的な目標があります。 
 
8.7. 農業部門とLULUCF 
＜農業＞ 
他の部門では、技術的対策に基づいて 大100％の排出削減が可能ですが、

農業生産には亜酸化窒素およびメタンの排出が発生する生物学的プロセスが

含まれます。しかし、農業土壌は、LULUCF（土地利用・土地利用変化及び

林業）セクター内でバランスのとれた大きな CO2 削減ポテンシャルを含ん
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でいます。 

 
肥料の使用、家畜の減少、有機農業の拡大における窒素効率の改善には、

大きな排出削減の可能性があります。 
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EMS（2012）では、農業部門のGHG排出量は2010年レベルで2050年

までほぼ一定です。1990年から2012年にかけて、農業部門のGHG排出量

は22％削減することが可能でした。CS 80では、この部門の排出量は1990
年から 2050 年には 88 から約 51 Mt に減少し、1990 年比で 42％の削減に

相当します。CS 95 では、GHG 排出量は、1990 年比で 59％削減に相当す

る35 Mt CO2eに減少します。 
両シナリオにおいて、農業部門は主要な排出源になります。CS 95 では、

総排出量の60％（LULUCFと国際輸送を含む）のシェアを有し、CS 80で

は20％のシェアを占めます。これは、両シナリオで想定されている動物製品

消費（肉食）の大幅な減少を含む食習慣の変化にもかかわらず、そうなって

います。家畜の減少は、両シナリオにおける動物製品需要の減少を前提とし

ています。肉摂取量に関しては、ドイツ栄養学会の勧告を基礎として採用さ

れており、1週間に1人あたり300～600gの肉が推奨されています。CS 80
では、1週間に1人あたり760gから450gへの肉消費の減少が想定されてい

ます。CS 95では、1週間に1人あたり300gの肉が想定されています。 
窒素効率を高めることにより、全体的な割合と1ヘクタール当たりの窒素

残量が減少します。CS 80では、余剰窒素の残量が2050年には約40 kgN/ha
になります。CS 95では、2050年の残高は約20 kgN / ha（現時点では約100 
kgN / ha）です。ドイツの国家持続可能性戦略では、2010年までに80 kg N 
/ ha を目標としており、ドイツ連邦環境庁の農業専門家パネルは 50 kg N / 
haを目標としています。これは、この分野のすべての削減可能性が、2回目

のモデリングで疲弊（低下）したことを示しています。 
CS 80では、2050年に有機農業が農地総面積の20％を占めています。CS  

95では、2050年に25％（2012年には6％）に増加します。 
農業部門の排出量を約50％削減するには、消費量の変化だけでなく、研究

開発への投資も必要となります。技術的対策のさらなる進展とともに、より

多くの研究資金が投資されるべき4つの大きな研究分野が特定されています。 
 

＜有機農業＞ 
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2050年に20～25％の有機農業目標を実現するには、農業研究の資金のか

なりの部分を有機農業に割り当てる必要があります。さらなる収量の増加と

品質の改善なしに、有機農業は将来的に重要な役割を果たすことはできませ

ん。革新的で持続可能な農法と家畜システムのさらなる研究が不可欠です。

従来の育種や栽培よりも有機農作物や動物の生産において異なる育種目標が

追求されるため、有機農業のための追加の研究プログラムが、とりわけ育種

に関し、開始されなければなりません。一方的な高性能育種の代わりに、農

薬を使用せずに栽培できる抵抗性があり耐性のある果物や野菜の品種と共に、

二重目的の品種（例えは鶏）や丈夫で広範囲の窒素肥料に対応できる穀物に

焦点を当てるべきです。 
これらのシナリオでは、消費の変化に基づき、2050年までにかなりの家畜

減少が想定されています。草地の使用と維持はそれにより脅威にさらされる

でしょう。しかし、家畜のための土地の強力なセットサイドを伴う有機農業

の同時的な拡大のために、草地のかなりの部分は将来放牧と乾草生産のため

に使用されるでしょう。この経済活動の生産性が低いことを考えると、今後

持続的に排出される製品単位当たりのGHG排出量の削減可能性についての

さらなる研究が必要です。ミルク収量の増加や二重目的品種の開発が優先さ

れるべき程度についての問題も検討する必要があります。 
有機農業研究は、とりわけ、モデル地域とパイロット事業を対象とした農

業研究に適しているはずです。 
 

＜窒素効率＞ 
2010年時点で100 kg N / haという高い窒素の余剰を考えると、窒素効率

の分野で大幅な削減の可能性があります。現在の知識に基づき、CS 95で想

定されているように、わずか20 kg N / haの余剰窒素を有する植物生産は、

収量の減少なしには不可能です。収量の安定化と同時に窒素損失の低減につ

いてのさらなる研究が必要です。このためには、例えば秋の肥料が必要であ

り、それを避けることができる場合、有機農法の範囲内で窒素を豊富に含む

穀物をどのように栽培するのかについて、科学的合意が必要です。 実施には、
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現在の肥料要求モデルの適切な調整と、専門家のコンサルタントの増加を伴

わなければなりません。 
 

＜食品の移行＞ 
農業部門における排出量半減は、家畜の削減なしには達成できません。 こ

れは、人々の食生活の変化を背景に、確かに起こるだけです。そうでなけれ

ば、不足する製品は家畜養殖国から輸入され、GHG排出量のリーケージ（輸

出国側でのGHG排出）の影響を伴うことになります。この目的のために、

研究開発分野では様々な活動が必要です。 
•「温暖化防止に 適化な」食品の健康への影響に関する証拠に基づく研究。 
•変更された調製方法/レシピや、ケータリング施設や施設の人や、直接の

消費者や教育機関（育児施設、学校）における食糧、環境、健康などの重要

な関係についての背景情報の効果的な知識伝達の開発。 
 
＜LULUCF＞ 
土地利用、土地利用変化および林業（LULUCF）を通じて、GHG排出量

が公表されています。一方、LULUCF部門、特に森林地域ではCO2吸収も

行われます。CO2吸収がGHG排出を上回る場合、LULUCF部門は全体的

にカーボン・シンクの機能を担います。ドイツの LULUCF 部門における

GHGの 大排出源は、農耕地と有機土壌（泥土）に関する草地です。 
全体的に、ドイツのLULUCF部門は、2010年に9 Mt CO2eのGHGを

発生させました。以下に述べる開発を通じて、LULUCF排出量は2050年ま

でにCS 80では1 Mt CO2eに減少します。CS 95では、LULUCF部門は、

農業土壌の排出量が非常にシャープに減少し、その間に林業のシンク機能が

維持されるので、全体ではカーボン・シンクになります。2050 年には、

LULUCF部門の純吸収量は約23 Mt CO2eになります。対照的に、LULUCF
排出量は、EMS（2012）では6～15 Mt CO2eだけ増加します。 

CS 80およびCS 95では、住宅地域への変更が、現在の119 ha/日から、

30ha/日に減少すると仮定されています。いずれのシナリオにおいても、泥炭



 158 

地の劣化は、2015年から2020年に完全に停止すると想定されています。泥

炭抽出の中止は、LULUCF部門において5％の削減可能性を有します。 
更に、2015年から2030年までの以下の措置は、CS 80で30％、CS 95で

95％と想定されている実施範囲のみが、2 つのシナリオで異なるモデルに基

づいています。 
•有機土壌の農地と草地は、主に湿地に変換され、森林や低木地にはあまり

なりません。有機土壌を有するその他の土地は、もはや農耕地や草地には転

換されません。泥土のこの保護は有効な手段です。これにより、LULUCF部

門の現在のGHG排出量の 大80％が:減少できます。GHGの排出削減可能

性は、例えばバイオエネルギーの利用により同じ地域で達成できるGHG削

減よりもかなり高いものです。 
•鉱物土壌の草地の農耕地への転換は中止されます（4％の削減可能性）。 

 
＜泥土の保護＞ 
定量的に言えば、LULUCF 部門における排出削減への 大貢献は、農業

目的で有機土壌の使用を中止することに由来します。このシナリオでは、湿

地や森林への転換が想定されています。いくつかの地域では、土地利用の完

全な再構築が必要です。受け入れ、補償支払い、土地売却の創成に加え、土

地利用の完全な再編は、地域計画に組み込まれる必要があります。この目的

のために、モデル領域の開発は、この目的のために強く推進することができ

ます。 
農地を湿地や森林に転換するための代替利用概念についての更なる研究が

必要です。研究プロジェクトは、現在、泥土で生産されたバイオマスの使用

に関するキーワード「paludiculture」の下で実施されています。バイオマス

の量と質については、エネルギーとしておよび材料としての可能な利用に関

し、更なる研究が必要です。それは、湿潤または定期的に湿った場所での適

切な樹種の生産や、可能な収穫技術です。 
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注) 8章の図が不鮮明な場合は、下記の原典を参照下さい。 

・Climate Protection Scenario 2050  Summary of second final report  
・Klimaschutzszenario 2050, 2. Endbericht （ドイツ語版レポート） 


