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9. ドイツのシナリオで日本に役立つ事項 
8 章に紹介した「ドイツのGHG 削減長期シナリオ」のうち、日本の参考

となる注目事項を列記しました。 
 

＜電力消費量＞ 
エネルギー消費量は減少しますが、多くの用途でエネルギー源が、燃料か

ら電力に転換されるため、2050年の電力消費量は増加します。燃料使用の暖

房からヒートポンプ暖房への転換や、電気自動車の普及が代表例です。 
CS 95では、2050年の電力消費は2008年レベルを27%上回ります。2050

年での新規の電力消費は総電力消費量の44%を占め、その4分の3が輸送部

門です。それには、電気自動車などの直接的な電気使用に加え、水の電気分

解で製造した水素を用いた合成燃料の使用も含まれています。 
 
＜再生可能エネルギー発電＞ 
右図はCS 95で想定され

ているドイツの 2050 年の

電源構成です。原発や石炭

火力は無くなっています。 
陸上風力が50％を占め、

海上風力も 24％です。な

お、海上風力の大半は、水

深 50m までを目安とされ

る着床式と思われます。ド

イツの北海沿岸には、着床

式風力発電を設置できる

遠浅の海があります。 
ドイツの太陽光発電は、

買取制度（FIT）により、2010年から2014年頃に掛け急増しました。しか

し、2050年時点で太陽光発電は16％程度で、風力発電の2割強に過ぎませ

CS 95での2050年の電源構成
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ん。 
太陽光発電の発電コストは低下しましたが、風力発電の方が発電コストが

かなり低いためです。燃料価格がもう少し上昇すれば、風力発電の発電コス

トは火力発電と同等になります。 
日本で再生可能エネルギーというと、先ず太陽光発電が取り上げられます。

日本には風力発電に適した立地が乏しいためです。中緯度地域で風力発電は、

偏西風を有効に利用できることが必要です。欧州の大西洋岸には、風力発電

に適した立地が豊富です。ドイツの冬季の北海沿岸は強い風が吹きます。 
偏西風に関し日本は、中国大陸の陰になっているため、有効な場所が多く

ありません。標高が高い山岳部には、風況の良い場所もありますが、多くの

場所には国立公園の規制があります。また、山岳部に、長さ50mに達する風

力タービンのブレードを運搬するのは大変な作業です。山岳部では、設置コ

ストに加え、落雷や台風による損傷による保守コストも高くなります。 
海上風力については、日本の沿岸の大半は、5 km ほど沖合に出ると水深

が 50m 以上になっていることが海図を見ると分かります。着床式の海上風

力発電を設置する立地も限られています。浮体式風力発電は開発途上の技術

で、将来的にも低コスト化できるとは考え難いように思います。 
日本では、風力発電の立地が乏しいため、再生可能エネルギーとしては、

発電コストが高い太陽光発電に依存せざるを得ない訳です。なお、ドイツは、

日本より高緯度のため、太陽光発電は不利になる面もあります。 
日本の太陽光発電は、近年、設備コストがかなり低下しました。しかし、

海外に比べて未だ高い水準です。2012年頃には、ドイツの太陽光発電のシス

テム価格は 20 万円/kW 前後まで低下していましたが、日本でのシステム価

格は 70 万円/kW 前後と大きな差がありました。特に住宅の屋根設置の場合

には、中間マージンが異常に多いことが高価格になる主な要因です。海外に

比べ異常に高い太陽光発電の設備価格をそのままに、日本にFITを導入した

ことが、その失敗の主な原因と思います。 
その他、ドイツではバイオ関係の発電は、2012年時点では7％を占めてい

ましたが、2050年には0.5％に減少すると想定されています。 



 162 

 
＜電力貯蔵＞ 
風力や太陽光の再生可能エネルギーの比率が高くなると、電力貯蔵が必要

になります。ドイツは、欧州の電力網に組み込まれているので、電力の輸出

入により需給調整を行うことができます。例えば 2015 年実績でドイツは、

電力の輸入と輸出が各 3々7 TWh、85 TWhで、それらは国内総発電量の各々

5.7%、13.2%に相当します。ドイツは冬季の風力発電による余剰電力を、安

い電力価格で近隣諸国に輸出しています。日本は、将来的にもロシアや韓国

と電力網で繋がることはないでしょうから、国際電力網により需給調整を行

うことはできないでしょう。 
電力貯蔵の主な手段として、日本では揚水発電が想定されています。2015

年実績で日本は、水力発電が総発電量の 8.7％を占め、今後揚水発電を追加

できる設備もあると思われます。一方、ドイツは水力発電の比率が 3.8％と

水力資源の乏しい国です。ドイツのシナリオ 2050 では、ノルウェーの揚水

発電所と海底ケーブルで接続することが想定されています。2015 年実績で

ノルウェーは、水力発電が総発電量の95.8％を占める水力大国です。恐らく、

水力発電や揚水発電を新設できる立地も、まだあるものと思われます。 
2050年のCS 95シナリオのように、風力と太陽光発電の比率が90%以上

に達すると、国際電力網と揚水発電による需給調整では不十分です。CS 95
では、風力発電などによる余剰電力を用いて水を電気分解し、発生した水素

によるエネルギー貯蔵が含まれています。GW クラスの大電力貯蔵技術は、

揚水発電と水素化エネルギー貯蔵くらいしかありません。水素化方式は、揚

水発電に比べて放電時間が長く、季節的な電力需給の調整に対応できます。

但し、電力貯蔵のサイクル効率が低いのが問題です。揚水発電は、ポンプ効

率を 80%、水車効率も 80%とすると、サイクル効率は約 64%になります。

電力貯蔵により電力の約 1/3 が失われるわけです。一方、水素化電力貯蔵で

は、電気分解してできた水素を圧縮貯蔵した後、水素を燃料にガスタービン

複合サイクルで発電した場合には、サイクル効率は35%前後と低いものにな

るでしょう。CS 95では、電力の水素化は、電力貯蔵だけでなく、水素をメ
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タン化して都市ガスとして利用することや、液体燃料に合成して輸送用に利

用することも考えられているようです。 
 

＜建物部門の熱供給＞ 
日本と異なりドイツは、冷房需要は殆どありません。燃料を燃やす暖房が

主流です。GHG 排出削減策としては、建物の断熱を強化し、電動のヒート

ポンプによる熱供給に転換することになります。そのためには、建物の改修

が必要になります。CS 80 では 2030 年までに毎年 2%の建物が改修され、

CS 95 では 3%の建物が改修される想定です。実際の改修率と改修程度のデ

ータを把握して対策を講じることが重要であり、ドイツ全土で照合できる制

度的に編成された中央データベースの確立が必要と述べています。 
日本では 1970 年代の石油危機以降、住宅の省エネ基準が制定され、数次

の改正で断熱気密の基準が強化されてきました。しかし、欧州に比べて断熱

基準が緩く、特に熱の出入りが大きい窓部の断熱性能が劣っていることが指

摘されています。日本は暖房エネルギーの消費量が少ないため、住宅の断熱

を強化しても、GHG排出量の削減効果が低いことも影響しているようです。

欧米では家全体を温かくするのに対し、日本は人がいる場所だけを冷暖房す

るため、快適性は劣りますが、エネルギー消費を抑制する考え方と言えるで

しょう。日本では、暖冷房が必要な地域では、電動のヒートポンプ式空調が

既に普及しています。 
 

＜家庭部門の家電機器＞ 
大型電化製品や照明によるエネルギー需要の低減を主な目的に、エコデザ

イン指令、エネルギー消費ラベル、高効率家電奨励のドイツ省令により推進

することが記載されています。 
日本では、石油危機直後の省エネ法の制定・施行、トップランナー方式の

導入、省エネラベルなど、ドイツと比べても進んでいるとように思います。 
 
＜産業部門の省エネ＞ 
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産業部門のGHG排出量の削減には、省エネの取り組みと、工業プロセス

の開発があります。前者についてドイツのCS 80では、燃料を消費していた

低温熱需要に対する廃熱利用やヒートポンプの併用、材料効率の向上（歩留

まり向上）などが述べられています。 
それらの技術は、日本の産業界が 1970 年代に始まる石油危機の時代に盛

んに開発したものです。技術的に実用化の目途はついたけれど、経済的に成

り立たないため、過半の技術は実用に供されずに今日に至っています。しか

し、太陽光発電や CO2 回収貯蔵技術（CCS）などと比べれば、少ない経済

的負担でGHG 排出削減を行える技術です。今後 2050 年に向けてGHG 削

減のため、埋もれているそれらの技術の活用も検討すべきでしょう。 
 

＜工業プロセスの開発＞ 
工業生産で排出されるGHGの中には、熱エネルギー利用以外のものがあ

ります。例えば鉄鉱石から鉄鋼を生産する場合、酸化鉄である鉄鉱石を、炭

素が主体のコークスで還元する必要があり CO2 が発生します。単にコーク

スの燃焼熱を利用するのではないため、再生可能エネルギーに転換して

GHG を削減することはできません。また、石灰石を原料にセメントを生産

する時にも、同種のCO2が排出されます。 
日本の 2015 年の実績で、鉄鋼業からは日本のGHG 総排出量の 13.8%、

セメント産業からは1.3%と、かなりのGHGが排出されており、そこには上

述のGHGが含まれています。 
この種のGHG削減は、エネルギー関連の排出削減よりもはるかに困難で

す。例えば、鉄スクラップを原料に、電気炉で溶融して鉄鋼を生産すれば、

GHG 排出量を大幅に削減できます。しかし、鉄スクラップには、種々の不

純物が含まれており、溶融した鉄から不純物を分離除去することは一般に困

難です。不純物を含む鉄鋼では、自動車用外板や高張力鋼など高級鋼を製造

することはできません。 
このようなエネルギー関連以外のGHGは、新規の工業プロセスを開発で

きない場合には、排出削減できず最後まで残る可能性があります。ドイツで
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は、火力発電にCCSを付帯してCO2を貯留することは想定されていません

が、工業プロセスなどで無くすことができないCO2排出にCCSを用いるこ

とが考えられています。 
 

＜輸送部門＞ 
2050 年に向けた輸送部門での GHG 排出削減計画では、トラック輸送か

ら鉄道による貨物輸送へのモーダル・シフトを進めることや、旅行などでの

自転車利用の拡大が考えられています。 

 
乗用車が電気自動車とプラグイン・ハイブリッド車になることは、誰でも

想定することですが、トラックによる長距離貨物輸送はどうなるのでしょう

か。大型の長距離トラックを電気自動車にするにはバッテリーが過大になり、

充電にも長時間を要します。対策の一つとして、トロリー式のディーゼル－

電気ハイブリッド・トラックの高速道路での利用開発がスウェーデンとドイ

ツで進められています。 
船舶や航空機による国際輸送は、ドイツ国内規則が適用されないため、

GHG排出削減は遅れると考えられています。 
 

＜農業部門のGHG＞ 
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農業部門からのGHG排出量は、2015年実績でドイツが総排出量の8.5%、

日本は 2.7%とそれほど多くはありませんが、排出実態についてあまり知ら

れていないので紹介します。下表はドイツと日本の2015年の実績です。 

 
GHGのほとんどは、エネルギー由来のものではありません。CO2よりも

メタン（CH4）と二酸化窒素（N2O）が多くなっています。上表はCO2換

算の排出量を示しています。いずれも排出量は小さいのですが、地球温暖化

係数がCH4はCO2の25倍、N2Oは298倍と大きいため問題になります。 
農業部門のメタンのほとんどは、有機物が嫌気性バクテリアで分解されて

発生するものです。家畜の消化管内発酵は、いわゆる牛のゲップのことです。

余談になりますが、有機物は主に炭素と水素から構成されています。焼却さ

れると炭素は CO2 になります。埋め立てられ嫌気性雰囲気でバクテリアに

より分解されると、炭素はCO2の25倍の温室効果を持つCH4になります。

そのため、有機物を多く含む生ごみは、埋め立て処分でなく、焼却すべきと

単位 ：kt CO2 equivalent
GHG CO2 CH4 N2O

地球温暖化係数 1 25 298
消化管内発酵 24,782 24,782
家畜排せつ物の管理 6,201 3,833 10,035
稲作 0
農用地の土壌 27,527 27,527
農作物残渣の野焼き 0
石灰施用 2,215 2,215
尿素施肥 856 856
その他 1,296 245 1,541

計 3,071 32,279 31,606 66,955
消化管内発酵 7,335 7,335
家畜排せつ物の管理 2,335 3,985 6,319
稲作 13,908 13,908
農用地の土壌 5,454 5,454
農作物残渣の野焼き 70 22 92
石灰施用 370 370
尿素施肥 189 189
その他 0

計 559 23,648 9,460 33,667

ドイツと日本の農業部門のGHG排出量 (2015年)
出所：UNFCCCデータ

ドイツ
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されています。 
N2Oは、農耕地に施された窒素肥料から発生します。また、窒素を含む家

畜の排せつ物からも発生します。 
ドイツと日本を比較すると、ドイツでは牧畜による CH4 と、農用地土壌

からの N2O が多く、日本は稲作による CH4 の排出が多いことが分かりま

す。 
ドイツのシナリオ 2050 には、農耕地での窒素効率を高め、窒素残量を減

らすことが記されています。少ない窒素残量でも収穫が減らない育種の開発

なども述べられています。2050年に向けて、農業分野でも温暖化防止を考慮

した育種や栽培方法の研究開発が求められることになるでしょう。 
 
＜LULUCF＞ 

 
LULUCFとは、Land Use, Land Use Change and Forestryのことです。

ドイツと日本のLULUCF部門の2015年実績のGHG排出量を示しました。

森林については、ドイツも日本も同程度の CO2 吸収部になっており、ドイ

ツはGHG総排出量の7.3%のシンク、日本は総排出量の5.1％のシンクです。

一方、ドイツの農地や草地は CO2 の排出源になっており、日本とは異なり

ます。 
 
 

単位 ：kt CO2 equivalent
ドイツ 日本

森林 -57,761 -62,953
農地 14,885 4,046
草地 22,709 -122
湿地 4,072 52
開発地 3,445 -557
その他の土地 0 162
伐採木材製品 -2,124 -1,598
その他 94 0

合計 -14,580 -60,940

ドイツと日本のLULUCF部門のGHG排出量 (2015年)
出所：UNFCCCデータ
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＜本章のおわりに＞ 
8章と併せ、ドイツの温暖化防止の長期シナリオを紹介しました。前述した

ように、火力発電での CCS や原発を利用しないシナリオです。イノベーシ

ョンを前提とした日本の長期計画と異なり、現状の延長線の技術でGHGを

80%削減、95%削減するシナリオであることも注目して下さい。 
ドイツと日本は、ともに産業に占める工業生産の割合が高く、多くの類似

点があります。人口1人当たりのGHG排出量も現状はほぼ同じです。しか

し、両国のエネルギー事情を詳しく見れば、下記のように重要な相違点もあ

ります。 
・再生可能エネルギーについて、ドイツは風力発電が主体で、太陽光発電

の比率はそれほど大きくありません。風況の良い立地に設置された風力発電

の発電変動は、太陽光発電よりかなり小さいものです。 
・欧州各国は送電網でつながっているため、発電電力量の時間的な変動を

地域的な需給バランスで吸収する余地があります。 
・ドイツは水力発電が乏しいのですが、北海を挟んで隣接するノルウェー

は極めて豊富な水力資源を有しています。ドイツは、ノルウェーの揚水発電

と接続する高圧ケーブルを順次増強する計画となっている。 
GHG 削減に関し、日独の相違を認識した上で、ドイツのシナリオを参考

に、日本シナリオを創出することが重要です。 
 


