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【巻頭言】 

ターザンと森林資源 

 

           山本武彦（CESNA 理事⾧） 

 

 子供の頃の大きな楽しみのひとつが、親や兄弟と一緒に映画館に行って映画を見る

ことだった。お目当ての映画が始まる前に必ず上映されるニュース映画と次回映画の

予告編もワクワク気分で見たものだ。まだテレビが世に出る前の時代で、邦画は東映

の時代劇が大の楽しみ。大川橋蔵や中村錦之助、伏見扇太郎、桜町ひろ子、花園ひろ

みなどの俳優の名がいまも浮かぶ。洋画では西部劇やターザンものが大好きだった。

なかでもターザンが登場する洋画は、主役の格好良さが何とも言えぬ魅力を醸し出

す。特に「あ～あ～あ～」と森の中で叫び、次いで垂れ下がった太いツタにつかまり

木から木へと飛び移る姿が、今も頭のなかに蘇る。 

前回本欄に寄せた一文で、エネルギー資源の構成要素としての森林資源の活用につ

いて触れた。しかし、森林資源は人間生活に命の源を供給する重要な天然資源でもあ

る。安価で地球に優しいエネルギー源だということはよくわかる。子供の頃、冬にな

ると近所の友達と木の切れ端を探してきて道端で焚き火をし、焼き芋を作ってお腹を

膨らませた情景が懐かしい。使う燃料はもちろん木の切れ端である。その木を大量に

使って銭湯のお湯を沸かしていた風呂屋の焚き場での風景が今も瞼に蘇る。昭和２０

年代の子供の頃の主要な燃料資源は、木材などの自然資源であり、やがて石油資源へ

と移っていく。その木材を切り出す場が森であった。 

男の子の子供心を揺さぶったターザンが、銀幕の世界から消えて久しい。経済開発

のグローバリゼーションの大波は、今も果てしなく続く。とくに開発と成⾧の波は北

の世界から赤道以南の南の世界に押し寄せる。北の世界からは消えてしまった多くの

動植物の生きる場所がどんどん消え去っていく。 

絶滅の危機にあるオランウータン。森林破壊や密猟などで親を失ったオランウータ

ンの孤児たちを保護し、人間が親代わりになって、野生で生きる術を教える学校があ

るという。森へ返す日までが⾧い。その森が開発で消えてしまえば、帰る所がなくな

ってしまう。もちろん、ターザンの住むところや活動する場もなくなってしまう。 
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南米のアマゾン川の上流域には原始生活を営むヤノマミ族など原住部族が 70 万人も

住むという。彼らの日常は狩猟生活を基調としており、むろん煮炊きは森の木々を燃

料としている。彼らにとって森林資源は生きるための便（よすが）なのだ。その森林

資源がアマゾン開発に伴って縮小の一途を辿っているという。アフリカ大陸でも、開

発の波は容赦なく森の世界を浸蝕する。映画の世界で躍動するターザンの姿は、ます

ます視界から遠のいていく。ここ数十年、銀幕からターザンはすっかり姿を消してし

まった。 

林野庁の資料によると、世界の森林面積は陸地の 31％を占め、その 45％は熱帯地

域に存在するという。その熱帯地域で育った豊富な木材資源を、これまで燃料資源や

住宅用の建設資源としてふんだんに使ってきた。われわれの住む先進世界では、例え

ば日本でみるとその森林面積は国土の約３分の２を占め、先進国ではトップクラス

だ。そこから産出されるヒノキなどの木材を日本式住宅の重要資源として今も使う。

この伝統が今後も受け継がれていけば、国内の木材資源もやがて廃れていくかもしれ

ない。南の世界に多く分布する熱帯雨林も、今後の第三世界の経済開発が進んでいけ

ば都市化の波に飲み込まれ、どんどん消滅していく。ターザンどころか、オランウー

タンや密林を活動の場とする他の多くの動植物の生きる場が奪われてしまう。 

森林開発を伴なう木材資源を燃料資源として活用するのは、どこまで許されるの

か？ この根源的な問いに対する説得的な答えを、世界はいまだ見出せていない。む

ろん、ターザンの世界が現実に存在するわけではない。が、昔の西洋映画で子供心を

揺さぶったターザンが再び銀幕に現れ、縦横無尽に活躍する場面が想像できるだけで

も楽しい。森林世界が酸素供給の源泉であり、同時に人類の生存に不可欠の天然資源

供給源であることは言うまでもない。 

と同時に、森は燃料資源の一部である木材資源の供給源でもある。地球社会の持続

的生存と燃料資源としての森林資源の確保との間に潜む緊張をいかにほぐしていく

か。ターザンが縦横に活躍する森林世界のイメージを、いかに子供たちに抱かせ続け

ることができるか。発展を求めてやまない人類は、足元で進む森林資源の急速な減少

という悩ましい問題に悩み続ける。 
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【ウェビナー報告】 

 

コロナ時代のエネルギー1 

 

◆パネリスト 

山本武彦（CESNA）、稲垣文昭（秋田大学）、周瑋生（立命館大学）、玉井雅隆（東

北公益文科大学） 

◆司会 

宮𦚰昇（立命館大学） 

 

 コロナ時代においてエネルギー利用が変化しつつある。近年注目されている水素エ

ネルギーをはじめ、脱化石燃料の世界的潮流は日本にも及び、私たちの住む社会や生

活の脱炭素化を後押ししている。本号では、2020 年 12 月 17 日に開催されたウェビナ

ー「水素力 コロナ時代のエネルギー」のうち、専門家による報告とディスカッショ

ンを中心とする第 2 部の内容を整理したうえで掲載する。 

 

■ 水素エネルギーはコロナ時代の未来となるか 

<山本> 政界でも水素エネルギーに関する議員連盟が日本の次世代エネルギー源とし

て、水素エネルギーの活用を推進しており、政府及び与党自民党にも賛同者はおられ

 
1このウェビナーは、CESNA、立命館大学「with／withoutコロナと国境開閉」研究プロジェクト、立命館

大学地域情報研究所重点プロジェクト「アジア・フューチャー・ユニット１」共催で行われた。ウェビナ

ーの内容をもとに、文脈にしたがい修正を加えて掲載する。ウェビナー第1部の講演は非公開のため本誌

には収録していない。なお文中は敬称略としている。本稿掲載にあたり、テープ起こし後の修正作業に多

くの方々の協力をえた。この場を借りて深謝申し上げたい。 
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るのですが、一概に水素エネルギーといっても、まだピンと来ないところもありま

す。 

 地球環境の保全の観点から、太陽光などの新エネルギーが脚光を浴びる中で、近

年、水素エネルギーへの関心が急速に強まっています。我々も車にガソリンを入れる

際、水素のスタンドが並立していることに気づくでしょう。ただ、水素エネルギーを

用いる運輸体系、特に自動車では水素を利用するシステムが完全には確立されていま

せん。依然としてコスト面からガソリン車には対抗できないという現状で、手探りの

状態にあろうかと思います。 

 実際、我々の目につく水素エネルギーは、先述の水素スタンド程度で、日常生活の

中で水素を強く意識する機会は限られています。しかし、現在の経済産業省の戦略を

鑑みれば、近い将来、恐らく 2030 年代には水素エネルギー化が進む可能性は非常に

高く、同時に、安倍政権時から新エネルギー開発に関する国家戦略が相次いで打ち出

されています。水素、太陽光等々の自然エネルギー、CO₂を排出しない新エネルギー

の存在が拡大する中で、日本の技術開発力がこれから試されるかと思います。 

 とりわけ、人口増加という時代環境に際しては、東アジア、特に中国の技術開発と

現実への適用が待たれており、日本も東アジアの一角として、持てる技術力を水素等

の近未来エネルギーの開発に応用すべきでしょう。コスト・ベネフィットの点から

は、企業も水素を中心とする新エネルギーの開発に技術と資源を投下しており、エネ

ルギー転換の早期の実現は、日本の経済、及び環境の安全保障にとって喫緊の課題で

す。 

企業努力と共に、日本国の努力が必要とされる近未来においては、国民の意識のさ

らなる向上が求められ、教育の見地からも、年少、小・中学校等の義務教育、中等、

高等へと普及させていくことが重要です。尤も言うは易く、実際は非常に難しいのが

エネルギー分野でありまして、企業努力だけでは達成できない部分に、政府が国家目

標として資源を投下する、そうならざるを得ないと思います。 

 こうした観点から、今回のディスカッションを、実り多い未来志向型の議論にする

べく、皆さんのご協力、知恵をぜひとも拝借いたしたいと思います。 

 

<司会> それでは最初に、稲垣先生よりお話をいただきたいと思います。 
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■加速化する脱炭素化 

<稲垣> 私は、秋田大学の国際資源学部、国際資源学研究科に在籍し、資源問題、エ

ネルギー問題についての研究及び教育を行っています。 

純粋にエネルギー問題、特に水素となると、やはり脱炭素化が加速化するのか否かが

一つのポイントかと思います。 

2020 年はコロナ時代であり、ポストコロナ、もしくはウィズコロナかは分かりません

が、エネルギーに関する動向もまた活発でした。菅政権による 2050 年カーボンニュ

ートラル宣言や、ドイツ・メルケル首相のグリーンエネルギー戦略の背景にも、元来

2020 年がパリ協定の国別目標提出年であったという事実があります。コロナの有無に

関わらず、年内にあらゆる国が再生可能エネルギーを増やし、地球温暖化対策を行う

方針でしたが、コロナによって再生可能エネルギーへの傾倒は加速しました。 

 加えて、「RE100(リニューアブルエナジー100％)」のように、米アップルといった

会社では、再生可能エネルギーを 100％活用した製品を発表しています。これによっ

て投資を呼び込む傍ら、非 RE100 企業には、金融界からダイベストメントで資金を引

き揚げるといった圧力が掛かります。市場を中心として、再生可能エネルギーを推進

する流れがありました。日本の電力業界は石炭火力に依存していることで批判を浴び

ましたが、紛れもなくコロナ前から、脱炭素の動きは加速しており、コロナが追い打

ちを掛けたと考えられます。 

 もう一つは、移動の自粛です。石油の消費では、ガソリンを使う車が多いですが、

移動自粛やロックアウトで石油の消費が減り、価格が低下します。なおかつ将来的な

需要も低迷する可能性があるので、石油産業への投資が減り、油田の開発が停滞する

可能性もある。こうして再生可能エネルギーの次世代産業に投資すべきだという流れ

になります。 

 コロナで膨れ上がった社会保障費が財政を圧迫する中、斜陽産業に投資するのか、

新規産業に投資するのかを考えれば、再生可能エネルギーが重点投資の対象となる。

その点、石油よりも有利であると思います。これがどう進むか、コロナがどれだけ継

続するかによっても変わってくるでしょうが。 
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 例えば秋田を考えると、まさに菅総理は秋田出身で、秋田は今すごく盛り上がって

いますが、今注目されているのは洋上風力発電所です。秋田での計画は世界的にも注

目を浴びています。単純計算ですが、今の買取価格では、秋田の洋上風力は理論上、

年間 3,000 億の売上げに匹敵するポテンシャルがあるのです。秋田なら 1,000 基以上

の洋上風力発電機を設置でき、工場も誘致できます。こうして新しい雇用が生まれる

可能性があるので、秋田の期待は大きいんです。このように新しい産業という形で、

再生可能エネルギーへの注目は加速するでしょう。 

 一方で、洋上風力をはじめ、再生可能エネルギーの供給は安定化しないと前々から

言われています。この電力供給を安定させるには、バッテリー、あるいは水素が重要

になりますが、専門家に言わせれば、褐炭からつくる水素は純粋なグリーン水素(G 水

素)ではないという批判がある。この点で洋上風力発電は望ましいのです。 

 例えばフランスのエネルギー企業にかつてのフランスガス公社（Gaz de France）で

は現在、エンジー(Engie)という再生可能エネルギーに注力している会社があります

が、同社は日本での洋上風力発電に投資する意欲を見せています。さらにエンジー社

はバイオマス発電にも関心がある。ここで問題になるのが、「B2T」(ビジネス・ツ

ー・テリトリー)です。再生可能エネルギーを使えば、それだけ新しい技術が必要とさ

れる。コミュニティー、特に自治体が再生可能エネルギーを扱えなければいけませ

ん。エンジーもこの洋上風力に関して、水素を社会インフラとして捉え、自治体の対

応に注目しています。 

 エンジーは、洋上風力を軸にまちの運営を組み立て、これを新しいビジネスチャン

スと見ていますが、日本の水素の話で欠けているのも、やはりこのスマートシティ

ー、コミュニティーとしての再生可能エネルギーとの関わり方、ガバナンスの部分の

議論です。この点は今後の課題となります。 

 一方で、再生可能エネルギーの推進を考えると、バランスが重要になります。スマ

ートグリッドやスマートシティーでは、再生可能エネルギーを必ずしも大きな発電所

だけに依存せず、各家庭で小型の発電所を稼働し、需給バランスを細かく取ることに

より、電力安定供給を実現させる必要があります。ここには蓄電池、バッテリー、水

素への備えも求められる。今後はこういった課題も顕在化するでしょう。日本、世界

としても、秋田の例のように、電力の工場ができ、雇用が生まれる期待があります

が、それを扱うスマートグリッドの導入は絶対的な鍵です。ここで一番重要なのが、

需給のバランスを取るためのクラウド上のシステムです。このシステムを、アマゾン
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の AWS のようなものに依存していれば、日本はどうしてもイニシアチブを取れませ

ん。どうやって日本がイニシアチブを取るか、ある程度力をつけるかというのも、一

つの課題になると思います。 

 もう一つは、再生可能エネルギーの需給安定に必要なのが、水素を使うバッテリー

です。リチウムイオンバッテリーなどを使うための資源としては、コバルトとかリチ

ウムといったレアメタル、レアアースがあり、これをどうやって確保するかは、エネ

ルギー安全保障上の課題になってくるでしょう。 

 こうした前提を踏まえれば、本当にカーボンニュートラルで完全な脱炭素化が可能

なのか、我々は考えなければいけない。そこで完全な脱炭素化を絶対的に目指すので

はなく、ある程度価格、商業ベースの実現可能性を考えながらやっていく必要性があ

ると思います。例えば、地方において秋田、山形など平均所得が低いところで、ガソ

リンや石油を使わずに本当に生活できるかという問題がある。また脱炭素化となると

モビリティー関係が注目されますが、実は一番大きい問題は暖房なのです。寒冷地に

おける暖房で、物を燃やさず、炭素を燃やさず暖を取るところにどうシフトさせるか

は大きな課題です。 

 コロナによる新しい流れとしては、レンタカーの需要が増えていることから、パー

ソナルなモビリティーへの回帰が見られます。公共交通機関だけではなく、感染症対

策という意味では、小型でパーソナル移動手段に対して注目が集まっている。この小

型モビリティーをどうやって再生可能エネルギーで実現するか、それを広めるかが問

われるでしょう。 

 非常に雑駁ですが、私からの報告は以上です。どうもありがとうございました。 

 

<司会> ありがとうございました。再生可能エネルギーの開発が、コロナの状況下で

加速し、移動の自粛で石油消費が減っていることで再生可能エネルギーが後押しされ

ていること、秋田県の洋上風力の例などのアイデア等をお話しいただきました。続け

て周先生、よろしくお願いいたします。 

 

■中国の「パリ目標」実現と水素エネルギーへの期待 
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<周> 立命館大学の周です。日本は、この分野では世界最先端の技術と能力を持って

いますね。例えば水素の燃料電池では、トヨタの燃料電池関連の特許は世界の 5 割を

占めていて、この点は非常に立派で、世界の未来を先取りする力を秘めていると言え

ます。 

 そこで今日、私は主に中国の話をさせていただきます。 

テーマの一つが「コロナ時代」ですが、今回のコロナからの示唆としては、人間社

会が非常に脆弱であること、アメリカの事情も含めて国際協力は非常に重要であるこ

とがありました。特に非伝統安全保障、エネルギー、食糧、公衆衛生、気候変動の分

野においては、国際協力が非常に重要です。そしてもう一つ、新たな文明を創出する

必要があるのではないか。抽象的ですが、アメリカや他国の対応に鑑みて、この文明

には限界があるように思われました。 

中国の話ですが、ご存じのように昨今大きく発展はしています。特に経済では、

GDP で世界 2 位になりましたが、結果として CO₂の排出量も急速に増加しました。

1997 年の京都議定書の際には中国の CO₂排出は 1 人当たりではアメリカの 4 分の 1

以下、総量では５分の３でしたが、今はそれぞれアメリカの５分の２と 1.9 倍とな

り、総排出量は世界最大です。エネルギー消費量、名目 GDP でも日本を超え、2014

年は PPP 換算でアメリカと同じレベルですから、中国の発展は責任も伴います。 

 中国は気候変動に関して、様々な目標を公示しています。最近では、2020 年 12 月

12 日の世界気候野心サミット（Climate ambition Summit）において、政府の国際公

約として、2030 年に GDP 当たりの CO₂排出量を 2005 年比で 65％以上削減し、１次

エネルギー消費に占める非化石エネルギーの割合を 25％前後とし、森林蓄積量を 05

年より 60 億立方メートル増やし、風力、太陽光発電新エネルギーの設備容量は 12 億

kw 以上にするというように、具体的な国際公約を打ち出しました。パリ協定の INDC

（Intended Nationally Determined Contributions）目標は、2030 年時点の GDP 当た

りの排出量は 2005 年比で 60 から 65％の削減でした。我々の研究室の分析では、名目

GDP 換算では、既に 2014 年に当該目標は達成していますが、実質 GDP では、今後

毎年 3.93％の減少率で GDP 当たりの CO₂排出量全体を低減する必要があります。 

もう一つの目標として、2030 年までにピークアウト目標を実現することがあり、中

国政府もこれを公言しています。我々も 2030 年をピークとするシミュレーションを

行いましたが、まずはエネルギー構造を大幅に改善しなければいけない。特に電量分
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野のシェアを拡大し、石炭の最終消費量を急激に減少させなければ、2030 年目標は達

成できないというシミュレーション結果になりました。 

2020 年 9 月には、国連総会で初めて 2060 年実質ゼロという絶対値目標を提示しま

した。温室効果ガスの実質排出量をゼロにするというもので、これには排出源抑制の

さらなる強化、そして排出分抑制、すなわち排出した二酸化炭素をいかに回収、利

用、貯留するかが問われます。これについても、ロードマップと課題の分析は既に行

ってみました。 

 ゼロ目標を実現する方策ですが、方程式から見てみれば、1 番に人口を抑制しなけ

ればいけない。2 番目に生活方式、ライフスタイルの変革、また経済成⾧の追求と並

ぶ、定常経済の発展です。3 番目は省エネ、産業構造の改善、4 番目が燃料転換と新エ

ネルギーの導入、5 番目は植林・吸収源の拡大、6 番目は回収処分貯留です。 

 経済に関しても試算を行いました。コロナの影響で中国の成⾧は不明瞭ですが、ま

ず成⾧率を 3％と置くと、来年からは 6％、2030 年までに 3％に減少するシナリオ。

この 3％を 2060 年まで続ける定常型経済では、名目 GDP で換算すると、１人当たり

GDP が 2060 年には 4 万ドルで、PPP 換算なら 7 万ドル前後の見通しとなる。 

そして今回の課題、エネルギー問題です。構造の転換、新エネルギーの導入等が必

要であって、2060 年までに、1 次エネルギーの供給と、最新エネルギーの消費構造を

どう変化させていくかは、2060 年目標達成の鍵になります。特にエネルギー構成にお

ける石炭と新エネルギー、そして次世代エネルギーである核融合技術について説明し

ましょう。 

 中国のエネルギー構造は、石炭の消費量が 6 割近い状態で、この 6 割近いエネルギ

ーをいかに代替するかとなれば、一つは新エネルギー、もう一つは将来の核融合技術

です。新エネルギー技術には弱点もあり、安定性が問題ですが、中国では 2008 年前

後から急速に新エネルギーの量は増加しています。ただし、このエネルギーを使い切

れず、送電できないことに依るロス、ミスマッチが大変な課題になっています。すな

わち発電しても、送電できない、ユーザーのところに届けないという状態です。 

 石炭 6 割も世界最大規模の一角です。最近は減少傾向にありましたが、再び増加に

転じているように、石炭消費の削減は簡単ではない。石炭が削減できなければ、2060

年目標も達成できません。技術対策としては、クリーンな石炭技術（CCT）、水素へ
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の転換、CCS（排出 CO₂の回収・貯留）、または CCUS（CO₂の回収・利用）などが

今後求められると思います。 

 エネルギー、特に電力は、3 つの電源、ベースロード電源、ミドル電源とピーク電

源に分けることができます。各電源はそれぞれ特徴的で、いかにベストミックスする

かは非常に重要なテーマとなります。中国では依然として課題があります。 

 一つに、ベースロード電源の代替源、現在の石炭 6 割をどういうエネルギー源で代

替するかの問題です。 

 もう一つは、出力変動容易な電源の比率は、現在 6％以下でしかない。安定性、電

力コスト等の問題が発生しますが、ベース電源となるのは、日本の場合では原子力な

どですが、中国でも原子力はベース電源の一つではありますが、量はまだ非常に少な

いため、2030 年時点で 100 基まで建設するという計画があります。がしかし、反対や

立地条件の問題など、課題は多々あると思います。原子力問題にはご存じのようにエ

ネルギーのみならず、安全問題も関わります。 

 最近は一つ朗報があります。中国では 2020 年 12 月 4 日、次世代の次世代制御可能

核融合研究装置「中国還流器 2 号 M（HL−2M）」が成都市で完成し、初の放電に成

功し、核融合研究に大きな一歩。１.5 億度（太陽中心部温度の 10 倍に相当するとい

う）の高温に達することが可能とされ、中国では「人工太陽」と呼ばれている。中国

は、日米欧などがフランスに建設中の「国際熱核融合実験炉（ITER）」のプロジェク

トに参加しており、ＨＬ−２Ｍを活用して技術支援する考えです。 

 次は水素についてです。太陽光、風力など新エネルギーは、量こそ大きいが、密度

は非常に低く、そして不安定です。石炭は、中国では約 300 年の可採可能量が有ると

されていますが、汚染が大きい。これらの課題を解決するための方策の一つとして

は、水素技術とのリンクです。新エネルギーの場合は、その電力を利用して、水を分

解して水素をつくる。水素は割と安定し⾧距離輸送も可能であります。石炭の場合

は、石炭から水素をつくる。水素はクリーンなエネルギーです。課題としては、石炭

から水素をつくる際、を大量に排出する CO₂の処理問題です。これについては CCS

か CCUS によって、現地または遠隔地で地中に貯留する対策を用いて、エネルギー問

題と CO₂問題の解決も同時に可能にする仕組です。 

 中国は新エネルギー車にかなり力を入れていて、特に電気自動車では、世界最大の

シェアを占めている。しかし燃料電池自動車は始まったばかりで、シェアも非常に少
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ない。日本は先申しました通り、トヨタだけで世界の 5 割の特許を取っているよう

に、非常に強い国です。 

 中国の現状としては、政府も初めて水素エネルギーの活用を明記することになりま

した。今年から、初めてエネルギー統計年鑑に水素を入れたこともあり、今後はエネ

ルギー戦略の中で非常に重要な位置づけになるはずです。水素の世界全体での生産量

は年間約 6,300 万トン、中国は 2,200 万トンで、すなわち世界の 3 分の 1 を占める最

大の水素生産大国です。上海等では水素エネルギーモデル地区の計画も存在し、基礎

研究から応用研究、実証まで、様々な経験、実績を積み重ねています。 

 ただし、依然として課題があります。中国の水素は主に石炭で製造され、用途も物

流車が多く 64％、あとは路線バス、⾧距離バスなどです。各都市の水素ステーショ

ン、車両の数も少ない。今までの水素関連政策は、主に燃料電池車を主眼において策

定されていたため、全体的な開発戦略とロードマップも欠けている。技術・コスト面

でも、アメリカ、日本との格差が非常に大きく、現状はまだ始まったばかりです。車

両全体の安全性、信頼性、耐久性にも課題が残っています。 

 今後の方向性としては、まず石炭から水素をつくり、CCUS で CO₂を除去すること

です。更に、再生可能なエネルギーを利用して水の電気分解で水素をつくる、また再

生可能エネルギーの不安定性を解決し、安定して水素を提供することになります。

様々な技術面で、⾧期的な国家戦略の構築も必要だと思います。 

 

<司会> 周先生、ありがとうございました。2060 年の実質ゼロ目標の実現に向け、中

国も様々な取組を行っていますね。2020 年 12 月の気候サミットにおける習主席のイ

ニシアチブ、あるいは 2014 年パリ協定目標の達成、エネルギー手段としての核融合

や、次世代エネルギーとしての水素など、幅広いお話でした。 

 それでは玉井雅隆先生にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

■水素エネルギーと鉄道 

<玉井> 本日は、水素エネルギーと鉄道に関して、話をしていきたいと思います。特

に省エネと鉄道についてです。電車と言っても様々な種類がある訳ですが、先生方ご

承知のとおり、鉄道は環境への負荷が非常に少ないです。1 人 1 キロ運ぶのに排出す
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る CO₂は、車が 168 に対して、鉄道は 22、国土交通省のデータでは 8 分の 1 です

ね。 

 ただ、1 つ気をつける点として、これは都市部の話です。例えば酒田、秋田など

で、がらがらの列車を走らせれば、逆に鉄道のほうが負荷は高いという気もします。

日本の各部分における CO₂の排出を考えれば運輸部門も削減が必要です。旅客輸送の

割合は、人/キロでいうと、2016 年で鉄道が 3 割、うち貨物は 5％、これは東京～北

海道など、ほぼ⾧距離ばかりです。そして 3 割合を占めている割に、鉄道の CO₂排出

は僅か 1％未満でしかない。旅客輸送だけで 3 割を占めているのに 1％未満なのだか

ら、どれだけ鉄道が環境に優しいかは明らかです。菅首相も CO₂を減らしていくとい

う話をしていますが、鉄道の貢献には期待できます。 

 ただ、やはり地方が問題です。鉄道会社も昨今、省エネに関しては一生懸命考えて

いて、例えば、旧式の電車を新式に取り替え、燃費を向上させている。JR 東日本では

ほとんどを新式に更新しました。地方を走るディーゼルも、ハイブリッドへ置き換え

る計画です。そしてこの背景には、省エネに加え、鉄道車両工業の衰退があります。 

 現在、専業でやっている会社は 3 つのみで、大手は JR 東海の子会社である「日本車

両」、JR 西日本が 50％近く出資する近鉄子会社の「近畿車両」があります。2000 年

代に近鉄が赤字になり、近畿車両としては、親会社が車両を造れなかったことから JR

西日本に出資を仰いだ訳です。「総合車両製作所」も、東急が子会社を維持できない

ということで、JR 東日本が救済合併したものです。 

 鉄道車両工業の部門としては、川重と日立が存在しますが、いずれも海外でも競争

力が全くない。新幹線などは、技術や安全性が過剰に高すぎることから全く売れず、

結局日本の鉄道企業は海外市場を獲得できない。日本国内も 1990 年代以降バブル崩

壊に伴い、車両製造は落ち目となってしまいました。ディーゼルカーの製造では新潟

鐵工と富士重がありましたが、新潟鐵工は 2001 年に会社更生法が適用されました。

1980 年から 90 年代にかけて、赤字ローカル線がどんどん廃止され、もしくは第三セ

クターになったことで、ディーゼルカー需要がぐんと落ち込んだ。富士重も事業撤退

し、新潟トランシスに一本化された。こうして現在ディーゼルを作れるのは 1 社だけ

です。JR 北海道などは、富士重の撤退で苦境に立たされています。 

 このように鉄道車両業界はどんどん縮小し、ディーゼルカーの製造ノウハウも失わ

れていく過程で、ハイブリッド、要するに電車の技術を転用せざるを得ない事情もあ

るのです。 
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 地方ローカル線の衰退、第三セクター鉄道の廃業、そして自家用車との競争で、ロ

ーカル線はもはや敗者です。少子化によって高校生も使いません。ローカル線の 2 大

需要は高校生と病院の通院ですが、お年寄りは車に乗り換え、通院需要もなくなりま

した。ディーゼルカーのみでは市場が成り立たず、海外のメーカーも入れない。EU

からは非課税障壁だとの批判もあり、結局、ハイブリッドに移行せざるを得ないとい

う状況です。 

 ハイブリッド車から水素エネルギー車への移行ですが、ハイブリッド車の研究は海

外が一歩進んでいます。ポーランド、チェコ等でも、電気を充電してそのまま走らせ

る、架線なしで走らせる鉄道がある。例によってヨーロッパは町並みが非常に保全さ

れており、架線を張れない地域もあるので、そこでハイブリッド車を導入していま

す。町並みがすっきりする訳です。 

 日本でも、2003 年に JR 東日本が開発を始め、2007 年に小海線というローカル線

に、キハ E200 という、世界初の営業用ハイブリッド気動車が登場しました。清里な

どがあり、環境に対するアピールとして、3 両だけ投入したものです。2010 年から

は、HB-E300 型という種を、⾧野や東北で環境アピールとして導入しました。 

2010 年以降、JR 貨物の HB-E300、JR 東海の特急ディーゼルカー、JR 西日本のト

ワイライトエクスプレス瑞風などハイブリッドを造らざるを得ない状況となってきま

した。 仙台から石巻を結ぶ快速 HB-E200 などは、これまで電化方式の違いから直

通列車をつくれなかったものを、東日本大震災をきっかけに、ハイブリッドを導入し

ました。JR 各社のハイブリッドは、ディーゼルエンジンで電気を発電し、それで動か

す方式です。ディーゼルで蓄電して、その蓄電した電気でモーターを動かす。要する

に、論理的には電車と一緒です。電気をどうやって発電しているかの違いです。これ

により、例えば在来型のキハ 66 と比べて、2 割燃料消費を削減しました。一部は電気

で走り、他区間ではバッテリーで動く。リチウムバッテリーの実用化によって実現し

た芸当です。電化された終点の駅で急速充電し、帰りにもう一回戻ることもできる。

距離は 20 キロ弱ですが、逆に言えばバッテリーで走らそうと思えば 20 キロが限界、

それ以上ならば、充電が 1 回必要になる。 

 同じく、直流区間じゃなくて交流区間ということで、秋田から延びている男鹿線で

すが、JR 九州の技術を導入しています。秋田から追分という 3 駅目までは電気を充電

しながら走って、追分から先は、充電した電気をモーターに伝えて走らせるハイブリ

ッドです。「DENCHA」という愛称の列車も、博多から宇美、西戸崎までは電車で、



Volume 3, 2021 

 

14 

 

香椎というところで充電して、ここから先はバッテリーで動く。これらはリチウムバ

ッテリーありきですが、ここから先もう一歩進みます。2 か月前に JR 東日本とトヨタ

と日立が合同で発表したのが水素燃料です。水素燃料で電車を動かす、

HYBARI(HYdrogen-hyBrid Advanced Rail vehicle for Innovation)と呼ばれ、技術的に

はトヨタの FCV 技術、水素燃料車の燃料電池が使われる。ハイブリッド駆動システム

は日立、JR 東日本は車両。こういった形で、漸進的にハイブリッドから水素燃料へ移

行します。 

 何故こんなものを造るのか。先ほども言いましたが、水素エネルギーで、空気中の

酸素を取り込んで発電をします。燃料電池で発電をして、DC コンバーターで変換し

て蓄電、これで電車を動かします。先ほどのハイブリッドは、ディーゼルエンジンを

動かして蓄電して動かす、もしくは電気を取り込んで蓄電して動かすだったのが、こ

れは水素エネルギーを使うことになります。これの試験開発をしようということで、

鶴見線というマイナーな路線、私は用事で偶然乗りましたが、短いローカルで昼間は

全く走っていない路線と、南武線の尻手支線で実験をしています。 

先ほどのリチウムでは、大体 20 キロから 30 キロが限界ですが、これは 140 キロ走

れる。140 キロだと、東京から小田原の先くらいですね。そう考えると、結構使える

技術です。 

 なぜ水素エネルギーかといえば、1 つは、ハイブリッド車や蓄電池車の 2000 年代か

らの開発ノウハウが応用できたこと。2 つ目が架線レス、つまり架線が要りません。

充電するためには架線が要りますが、水素は架線が要らないので、輸送障害、要する

に架線が原因の輸送障害を減少させることができて、コストも減る。当たり前です

が、鉄道の架線は銅を使っていて、その銅の大変高いコストが削減できて保守作業も

減る。東京の終電が早くなるのは、保守作業の時間を確保するためですが、その保守

作業が削減できるわけです。何年か前の事件として、架線柱が倒れて京浜東北線が止

まったことがありましたが、それもなくなる。将来的には、JR 東日本の山手線も架線

レスになると言われています。 

 そして、車体の構造が電車と同じになる。基本的に発電するのが発電所か、電車の

車体かの違いだけで、後は一緒なので、電車のシステムが使える。先ほど言いました

が、ディーゼルカーのノウハウはもはやなく、技術者も減っていく中で、電車側に技

術を寄せていくことで保守作業を軽減でき、開発経費も下がると見られています。 

路面電車の架線レスといえば、ヨーロッパの路線電車はリチウムイオンバッテリーを
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用いていますが、これは通勤路線ではなかなか難しいでしょう。現状、ハイブリッド

がかなり成功していて、さらに水素エネルギー車が登場すれば、恐らくどちらかで通

勤路線の架線レスを図ることができると思われます。 

 ここから先は私の予想ですが、恐らく海外に売り込む計画もあります。ご承知のと

おり、海外では鉄道の保守がうまくいかないとか、そこまで手が回らない国が多く、

保守が減る点はセールスポイントです。これで売り込みを図ろうとしているのではな

いか。 

 二世代前の山手線で走っていた JR 東日本の 205 系という通勤電車があります。今

はＥ235 が走っていて、Ｅ235 の前がＥ231 で、その前の国鉄時代に開発されたのが

205 系ですが、あの電車が実は今、ジャカルタを走っている。1,000 両近く輸出されて

います。これに倣って鉄道の輸出を目指しているというのが、私の意見です。 

 

<司会> 玉井先生、ありがとうございました。 

 ハイブリッド車から蓄電池車を経て、水素エネルギー車まで、鉄道で新しいエネル

ギーの導入が非常に進化しているということを聞いて、大変勉強になりました。コロ

ナ時代のエネルギーの使い方として明るい未来がみえてきました。 

 

■パネルディスカッション：未来目標、新エネルギー源、化石燃料の行方 

先生方のご報告をふまえ、司会としてディスカッションの論点を３つ提示します。 

第一には、目標が大切だと思います。何年までに何％、というのが国際的な合意で

よく見られますが、その目標に向けて、CO₂を削減すると同時に、グリーンエネルギ

ーに適応した社会というものも求められます。これは単純に CO₂が少ない社会という

だけではなく、他にも何か変わってくる。2060 年、50 年、30 年に、どのような社会

を我々は目指しているのか。 

 第二が、エネルギー源です。水素は注目の新世代エネルギーになりますが、同時に

現時点での限界もあります。山本先生の言うインフラの限界、あるいは蓄電する際に

用いるエネルギーの話で、稲垣先生の言う、グリーンエネルギーでできた「グリーン

水素」ならばよいと思いますが、そうできない事情もある。先に述べた褐炭も一例で
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すが、新エネルギーに関して、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのか

を、もう一度お願いします。 

 第三は、「裏方」になる化石燃料に関してです。石炭、石油、天然ガスなど、今ま

での社会を支えてきたものですが、CO₂を削減するという時代でのこれらの扱いにつ

いても同時に考えたく思います。化石燃料の比率がゼロになることは恐らくない。

2060 年、2050 年にどうなるかは不明ですが、これをゼロにするのか否か。CO₂ゼロ

目標はありますが、石炭、石油、天然ガスの 3 つの化石燃料について、どのような未

来があるのか、もしくはないのか。 

 私はモンゴルによく赴きます。モンゴルは経済的に石炭の輸出で成り立つ国です。

もちろん自然エネルギー、例えば風力発電について一生懸命取り組んでいますが、発

展途上です。そのような国が今後どうなるか。稲垣先生がおっしゃった暖房では、石

炭をよく使っています。いわゆるゲル地区と言われる、昔ながらのゲルが集まった地

区が都市部の周辺にあります。経済的には厳しい地区で、ここでは石炭をそのまま燃

やして暖をとるため、大気汚染がひどい。ウランバートルは盆地なので、冬は厳しい

汚染になっています。2019 年から暖房用の石炭を豆炭にする運動があり、多少大気汚

染は解消されたと聞きます。このように化石燃料を使わざるを得ない国も世界には

多々あります。自然エネルギー、新エネルギーの導入にはお金がかかり、技術も要り

ます。先進国や経済大国から始まるのはやむを得ないことでも、発展途上国にどのよ

うに広げていくのかは課題です。 

 それでは、パネルディスカッションとして３つの論点についてお話しいただければ

と思います。山本 CESNA 理事⾧から順にコメントをいただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 

■ 風力エネルギーの可能性 

<山本> どうもありがとうございました。ご専門の観点から詳しいお話をいただきま

した。私からは、もう勉強になったとただ一言でありまして、北は秋田から、風力発

電が水素エネルギーにつながっていくというのも大変勉強になりました。 

 日本は、やはり四方を海に囲まれた国ですし、距離を離れたところにウラジオスト

ク、そして中国といった極東アジアの大きな地域を抱えている。その日本から技術を

発信していくということの重要性を改めて感じました。ありがとうございます。 
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 そして、周先生には、中国の実情を大変詳しくお話しいただきました。私、実は今

後の国際社会におけるエネルギー問題の鍵を握っているのは、無論アメリカ大陸も無

下にはできませんが、中国ではないか。とりわけ 13、4 億の人口を抱える中国が、将

来のエネルギー問題の鍵を握る国、地域ではないかという点で、非常に興味深くお話

を伺わせていただきました。 

 とりわけ、今後の新エネルギーという点から、風力のエネルギー源をどう生かして

いくのだろうかということで関心を持っております。 

 先日、テレビを見ていましても、新疆ウイグル自治区の電力問題は、中国の一つの

発展にとって大きな鍵であるという報道がありましたが、私も全く同感であり、巨大

な地理空間を持っている中国が、今後の極東アジアにおけるエネルギー安全保障、ひ

いては地域全体の安全保障にまで関わる重要な国、地域であろうという関心を持って

おります。 

 その点で、日本も何らかの関与をしていく国であり、とりわけ秋田も風力発電の現

地を見学したときの印象が強く残っています。これが日本全国の注目を集めないとこ

ろが悲しいところでして、稲垣先生のさらなるご奮闘を日本全国に発信していただき

たいですね。 

 あれは大変面白いプラントだと思いました。ですから、秋田モデルを九州にまで広

げ、日本の海の立地を生かした風力発電、場合によっては水力、潮力にまで問題関心

を日本に広げていくべきじゃないのかなという感想を持ちました。 

 また、玉井先生は、さすが電車の専門家でありまして、東京に住んでいても全然知

りませんでした。東日本も、今後電力需要が広まっていき、同時に陸上輸送の中の鉄

道輸送もさらに注目されるところですので、鉄道専門家でいらっしゃる玉井先生のさ

らなるご研究の発展をお祈りいたします。 

 

■風力と水素のコンビ 

<稲垣> 司会から提起された 3 つの点について、簡単に私が答えられる範囲でお答え

したいなと思いつつ、2030 年、2050 年、2060 年と、やはり我々はどうしてもサステ

ナブルな方向に向かわざるを得ないだろうと思うんですね。そこで重要になってくる

のが、周先生のお話にもあった電力供給のロスとか、いかに各部でエネルギーロスを
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減らしていくかという省エネが、やはり今まで以上に模索されていくでしょう。細か

いところでの省エネを追求して、うまくお互いにパーソナルなレベルで電力やエネル

ギーを融通するシステムを構築していくことが求められていると思います。 

 その上で、水素と風力の新エネルギーの利点と限界に関してですが、水素と風力は

多分一番いいコンビネーションだと思うんですね。風力で水素をつくって、水素が風

力でつくったエネルギーをうまく各所で使えるように橋渡しするという役割になると

思うので、この 2 つの技術をうまく使っていくことが、私は一番いいと思っていま

す。 

 水素に関しては、やはりどこの国も考えているように、ローカルで消費できるもの

はローカルエネルギーの一つだと思うので、質問でも輸出のような取引ができるもの

ですかとありましたが、輸出入の取引よりも、実際はローカルエネルギーの一番要に

なろうと考えられているのではないかと。もちろん、足りない部分、過剰になった部

分の輸出入はあるかと思いますが一番はローカルかなと思っています。 

 ただ、一方で、3 番目の化石燃料の点ですが、ひとまず天然ガスは CO₂排出量が少

ないという点で残ると思いますし、途上国において石炭なしでやっていくのは難しい

と思うので、途上国を中心に石炭はある程度は残ると私は思っています。ただ、石炭

に CO₂削減や、高効率化を求めると価格が高くなってしまって、なおかつメンテナン

スも途上国には技術的に難しいので、風力とか太陽光のほうが途上国にとってメンテ

ナンスが楽だとなると、実は案外途上国でも再生可能エネルギーに進むのかなと。そ

のときは、ただし、マイクログリッドというかローカルなグリッドで、ナショナルグ

リッドに接続しない形での再生可能エネルギー施設の乱立という形になると思います

けど。 

 そういったところで、どうバランスを取るかだと思います。IEA のワールドエナジ

ーアウトルックでも、暖房が一番課題なんだと言われていますがやはり我々は物を燃

やさずに暖を取るのが難しいと思うので、いかに暖房エネルギーを効率的に使えるよ

うになるか、再生可能エネルギーから取れるかというところが一つの分かれ目になっ

て、これからは 2060 年に向かって、再生可能エネルギーの効率的な暖房エネルギー

への転用が一つの課題になると思っています。 

 雑駁な答えになってしまいましたが、以上で私の答えとしたいと思います。 
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<司会> どうもありがとうございました。 

 それでは、周先生よろしくお願いします。 

 

■歴史的観点からみる 

<周> 山本先生にお話しいただき、ありがとうございます。頑張ってまたいろいろ研

究を進めていきたいと思っております。 

 質問は 3 つありますが、1 つ目は化石燃料の位置づけです。地球の 46 億年ぐらいの

歴史から考えれば、私ら人類の歴史はそれほど⾧くないんですが、その人類の進化に

化石燃料は不可欠なものではないんですね。実は、人類の進化は化石燃料がなくても

可能だった。化石燃料がたまたまに地球の中にあっただけですから、脱化石燃料の社

会をつくることも、可能性はあるのではないかなと思います。 

 たまたま産業革命以来、化石燃料の社会に依存してしまっただけではないでしょう

か。ただ人類社会がどうやって思い切って脱化石燃料社会をつくるかは、決断や英知

が必要ですし、モンゴルのような石炭の埋蔵量が豊富な地域はどうすればいいか、多

分水素は一つの出口ではないかと思うんですね。21 世紀の後半に、CO₂実質ゼロ、

2℃、1.5℃といった目標を達成するためには、石炭はどうしても座礁資産になってし

まう。 

 ですから、モンゴルのような社会をいかに化石燃料依存から、新たなクリーンなエ

ネルギーに転換することは、今から先見の明をとって計画していかないと、将来は規

制がくると私は思います。 

 あとは、先ほど山本先生がおっしゃいました風力等の位置づけですが、実は中国は

ご存じのように、風力でも世界最大規模です。ただし、風力、水力と太陽光発電の 3

つの発電はかなり地域に点在していて電力網に送電するときはなかなか規制されて送

電できない。できない量は実は毎年 1,000 億キロワットあるんです。1,000 億キロワッ

ト・アワーという数字は、3,000 万キロワットの火力発電に相当し、三峡ダムの 1 年

間の発電量に相当する。そのような量を新エネルギーとして発電しても、送電できな

いということですから、中国の場合は、この送電網の整備が喫緊の課題です。その出

口の一つも、皆さんがお話されたように、この風力、太陽光の新エネルギー発電の電
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力を生かして水素をつくることです。水素は⾧距離輸送もできるし、そのような形は

恐らくこれから中国が目指していくべき課題ではないかと思います。 

  

<司会> ありがとうございました。 

 それでは最後に、玉井先生、よろしくお願いします。 

 

■低コストの鉄道輸送 

<玉井> 1 点目ですけれども、社会の在り方としてよく言われるのが、今の鉄道会社

がどこも厳しいということです。だから、コストを削らなければいけないが安全のコ

ストは削れない。ましてや日本は人口が減っている。よく、JR 西日本の社⾧が言って

いるように 2030 年が 10 年早く来たと。どういうことかというと、2030 年は団塊ジ

ュニアが定年退職しだす頃なんですね。だからその後を見据えて 10 年先を考えなくち

ゃいけなかったのが、もう今来てしまい、通勤輸送が大分ぼろぼろになってしまっ

た。 

 そこで鉄道輸送の再構築が要るでしょう。もう一回言いますけど、安全に対するコ

ストは削れないので、どこを削るかというと、恐らく先ほどの水素燃料や架線レス

で、かなりコストが減るはずなので、そのあたりを追求していく。社会の在り方も恐

らくコロナによって大分変わって、鉄道業界も恐らくかなり変わるんだろうというこ

とです。地方に至っては、恐らく鉄道存廃の危機に陥ると思います。だから、もう低

コストは最後の切り札になるというふうに思います。 

 化石燃料は恐らく利点と欠点があるので、組合せ、エネルギーミックスになるとい

うふうな気はします。あとは、メタンハイドレート等が出てきたときにどう考えてい

くのか。あれもたしか温暖化効果がかなり高いはずなので、それを使うのか、それも

石炭を使うのか、どっちがましだとか、いっぱい考えなくちゃいけない、まだまだ検

討課題が山積みだと思います。 

  

<司会> 3 人の先生方、ありがとうございました。 
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■水素貿易の可能性 

<司会> ここで１つの質問がフロアから来ています。水素貿易は可能でしょうか。 

 

<玉井> 水素も今の化石燃料みたいに輸出入などで取引されるものになるのではない

でしょうか。ただ、水素を純粋に取り出せる技術がどれだけあるのかがよく分からな

いのですが、恐らく可能性もある、実際に輸入をするとかいう話があるようなので、

可能性はあるのかなという気はします。これは、私個人の感想です。 

 

<司会> 水素貿易は、例えば石炭のような貿易の形態となるのか、あるいは天然ガス

や LNG のようにパイプライン等の輸送手段を求めるのか。動かせるものだとして

も、マーケットとして、価格の決定がどのようになされるのかという話などいろいろ

あると思いますが、稲垣先生はご存じですか。 

 

<稲垣> 私もまだよく水素の取引については分からないですが、やはり価格をどうや

ってつくるかについては、需要が世界的に広がらなければ取引は難しいのではないか

なと思っています。だから、つくられるとしたら本当に水素が今の石油並に使われる

ようになって初めて、そういう取引が成り立つと思っています。 

 

<司会> 本日は、Zoom WEBINAR の「水素力コロナ時代のエネルギー」と題して各

界の専門家のお話をいただきまして、大変有意義な話ができたと思います。CESNA

としても、立命館大学としても大変光栄に思っております。最後に本日の企画にご後

援をいただきました東北公益文科大学の皆様にも厚くお礼を申し上げます。 
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【研究ノート】 

日本における石炭火力発電の将来的な役割について 

対馬健斗（立命館大学 政策科学部４年生） 

 

１研究の背景 

日本における電力供給は、化石燃料を使用する電源に依存している。また日本は、

「第 5 次エネルギー基本計画」の下、2030 年の「エネルギーミックス」実現を目指し

ているが、この「エネルギーミックス」においても電源構成のうち火力発電が 56％程

度1を占めている。特に火力発電の中で電力量当たり最も多くの温室効果ガスを排出す

る石炭火力発電を巡っては、世界の環境団体でつくる「気候行動ネットワーク」から

第 25 回気候変動枠組み条約締約国会議(COP25)期間中に日本が「化石賞」を受賞す

る原因となる2等、強い批判に晒されている。確かに日本の石炭火力発電に対する目標

は、総発電量に占める石炭火力発電の割合を 10 年の約 3 割から徐々に減らして 25 年

には廃止する計画を立てたイギリスや、欧州では特に石炭火力発電への依存度が高い

なかで 2038 年までに石炭・褐炭火力発電所の段階的な廃止を決定したドイツ等に比

べると見劣りすることは事実である。 

しかし日本は脱石炭火力発電に特別に消極的であったわけではない。かつて日本に

おける石炭火力発電はエネルギー革命による石炭から石油への転換や「夢のエネルギ

ー」原子力への転換など、経済性や環境問題、エネルギー安全保障等、様々な観点か

ら何度か縮小に転じたことがある。それでも脱石炭火力発電が達成されなかった理由

としては、二度の石油危機を経験して石炭が石油を代替するエネルギーに位置づけら

れたこと3、石炭火力発電に関係する技術の向上によって環境への負荷が軽減されたこ

と4、福島第一原子力発電所事故の影響でベースロード電源として石炭火力発電が再注

 
1資源エネルギー庁「2030 年エネルギーミックス実現へ向けた対応について～全体整理～」2018 年 3 月

26 日、12 頁 
2『日本経済新聞』2019 年 12 月 4 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52936820U9A201C1CR0000(2020 年 12 月 20 日) 
3資源エネルギー庁「令和元年度エネルギーに関する年次報告」129 頁 
4 J−POWER、「火力発電事業について」 

https://www.jpower.co.jp/bs/karyoku/kar00100.html(2020 年 12 月 20 日) 
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目されたこと5等が挙げられる。特に福島第一原発事故以降の原子力発電に対する国民

の世論は厳しく、原子力文化財団の世論調査によると 2019 年で「原子力発電をしば

らく利用するが、徐々に廃止していくべきだ」と「原子力発電は即時、廃止すべき

だ」が合わせて 60.6％であるのに対し、「原子力発電を増やしていくべきだ」という

主張はわずかに 2.0%で、「東日本大震災以前の原子力発電の状況を維持していくべき

だ」を含めても 11.3％であった。福島第一原発事故前は 30 年以上に亘って原発反対

派が少数派であり、かつてチェルノブイリ原子力発電事故や JCO 臨界事故があっても

それが変化しなかったことから、いかに福島第一原発事故の世論に与える影響が大き

いかが理解できる。石油危機は世界的な影響があった一方で、原子力規制委員会の報

告によると福島第一原発事故は想定外の地震や地震による津波が原因とされており、

これらの発生が多い日本は世界の中でも特殊な事情を抱えているといえる。他にも人

口密度が高い、国土も山がちで可住面積が少ない等、日本の特殊な事情は枚挙に暇が

ない。 

さらに日本は、石炭ガス化複合発電や石炭ガス化燃料電池複合発電等の変換効率の

良い発電方法を開発、硫黄酸化物や窒素酸化物といった汚染物質を抑制する高性能の

フィルターの開発等、石炭火力発電関連の技術の向上に努めてきた6こともまた事実で

ある。 

そこで本稿では、日本における石炭火力発電及びその他の発電方法の現状を調査・

比較し、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための国際枠組みであるパリ協定を

参照することに加えて、日本特有の事情を踏まえた石炭火力発電の未来の役割につい

て検討する。 

なお、留意点として、本研究では 2030 年前後を射程にしている。それは石炭火力

発電が石炭という化石燃料を使用する以上、⾧期的な視点で見ると石炭火力発電がな

くなることは自明だからである。また、石炭火力発電への批判の根拠となっている地

球温暖化や地球温暖化の原因が人類であるという主張を否定、または懐疑的にみる意

見もあるが、本研究ではそれらの温暖化論争には触れないこととする。 

 

 
5『日本経済新聞』2015 年 6 月 12 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS11H5B_R10C15A6EE8000(2020 年 12 月 20 日) 
6前掲注 4 
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２ 研究目的・意義 

 本研究の目的は、2030～2040 年頃を目安に、日本の石炭火力発電の中期的な役割に

ついて考察することである。欧州を中心に世界各地で脱炭素化の動きが高まっている

なか、石炭火力発電は苦境に立たされている。ESG を重視する投資が拡大したこと

で、投資家や銀行が新規の石炭火力発電所に対する投融資を避けるようになり7、「イ

ンフラのインフラ」と呼ばれる保険会社も大手を中心に新規の石炭火力発電所を保険

の対象から除外しつつある8。欧州から始まった脱炭素社会への動きは、日本にも影響

を与えており、日本企業が海外に建設予定だった石炭火力発電所計画に投資家から圧

力をかけられたり9、一部企業は石炭火力事業からの撤退10を余儀なくされたりしてい

る。しかしながら、こうした苦境にあっても石炭火力発電はいまなお大きな⾧所を持

っている。特に日本のように石炭火力発電と原子力発電を主要なベースロード電源の

両輪としながらも、福島第一原子力発電所事故の影響で片輪を失った国、国境を越え

た電力系統を持たない国、LNG を安価に輸送できるパイプラインを保持していない国

にとっては、一層魅力的な電源である。本研究の特徴は、背景にある日本の特殊な事

情を考慮しながら、石炭火力発電の⾧所と短所について、他の発電方法と比較するこ

とである。背景にある事情を考慮することで、国内の脱炭素化が非常に困難であるこ

とを示すことができ、パリ協定で日本が示した「2030 年までに温室効果ガス排出量を

2013 年比で 26％削減」する宣言や、2030 年の「ベストミックス」への批判に反論で

きるようになる。また脱炭素化を推進する際に、無理なく推進する手掛かりとなる。

本研究の意義としては、第一に、欧州、特にドイツの先進的な脱炭素化について称賛

しつつも、日本が見習うべきところ、事情があって見習うことができないところ、見

習わなくて良いところの三つに分けて捉えられるようになることである。第二に、日

本の電源について、取りうる施策の現実的な範囲を示すことができることである。本

研究によって、欧州対日本という二項対立的な比較だけでなく、国内に目を向けた研

究の成果を示したい。 

 
7『日本経済新聞』2019 年 7 月 27 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47868630X20C19A7000000(2020 年 12 月 20 日) 
8同、2019 年 11 月 25 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52583780V21C19A1FF1000(2020 年 12 月 20 日)  
9同、2020 年 12 月 14 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ00082_X01C20A2000000(2020 年 12 月 14 日) 
10同、2020 年 11 月 11 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66064450Q0A111C2I10000(2020 年 11 月 11 日) 
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３ 仮説と研究方法 

３−１仮説 

 本稿では、「日本は特有の事情を考慮すると、中期的には石炭火力発電が他の電源

に対して優れており、欧州、特にドイツとは異なる役割を与えられている」という仮

説を立てる。ここで用語の定義をする。日本特有の事情とは、「技術的な事情、地理

的・地質的な事情、業界の風土の事情、法律等の規範的な事情」を指す。「中期」は

2030～2040 年頃を指す。他の電源とは、「石油火力、LNG 火力、原子力、太陽光、

風力、水力、地熱、バイオマス」の 8 つとする。石炭火力発電の欧州、特にドイツに

おける役割について、「費用対効果の面や国内の石炭産業を活性化させるという役割

を担ってきたが、設備の老朽化が進んだこと、温室効果ガスや汚染物質を大量に排出

すること、設備の性能向上が見込めないことから役割を終えつつある」とする。また

欧州の中でも特にドイツと比較する理由について、ドイツは石炭火力発電が盛んであ

りながら、発電量に占める再生可能エネルギーの割合が 46％11と特に大きいためであ

る。以上の条件を踏まえつつ、日本の中期的な石炭火力発電の役割について研究して

いく。 

 

３−２ 研究方法 

 発電方法ごとの比較も日本の特殊な事情も文献による調査で行う。 

 発電方法ごとの比較について、日本では電源をベースロード電源(石炭火力・水力・

原子力・地熱)、ミドル電源(LNG 等)、ピーク電源(石油等)の 3 種と未区分の再生可

能エネルギー(太陽光・風力・バイオマス等)に分けている。第一に、石炭火力発電を

含むベースロード電源は低コストで安定的な電力供給を担っているため、コストや安

定性の比較を基礎に置く。第二に、欧州、特にドイツにおける脱石炭火力発電の動き

及びそれに関連した日本国内の動きは、石炭火力発電の温室効果ガス排出量の多さが

原因であるため、各発電方法の環境負荷について調査する。第三に、各発電方法の背

景に特殊な事情があれば、それを比較の材料とする。 

 
11同、2020 年 1 月 4 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54032220U0A100C2000000(2020 年 12 月 20 日) 
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 日本に特有の事情については、日本が海に囲まれた島国であること、地震や津波等

の発生が多いこと等の他の国にはない特徴に焦点を当てて、それが日本の電力供給に

影響を与えているかどうかを検討する。 

 

４研究経過 

４−１ 石炭火力発電の現状と今後の見通し 

４−１−１石炭火力発電の歴史 

戦後の石炭産業及び石炭火力発電の変化の概要を記す。 

 戦後、日本は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による占領行政のもと、傾斜生産

方式による経済再建のための政策が進められた。中でも鉄道輸送や重工業に欠かせな

い石炭は、最優先で緊急増産対策が実施された。この結果、石炭の生産は飛躍的に伸

び、戦後の経済復興を牽引していくことになった。以上のように国の統制下で生産が

回復した後の 1950 年に石炭企業は自由競争市場へと復帰した。12同時期の発電状況に

ついて、1952 年は水力発電が 9 割程度を占めていたが、1960 年になると 52%に減少

し、石炭火力が 29%を占めるようになった。 

しかし、1960 年代以降の石炭産業は物価上昇にともなう採掘コストの上昇や競合関

係にある石油の値下がりなどを背景に、経営が悪化した。労使間紛争も起こり、大規

模なストライキも頻発するようになった。状況をみて石炭と石油のポテンシャルを比

較検討した政府は、石炭産業を合理化する政策に転換した。転換にあたって、政府は

炭鉱関係者や地域社会に与える影響を回避するために 40 年という歳月をかけた。13こ

の政策転換は発電状況にも表れており、石炭火力の割合は 1960 年の 29%から 1975 年

には 4％まで減少した。対して石油火力の割合は 1960 年の 19%から 1975 年には

64％にまで増加した。 

石油への転換が進み、エネルギーの 8 割近くを輸入原油で賄うようになった 1973

年、第一次石油危機が起こった。国際原油価格が 3 か月で約 4 倍に高騰し、国内の消

費者物価上昇率も石油危機前の 5.7％から 15.6％に上昇、翌年にはさらに上昇して

 
12資源エネルギー庁「日本のエネルギー、150 年の歴史③」2018 年 5 月 24 日 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/history3shouwa.html(2020 年 12 月 20 日) 
13前掲注 12 
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20.9％になった。急激なインフレは旺盛だった経済活動にブレーキをかけることにな

り、1974 年度の日本経済は戦後初めてのマイナス成⾧を記録、高度経済成⾧期も終わ

るなど、深刻なダメージを被った。1978 年から 1982 年にかけては国際原油価格が 3

年間で 2.7 倍に跳ね上がる第二次石油危機が発生したが、社会的な混乱は生じず、軽

微な損害で済んだ。二度の石油危機を踏まえ、1980 年に「石油代替エネルギーの開発

及び導入の促進に関する法律（代エネ法）」が制定され、石炭は石油の代替エネルギ

ーのひとつとして再び注目された14。エネルギーの多様化は発電状況にも表れており、

1980 年に 46％あった石油火力は 2000 年には 11％まで減少した。代替エネルギーの

ひとつとされた石炭火力は割合が増加に転じ、1980 年の 10％から 2000 年には 18％

になった。 

 

４−１−２ 石炭火力発電の現状 

 石炭火力発電の形式やコスト、二酸化炭素排出量等について具体的に記す。 

石炭火力発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 28.3%を占めている15。発電方式

についてである。発電効率の低い方から亜臨界圧(38%以下)、超臨界圧(38％～40％程

度)、超々臨界圧(41％～43％程度)、石炭ガス化複合発電(46％～50％程度)、石炭ガス

化燃料電池複合発電(55％程度)の５つが存在する。発電方式ごとの発電量は亜臨界圧

(1127 万 kW)、超臨界圧(1332 万 kW)、超々臨界圧(2245 万 kW)、石炭ガス化複合発

電(42 万 kW)、石炭ガス化燃料電池複合発電(62 万 kW)だった。分布としては超々臨

界圧が最も多く、次いで超臨界圧と亜臨界圧が多く、石炭ガス化複合発電と石炭ガス

化燃料電池複合発電は極めて少ない16。また個別の発電施設を見ていくと、設備容量が

40 万 kW 未満の施設は実証段階である石炭ガス化複合発電を除いて全て亜臨界圧であ

る。一方で全ての超々臨界圧は設備容量が 50 万以上であった。最後に他の発電方法と

比較するにあって必要なデータを記述する。石炭火力発電のコストは 1 キロワット時

 
14資源エネルギー庁「日本のエネルギー、150 年の歴史④」2018 年 5 月 29 日 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/history4shouwa2.html(2020 年 12 月 20 日) 
15環境エネルギー政策研究所「2018 年(暦年)の国内の自然エネルギー電力の割合(速報)」2019 年 4 月 8

日 https://www.isep.or.jp/archives/library/11784(2019 年 4 月 8 日) 
16資源エネルギー庁「非効率石炭火力のフェードアウトを巡る状況について」2020 年 8 月 7 日、13～15

頁 
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あたり 12.9 円(12.9 円/kWh)である17。また石炭火力発電所のライフサイクル二酸化炭

素排出量は 1 キロワット時あたり 943 グラム(943g-CO2／kWh)である18。 

 

４−１−３ 石炭火力発電の今後の見通し 

 石炭火力発電関連の懸念される点や期待される点について、以下、具体的に記す。 

 石炭火力発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 26%を目標にして

いる19。目標に向けて、政府では非効率な石炭火力発電所を休廃止する方向で検討が進

んでいる。20非効率な石炭火力発電所は亜臨界圧と超臨界圧を示し、石炭火力による発

電量全体の半分以上を占めている。新規の石炭火力発電所については超々臨界圧以上

の発電方式が導入される。民間事業者では企業の ESG(環境・社会・企業統治)を重視

する傾向が強まっており、投資家や銀行が石炭火力への投融資を取りやめたり、国内

外の大手保険会社が新規の石炭火力発電所に対する保険の受け入れを制限・停止した

りする事業者が相次いでいる。これに伴い、国内外の石炭火力発電所開発から撤退す

る事例や LNG 等への転換を進める事例が相次いでいる。 

 

４−２ 他の電源と石炭火力発電との比較 

４−２−１ 石油火力発電と石炭火力発電との比較 

 石油火力発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 3.7%を占めている21。石炭火力

発電と比較した際の主な⾧所は以下の三点である。第一に様々なものに加工できると

いう点だ。石炭は発電所や鉄鋼生産の燃料等に利用されるのみだが、石油は生成する

ことで石油ガス留分(LP ガス)、ガソリン・ナフサ留分(ガソリン・ナフサ)、灯油留分

(灯油・ジェット燃料)、軽油留分(軽油)、残油(重油・アスファルト)など、様々な用途

に活用できる22。二つ目は石油火力発電が比較的温室効果ガスの排出が少ないという点

 
17エネ百科「原子力・エネルギー図面」2016 年 3 月 14 日、9-4-6 

https://www.ene100.jp/zumen/9-4-6(2020 年 12 月 20 日) 
18電力中央研究所「日本における発電技術のライフサイクル CO2 排出量総合評価」2016 年 7 月、3 頁 
19前掲注 1 
20前掲注 14 
21前掲注 15 
22出光「石油製品・化学製品ができるまで」 

https://www.idss.co.jp/business/factory/profile/f_process.html (2020 年 12 月 20 日) 
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だ。ライフサイクル二酸化炭素排出量は 738g-CO2/kWh であり23、石炭火力(943g-

CO2/kWh)よりも排出量が少ない。第三に大気汚染等の原因となる汚染物質の排出量

も少ないという点だ。窒素酸化物こそ石油火力発電の方が多いものの、硫黄酸化物は

石炭火力発電よりも少なく、特に産業廃棄物は 35 分の 1 程度である。石炭火力と比較

した際の主な短所は以下の五点である。一つ目は発電コストが大きいということであ

る。石油火力は 28.9～41.7 円/kWh24で、石炭火力(12.9 円/kWh)の 2 倍以上高い。二

つ目は発電量の柔軟な増減ができないことである。先述の通り石油は精製することで

様々な用途に活用できるが、それゆえに発電するためだけに利用することはできず、

他の用途の需要を見ながら決定しなければならない。三つ目は燃料価格が不安定なこ

とである。価格変動幅は 2000 年から 2017 年の間、石炭は２.5 から１円/千 kcal と変

動が極めて小さい一方、石油は 10 から 2.5 円/千 kcal と大きく変動している。四つ目

は可採年数が小さいことである。「平成 30 年度エネルギーに関する年次報告」による

と石炭の可採年数は 134 年で、石油はおよそ 50.2 年となっている。五つ目は資源の供

給地の情勢が不安定なことである。日本の石油輸入先はサウジアラビア(38.2%)、ア

ラブ首⾧国連邦(25.4%)などが主であり、中東に対する依存度は約 88％にもなるが、

中東は政治情勢が不安定な地域である。 

 石油火力発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 3%を目標にしてお

り25、現在よりも割合を低下させる方針である。また不安定な中東情勢については、イ

スラエルの首相がサウジアラビアを電撃訪問したことやアラブ諸国とイスラエルの国

交正常化が順次実現している26ことなどから、関係改善の機運が高まっているといえ

る。 

 

４−２−２LNG 火力発電と石炭火力発電との比較 

 LNG 火力発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 37.4%を占めている27。石炭火

力発電と比較した際の主な⾧所は以下の三点である。第一にライフサイクル二酸化炭

 
23前掲注 18 
24前掲注 17 
25前掲注 1 
26吉村寿郎「アラブ 2 か国とイスラエルの国交正常化、中東メディアにも変化の波」『放送研究と調査』

11 月号 

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/focus/f20201101_11.html(2020 年 12 月 20 日) 
27前掲注 15 
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素排出量が小さいという点だ。LNG 火力発電は 599g-CO2/kWh28で石炭火力発電

(943g-CO2/kWh)と比較して 4 割程度二酸化炭素排出量が少ない。第二に大気汚染等

の原因となる汚染物質の排出量も少ないという点だ。硫黄酸化物やばいじんの排出が

ほとんどなく、窒素酸化物も 3 分の 1 程度、産業廃棄物にいたっては 100 分の 1 以下

である29。第三に日本企業のシェアが高いという点だ。日本は 1969 年のアラスカから

の LNG 導入を皮切りに、世界に先駆けて LNG 火力発電の拡大をし、現在も世界最大

の LNG 輸入国である。豊富なノウハウを蓄積しているため、世界中で設備の建設工

事を受注している。石炭火力と比較した際の主な短所は以下の五点である。第一にわ

ずかではあるが、発電コストが大きいということである。LNG 火力は 13.4 円/kWh30

で、石炭火力(12.9 円/kWh)よりも高い。第二に燃料価格が不安定なことである。価格

変動幅は 2000 年から 2017 年の間、石炭は２.5 から１円/千 kcal と変動が極めて小さ

い一方、LNG は 6.0 から 2.5 円/千 kcal と石油ほどでないにしろ大きく変動してい

る。31第三に可採年数が小さいことである。「平成 30 年度エネルギーに関する年次報

告」によると石炭の可採年数は 134 年で、LNG はおよそ 52.6 年となっている。第四

に備蓄が難しい点である。LNG 自体は採掘地が世界各地に点在しており、また最大の

輸入先であるオーストラリアは政治的に安定していることから、採掘についてのリス

クは低い。しかし国内の LNG はわずか 2 週間分程度の備蓄量しかなく、度々問題点

と指摘されている。LNG はマイナス 162 度で冷却する必要があるため、LNG のまま

置いておくと温度が上がり、気体に戻ってしまうため⾧期の備蓄には向かない特性が

ある32。 

 LNG 火力発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 27％を目標にして

おり33、現在よりも割合を低下させる方針である。業界としては、現在は COVID19

やそれによる不況の影響をうけて、スポット価格が史上最低になる等の一時的な被害

が出ている。ただ、火力発電の中では二酸化炭素排出量や汚染物質が極端に少ないこ

と、出力の調整が容易で小型のものでは起動から 10 分足らずの間に十分な発電量を得

 
28前掲注 18 
29前掲注 4 
30前掲注 17 
31資源エネルギー庁「平成 26 年度エネルギーに関する年次報告」69～71 頁 
32石井「LNG 火力発電の⾧所と短所は?」2020 年 5 月 13 日 

https://power-hikaku.info/column/hatsuden/lng.php(2020 年 12 月 20 日) 
33前掲注 1 
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ること等から再生可能エネルギーと相性がよく、高性能蓄電池等技術的なブレークス

ルーがなければ、需要は伸びていくと考えられている。34 

 

４−２−３ 原子力発電と石炭火力発電との比較 

原子力発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 4.7%を占めている35。石炭火力発

電と比較した際の主な⾧所は以下の三点である。一つ目は二酸化炭素排出量が少ない

という点だ。運転時の二酸化炭素排出がなく、電源別ライフサイクルでみても 20g-

CO2/kWh36であり、石炭火力(943g-CO2/kWh)のおよそ 50 分の 1 である。二つ目は

原子力発電の発電コストが 10.3 円/kWh～37で、石炭火力発電(12.9 円/kWh)よりも安

価であるとされる点だ。三つ目は原子力がエネルギーの国産化に近い点だ。事実上の

国産エネルギーや準国産エネルギーと位置づけられて開発されてきた。ウランは一度

輸入すれば加工して繰り返し活用できるとされており、大量の石炭を継続的に輸入し

なければならない石炭よりも国産エネルギーに近く、資源価格の影響も受けにくい。

石炭火力と比較した際の主な短所は以下の三点である。一つ目は原子力発電に必要な

ウランの資源確認埋蔵量が 99 年分しかなく、石炭の確認埋蔵量よりも少ない点だ38。

さらに中国やインドをはじめとする新興国で新規の原発建設が増加しており、年数に

換算した際の確認埋蔵量はさらに減少する可能性がある。二つ目は計画に遅れや中止

が複数ある点だ。当初は有限のウランについて、使用済み燃料から取り出したプルト

ニウムを MOX 燃料に加工してウラン燃料とともに活用すること、MOX 燃料を全炉

心に装荷できる大間原発の運転を開始すること、高速増殖炉を開発すること等によっ

てウラン燃料の利用効率を高めていく計画だった。しかし福島第一原子力発電所事故

以降は計画が大幅に遅れている。NOX 燃料が装荷可能な原子炉について、2010 年度

までに全国で 16～18 基の原子炉への導入を目指していたが、計画は下方修正されて

「2030 年度までに少なくとも 12 基」となった39。大間原発について、2014 年 11 月の

 
34白川裕「天然ガス・LNG 最新動向―あふれる LNG、追い打ちをかける新型コロナと油価暴落 ―」2020

年 5 月 11 日 

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/1008753.html(2020 年 12 月 20 日) 
35前掲注 15 
36前掲注 18 
37前掲注 17 
38関西電力「世界のエネルギー事情」 
39『朝日新聞』2020 年 12 月 12 日 

https://www.asahi.com/articles/ASNDC75GXND8ULFA017.html(2020 年 12 月 20 日) 
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運転開始を計画していたが、「(20)28 年度と見込んでいる」40とされ遅れが出てい

る。高速増殖炉について、2050 年頃に実用炉を開発する予定であったが、政府は

2016 年 12 月 21 日に高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉を決定した。また「もんじゅ」後

継の開発についても工程表の作成が遅れており、従来の 2050 年ごろの予定から 21 世

紀後半と表現が曖昧になった41。これらのことから高速増殖炉についても遅れまたは中

止が起きているといえる。二つ目は「核のごみ」の最終処分(地層処分)する場所が決

定していない点だ。北海道の寿都町と神恵内村が文献調査を受け入れたものの、まだ

最初期の段階であり、最終処分地が決定する目途は立っていない42。三つ目は深刻な事

故が起こった際の被害が極めて大きい点だ。福島第一原発事故の処理費用について、

経済産業省は 22 兆円、公益社団法人日本経済研究センターは 35 兆円から 81 兆円と

いう試算を出している。また額だけでなく、範囲や期間にも問題がある。事故地であ

る福島県だけでなく東北地方、関東地方などの広い範囲でとれた農産物や海産物が買

い控えにあった。その副作用として例えば宮崎県産の米の店頭価格が 6％上昇するな

どの事態が起こった43。被害の期間も極めて⾧期であり、現在でも「放射能の心配のな

い西日本産」のように西日本産を売りにしているインターネット通販が存在する。44 

 原子力発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 22%～20%を目標に

している45。現在からみると大幅な増加になるが、「現時点で原子力発電所の新増設、

リプレースは想定していない46」としている。一方で前日には「新しい技術を取り入れ

た原発の新設も検討を進めることが重要だ47」との意見も出されている。 

 
40『東奥日報』2020 年 9 月 10 日 

https://www.toonippo.co.jp/articles/-/407486(2020 年 12 月 20 日) 
41『朝日新聞』2018 年 12 月 19 日 

https://www.asahi.com/articles/ASLDL4RZLLDLULFA01F.html (2020 年 12 月 20 日) 
42同、2020 年 11 月 17 日 

https://www.asahi.com/articles/ASNCK621PNC6ULBJ015.html(2020 年 12 月 20 年) 
43『日本経済新聞』2011 年 8 月 11 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDJ0801O_Z00C11A8000000(2020 月 12 月 20 日) 
44「野菜宅配の比較 | 西日本産の野菜宅配の口コミ情報満載」 

http://831net.jp/(2020 年 12 月 20 日) 
45前掲注 1 
46NHK 政治マガジン「注目の発言集」2020 年 10 月 28 日 

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/47352.html(2020 年 12 月 20 日) 
47同、2020 年 10 月 27 日 

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/47316.html(2020 年 12 月 20 日) 
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４−２−４太陽光発電と石炭火力発電との比較 

 太陽光発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 6.5%を占めている48。発電量に占

める割合は固定価格買取制度が始まって以来高まっており、毎年 1%程度の伸びを見

せている。石炭火力発電と比較した際の主な⾧所は以下の二点である。一つ目は再生

可能エネルギーであるという点だ。電源別のライフサイクル二酸化炭素排出量をみる

と、再生可能エネルギーの中では多めの 38g-CO2/kWh49であるが、石炭火力(943g-

CO2/kWh)の約 25 分の 1 である。また太陽光がエネルギー源であるため、資源価格

の影響も受けない。二つ目は設置場所を選ばないという点だ。平らな空き地から住宅

の屋根まで、太陽光が当たる場所であればどこにでも設置することが可能である。石

炭火力と比較した際の主な短所は以下の三点である。一つ目は発電量が天候に左右さ

れるという点だ。二つ目は発電コストがやや高い点だ。太陽光発電は 12.7～16.4 円

/kWh50で石炭火力発電(12.9 円/kWh)のほぼ同じかやや高い程度のコストがかかる。

三つ目は設備利用率が低いという点だ。太陽光発電は 12％ほどで火力発電の約 60～

80％に大きく劣っている。51 

 太陽光発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 7%を目標にしており
52、すでに目標に到達しそうである。太陽光発電の短所については改善が見込まれてい

る。まず発電量が気候に左右される点は、水素エネルギー技術の開発や高性能蓄電池

等の開発によってなくなる可能性がある。その時は太陽光発電で生じた電気で水素を

生み出し、太陽光発電のできない時間帯は水素を利用して発電することになる。次に

コスト面について NEDO 技術開発戦略目標によると 2030 年に 7 円/kWh を達成する

としている。最後に設備利用率が低いという点については耕作放棄地等におけるソー

ラーシェアリングが行われており、広がりを見せている。53 

 

 
48前掲注 15 
49前掲注 18 
50前掲注 17 
51石田雅也「コストに影響する「設備利用率」」2013 年 7 月 12 日 

https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1307/12/news022.html (2020 年 12 月 20 日) 
52前掲注 1 
53『日本経済新聞』2020 年 12 月 10 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ00008_U0A201C2000000 (2020 年 12 月 20 日) 
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４−２−５ 風力発電の現状と石炭火力発電との比較 

 風力発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 0.7%を占めている54。石炭火力発電

と比較した際の主な⾧所は以下の二点である。一つ目は再生可能エネルギーであると

いう点だ。エネルギー源が風であるため枯渇することはなく、電源別のライフサイク

ル二酸化炭素は 26g-CO2/kWh55で石炭火力(943g-CO2/kWh)の約 35 分の 1 である。

二つ目は海上にも設置できるという点だ。石炭火力と比較した際の主な短所は以下の

三点である。一つ目は適地が限られているという点だ。騒音や周辺環境への配慮だけ

でなく、年間を通じて一定以上の風が吹く場所でなければならない。二つ目は出力が

安定しない点だ。適地に建設されたとしても発電量は風力に依存するので、石炭火力

ほどの安定感は得られない。三つ目は発電にかかるコストが大きいという点だ。風力

発電は 13.6～34.7 円/kWh56で石炭火力発電(12.9 円/kWh)よりもコストがかかる。 

 風力発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 1.7%を目標にしており
57、約 2.４倍になる。コスト面については 8～9 円/kWh を実現するとしている。秋田

県や千葉県において洋上風力発電事業者の募集を開始しており、21 年の 10～11 月に

発電事業者が選定される見通しである。58 

 

４−２−６ 水力発電の現状と石炭火力発電との比較 

 水力発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 7.８%を占めている59。石炭火力発電

と比較した際の主な⾧所は以下の二点である。一つ目は再生可能エネルギーであると

いう点だ。電源別のライフサイクル二酸化炭素排出量をみると、11g-CO2/kWh60であ

り、石炭火力(943g-CO2/kWh)の 85 分の 1 以下である。二つ目は水力発電の発電コ

ストが低廉であるという点だ。水力発電は 11 円/kWh61で、石炭火力発電(12.9 円

/kWh)よりもわずかであるが優れている。石炭火力と比較した際の主な短所は以下の

 
54前掲注 15 
55前掲注 18 
56前掲注 17 
57前掲注 1 
58『日本経済新聞』2020 年 11 月 27 日 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66734310X21C20A1X93000 (2020 年 12 月 20 日) 
59前掲注 15 
60前掲注 18 
61前掲注 17 
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二点である。一つ目は増設が難しくなっているという点である。「開発地点の小規模

化が進んだことに加えて、開発地点の奥地化も進んでいることから、発電原価が他の

電源と比べて割高となり、開発の大きな阻害要因」62になっていると報告されている。

二つ目は直接的に人や環境に悪影響を与える点である。ダム建設時は立地上人の移住

や森林伐採が行われる。稼働後は川や海の生態系を破壊する場合がある。 

 水力発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 8.8%～9.2%を目標にし

ており63、現在からみて微増に止める方針である。一方で農業用水などを活用した小規

模水力についてはエネルギーの地産地消という観点から注目されており、「今後も開

発が進む」64とされている。  

 

４−２−７ 地熱発電の現状と石炭火力発電との比較 

 地熱発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 0.2%を占めている65。石炭火力発電

と比較した際の主な⾧所は以下の三点である。一つ目は地熱が枯渇しないという点

だ。二つ目は資源価格の変動の心配がないという点だ。三つ目は地熱発電が温室効果

ガスの排出が少ないクリーンなエネルギーであるという点だ。設備・運用による二酸

化炭素排出量を含めても 13g-CO2/kWh66であり、石炭火力(943g-CO2/kWh)の 70 分

の 1 以下である。石炭火力と比較した際の主な短所は以下の二点である。一つ目は地

熱発電所の立地の制限が石炭火力発電所よりも厳しい点だ。地熱発電所の立地は火山

活動の活発な地域(火山フロント)に限られるが、火山フロント付近の地域は国立・国

定公園に指定されている場合が多い。国立・国定公園内における地熱開発については

2015 年に規制が一部緩和されたが、「地熱開発は、特別地域等の国立・国定公園の自

然環境保全上重要な地域及び公園利用者への影響が大きな地域では原則として認めな

い。67」というのが基本的な姿勢である。規制が緩和されたのは例外的・個別的に「優

良事例68」と判断された場合である。さらに地熱開発は「温泉関係者や自然保護団体を

はじめとする地域の関係者による合意形成が図られ、かつ当該合意に基づく地熱開発

 
62資源エネルギー庁「令和元年度エネルギーに関する年次報告」146 頁 
63前掲注 1 
64前掲注 62 
65前掲注 15 
66前掲注 18 
67環境省「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて」 
68前掲注 67 
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計画が策定されることを前提69」にしており、地熱開発に反対してきた温泉関係者や自

然保護団体との交渉は引き続き必要である。二つ目は地熱発電の発電コストが高いと

いう点である。地熱発電は 16.8 円/kWh70で石炭火力発電(12.9 円/kWh)よりも高かっ

た。 

 地熱発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 1%～1.1%を目標にして

いる71。また 2015 年の規制緩和で小規模な地熱資源を活用するものについて、「第２

種特別地域及び第３種特別地域並びに普通地域において自然環境の保全や公園利用上

の支障がないものは認めることとし、その促進のために地域への情報提供を行うなど

の取組を積極的に進める72」としており、エネルギーの地産地消のような分野で活用さ

れる計画である。 

 

４−２−８ バイオマス発電の現状と石炭火力発電との比較 

 バイオマス発電は 2018 年現在、年間発電電力量の約 2.2%を占めている73。石炭火

力発電と比較した際の主な⾧所は以下の三点である。第一に再生可能エネルギーであ

るという点だ。よって資源が枯渇することもなければ、カーボンニュートラルに基づ

いているので気候変動問題の対策になる。第二に地域経済の活性化等の電源以外でも

効果がある点だ。バイオマス発電には薪・木質チップ、バイオエタノール、下水汚

泥・家畜糞尿、生ごみ、廃油、パームヤシの殻、⾧芋等、様々なものが燃料として使

用される。山林が荒廃した地域は間伐材を利用したバイオマス発電、牧畜や酪農が盛

んな地域は家畜の糞尿を使用したバイオマス発電など、地域に事情に合わせた燃料で

発電することができる。石炭火力と比較した際の主な短所は以下の二点である。第一

に固定価格買取制度がなければ単体での事業が困難である点だ。特に木質系バイオマ

ス発電は、木質チップの加工にコストがかかる。それ以外の燃料を使用しても、単体

ではスケールメリットの働く既存の大規模火力発電にはコスト面で大きく劣る。具体

的には出力 1500kW の小規模な発電所で約 44 円/kWh、中規模(5700kW)の発電所で

約 29 円/kWh である。単体でなく燃料に石炭を混ぜる方式を用いても中規模

 
69前掲注 67 
70前掲注 17 
71前掲注 1 
72前掲注 67 
73前掲注 15 
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(33000kW)の発電所で約 18 円/kWh、大規模(750000kW)の発電所で約 13 円/kWh に

なり74、ここで石炭火力(12.9 円/kWh)と同じくらいになる。 

 バイオマス発電の今後の見通しについて、2030 年の電源構成では 3.7%～4.6%を目

標にしている75。バイオマス発電は規模や材料の状態等で不利であり、バイオマス発電

関連の技術が発展したとしても、エネルギー生産だけでは事業の継続が困難である。

ただし地域の事情に応じた燃料を活用して電力を供給することができるという他の発

電方法にない強みがあるため、地域の将来像、地域で必要とされる産業やインフラ、

バイオマスエネルギー事業実施意義を踏まえて事業者と地域の関係者との間での合意

形成を行い、地域社会で必要とされる、即ち地域の発展や課題解決に貢献できるエネ

ルギー事業を展開することが重要になる。76 

 

４−３ パリ協定と石炭火力発電 

４−３−１ パリ協定の概要 

 パリ協定では、２つの⾧期目標が掲げられた。第一に、世界の平均気温上昇を産業

革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすることだ。第二に、

そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21 世紀後

半には、温室効果ガス排出量と吸収量のバランスをとることだ。また、京都議定書で

は排出量削減の法的義務は先進国にのみ課せられたのに対して、パリ協定では温室効

果ガス排出量が世界で最も多い中国をはじめとする途上国にも削減目標が課せられ

た。パリ協定の野心的な目標や対象国の拡大に対して、松下(2017)は「脱炭素社会へ

の移行の強いシグナルを市場に送るものであった」としている。77 

 

４−３−２ パリ協定下における石炭火力発電の立場 

 
74新電力ネット「バイオマス発電、FIT なければ単体での事業は困難、地域社会への効果に着目する必

要」2017 年 10 月 4 日 

https://pps-net.org/column/43594(2020 年 12 月 20 日) 
75前掲注 1 
76平田裕子「バイオマス発電にかかる 3 つの期待」2015 年 7 月 1 日 

https://www.dir.co.jp/report/consulting/reg-revitalization/20150701_009872.html (2020 年 12 月 20 日) 
77松下和夫「パリ協定が開くゼロ炭素社会への道」(『共生科学』第 8 巻、2017、17～23 頁) 
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第一に、温室効果ガス排出量の削減について、COP21 決定では、2015 年 10 月 1 日

までに提出された各国の約束草案を合計すると、2030 年に排出量が 55Gt になってし

まい、1.5～2℃目標達成の条件である 40Gt 以下まで排出量を削減する必要があると記

された。つまり削減行動が不足していると指摘された。第二に、化石燃料を利用した

発電について、2℃目標に相当するシナリオでは、二酸化炭素の排出削減にとって電力

部門が最も費用対効果的な緩和策とされた。2℃目標を達成するには、石油の 3 分の

1、天然ガスの半分、石炭の 8 割以上は利用できないと指摘されている。第三に、石炭

火力発電に対して、2℃目標を達成するには世界全体で 2030 年に石炭火力から排出で

きる二酸化炭素は 2Gt であるのに対して、既存の発電所だけでも 5.5Gt 排出すること

から、既存の石炭火力発電の利用を継続するだけでも 2℃目標の達成は危うくなると

指摘されている。以上のことから、「パリ協定が 1.5～2℃を目指し、実質排出ゼロを

目指す限り、石炭火力の新設も継続利用も整合性を持たない」と結論付けられてい

る。78 

 

４−３−３ 日本政府の方針 

 3-3-1 をふまえ、政府は中期目標として 2030 年までに 2013 年比で 26％削減すると

した。また 2019 年 6 月には「パリ協定に基づく成⾧戦略としての⾧期戦略」を決定

し、2050 年にできるだけ近い時期に脱炭素社会を実現できるよう努力していくとし

た。同戦略ではエネルギーについて、「エネルギー転換・脱炭素化を進めるため、あ

らゆる選択肢を追求」するとし、再生可能エネルギーの主電源化、火力発電における

二酸化炭素排出量をパリ協定の⾧期目標と整合的に削減、CCS・CCU やカーボンリサ

イクルの推進、水素社会の実現・蓄電池の開発・原子力の活用・省エネの推進等を挙

げている。具体的には CCS について、国内では北海道苫小牧市の「苫小牧 CSS 実証

試験センター」で研究が行われている79。また海外においてはすでに建設中のプラント

もあり、この場合は操業が進んで地下の圧力が低下し原油の生産量が減少してしまっ

た油田の地下に、二酸化炭素を送り込んで地下の圧力を上昇させ、生産量を回復する

目的で採用されている。消費エネルギーを節約しながら発電所から排出されるガスに

 
78平田仁子「パリ協定における排出制約が石炭火力発電利用に与える影響」(『環境経済・政策研究』

Vol9,No1(2016.3)、85～89 頁) 
79『読売新聞』2019 年 11 月 26 日 

https://www.yomiuri.co.jp/science/20191126-OYT1T50137/(2020 年 12 月 20 日) 
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含まれる二酸化炭素の約 90％を回収することができるという80。さらに水素社会の実

現について、2015 年から 2020 年度にかけてオーストラリアの未利用エネルギーであ

る褐炭を活用した「褐炭水素プロジェクト」も進行している。同プロジェクトでは、

オーストラリアのビクトリア州で褐炭から水素を製造、製造した水素を日本に輸送す

るという実証実験である。同州の褐炭は、日本の総発電量の 240 年分に相当するとい

われており、成功すれば「エネルギー安全保障」の観点から、非常にメリットが大き

いとされている。81 

 

４−３−４ 発展途上国とパリ協定 

 パリ協定には多くの発展途上国が参加したことで、世界各国で地球温暖化という危

機を共有できた。しかし、途上国の多くは今後も人口が増加していく見込みであり、

経済発展と人口増加が進むと、電力需要は増加していく。IEA によると、中心的なシ

ナリオとして位置づけている「新政策シナリオ」では、2040 年の電力需要が 2016 年

比で 1.6 倍程度になると予想されている。想定される電源の中で伸び率が高いのは天

然ガスや風力等であるが、石炭もわずかながら伸びると予想されている。これは他の

化石燃料と比較して石炭のコストが低いこと、太陽光や風力等の再生可能エネルギー

よりも安定性が高いこと等の理由が挙げられており、石炭に頼らざるを得ない国がま

だ多く存在すると見込まれているためだ。 

 

４−４ 日本の特殊性 

４−４−１ 狭い国土と山がちな地形 

 太陽光発電や風力発電は一機当たりの設備利用率が悪く、同じ量の電力を生産しよ

うとすれば、火力発電所の少なくとも数倍の面積が必要になる。少ない平野は多くが

都市化されていて、山はいずれも緑に覆われている。原子力は一機当たりの出力は大

きく、設備利用率も高いが、福島第一原発事故によって立ち入りできない地域をつく

 
80環境展望台「アメリカエネルギー省。世界最大の燃焼後炭素回収プロジェクトの建設開始を発表」2014

年 7 月 15 日 

https://tenbou.nies.go.jp/navi/metadata/81173(2020 年 12 月 20 日) 
81資源エネルギー庁「石炭が水素を生む！？「褐炭水素プロジェクト」 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kattansuisoproject.html (2020 年 12 月 20 日) 



Volume 3, 2021 

 

40 

 

ってしまい、狭い国土をさらに小さくしてしまった。地熱はそのエネルギー源から山

地に置かれるが、その地熱エネルギーは使われていないわけではない。すでに温泉や

行楽地、自然保護区に指定されており、容易に開発することはできない。広大な平原

が広がり、森林率の低い国の多い欧州とは、地理的な差が大きい。 

 

４−４−２ 日本の石炭火力発電技術 

 石炭火力発電技術に関係する日本の特殊性は、以下のとおりである。 

 第一に、発電効率を比較する。5.1.2 の通り、日本の石炭火力発電の効率は形式によ

って異なるが、全ての石炭火力発電所の効率は平均で 40％程度である。欧州で現在石

炭火力発電が盛んな国、ドイツは 38％程度であるから、わずかながら日本の石炭火力

発電は優れているといえる。さらに、日本では石炭ガス化複合発電(46％～50％程

度)、石炭ガス化燃料電池複合発電(55％程度)等の高効率な石炭火力発電所の建設が可

能となっている。第二に、汚染物質の排出抑制を比較する。日本全体でみると硫黄酸

化物と窒素酸化物がそれぞれ 0.2 と 0.3 であるのに対し、ドイツは 0.5 と 0.8 である。

汚染物質の排出についてはいずれもドイツの半分以下で、日本が優れた技術を持って

いるといえる。さらに、最新の技術を用いた日本の石炭火力発電所では、それぞれ

0.001 と 0.06 と極めて小さくすることに成功している。82 

 

４−４−３ ひび割れた大地、日本 

 原子力発電に関係する日本の特殊性はいかなるものであろうか。第一に、日本には

もともと最終処分に適した土地はなかった可能性があるという点だ。日本で原子力発

電が開始される前の 1962 年、原子力委員会は「国土が狭く地震が多い日本では、最

も可能性のある最終処分方法は海洋投棄である」としていた。これはつまり、日本に

は「核のゴミ」の地層処分に適した土地はないということである。「日本でも地層処

分が可能」と方針が転換されたのは 1976 年であることから、1972 年のロンドン条約

で海洋投棄が禁止されたために、急遽方針を転換したのではないかと指摘されている
83。つまり地層処分は初めから不可能だったにもかかわらず、原子力政策を推進したい

がために地層処分が可能だと結論付けた可能性があるということだ。第二に、いくつ

 
82前掲注 4 
83木本協司『石炭火力が日本を救う―CO₂神話の崩壊―』現代書館、2013 年、85 頁 
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かの原子力関連施設の近くに、活断層があるという点だ。活断層の対策として、「全

国一律 M6.5 の直下地震」を想定した旧耐震設計審査指針や「全国一律 M6.8 の直下地

震」を想定した新耐震設計審査指針等、大規模な地震があるごとに改定されてきた。

しかし、日本には 2000 年 10 月の鳥取県西部(M7.3)のように、活断層の存在が確認さ

れていない地域でも M6.9～7.3 の直下地震が起こりうるとされ、「このクラスの直下

地震では原発立地点の基礎岩盤上に地震断層がしばしば発生するので、水平および垂

直方向の大きなズレにより耐震設計は無意味になる」との指摘がある84。つまり日本で

は原発がどこにあっても M6.9～7.3 程度の直下地震に襲われる可能性があり、その際

に耐震設計があっても通用しないということである。第三に、日本の原子力業界が不

誠実であるという点だ。ハード面について、福島第一原発で採用された GE 製マーク

1 型と同じものを採用したスイスでは、科学者や技術者が安全性を詳しく検討した。

その結果、コストを下げるために一部が貧弱になっていると判断して、独自に設計し

たり、機能を追加したりした。日本ではそうした安全への検討が十分に行われなかっ

たばかりか、スイスの経験を日本の原発関係者に伝えた際に、「日本では全電源喪失

事故など起きませんよ」と笑ってあしらわれたという85。さらにソフト面について、大

飯原発や六ヶ所再処理工場等で起こった「活断層隠し」や「九州電力やらせメール事

件」、「東京電力原発トラブル隠し事件」等、原子力業界における問題の隠蔽や改竄

等の不祥事は枚挙に暇がない。 

 

４−４−４ 孤独な送電網 

 太陽光発電や風力発電のように発電量が不安定な電源を対象に、日本の特殊性を記

述する。ドイツは再生可能エネルギーを大量に導入していながら全体としてみれば電

力輸出国である一方、太陽光発電や風力発電が低調の時間帯には国外から電力を輸入

しており、それを支えているのはフランスの原子力発電である。国内で一時的な電力

不足に陥っても停電しないのは、発電量のギャップを国際送電網で埋めることができ

るからだ86。しかし、送電網の国際連系がない日本では、いかなる時でも自国の電源で

電力需要の変動に対応しなければならない。 

 
84同、30 頁 
85同、44 頁 
86電気事業連合会「ドイツの再生可能エネルギー拡大を支える「他国の原子力」」2019 年 12 月 24 日 

https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1259821_4115.html (2020 年 12 月 20 日) 
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４−４−５ 孤独なパイプライン 

 LNG 火力に必要な天然ガスについて、日本の特徴は次の通りである。 

 欧州では天然ガスのパイプラインが大陸全体に整備されており、ロシアや北海豊富

な天然ガスを全域にわたって使用可能である87。しかし、日本国内にあるパイプライン

は全て国内で完結しており、わずかな自給分の天然ガスを除けば、LNG タンカーで輸

送する必要がある。パイプラインがあれば気体のまま輸送することができるが、LNG

タンカーで輸送するにはガスを-162℃にまで冷やさなければならず、これがコストを

増大させる。日本の天然ガス価格が 10.67＄/100 万 BTU である一方、欧州は 7.68

＄/100 万 BTU となっている88。 

 

５ 結論 

 これまでの分析をもとに日本の石炭火力発電の中期的役割は、以下の４つである。 

 第一に、主要なベースロード電源のひとつであり続けることだ。2030 年の「エネル

ギーミックス」の中でベースロード電源として大きな割合を持つのは、石炭火力と原

子力であるが、原子力発電は根強い世論の反発、最終処分地の未確定等の不確定要

素、度重なる安全対策の変更、繰り返される捏造・改竄・隠蔽等の不祥事、地震や津

波といった欧州では考えられないリスク等の複数の問題点を抱えている。一方の石炭

火力発電の問題点は、わずかな価格変動リスクを除けば気候変動への影響に限られ、

日本にはその影響を低減させるための石炭利用の高効率化や CCS 等の技術を持ってお

り、あるいは積極的に開発しており、相対的に原子力よりも問題点が少ない。他のベ

ースロード電源には水力と地熱があるが、水力は国内のダム開発等がある程度完成し

ており、これ以上の開発は水力発電所の小規模化・奥地化につながり、コストの面で

限界がある。地熱についても、日本には世界で第三位のポテンシャルがあるものの、

地熱が豊富な地域はすでに温泉地になっていたり、国立・国定公園に指定されて開発

が制限されていたりと大規模な開発が進むことは考えにくい。これら二つの電源は、

 
87エネ百科「ヨーロッパにおける天然ガスのパイプライン網」2017 年 3 月 17 日 

https://www.ene100.jp/zumen/1-1-12(2020 年 12 月 20 日) 
88新電力ネット「天然ガス価格の推移」 

https://pps-net.org/statistics/gas(2020 年 12 月 20 日) 
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地産地消型の小規模な開発を推進する計画であり、石炭火力や原子力の代わりにはな

らない。 

 第二に、安価なエネルギーであり続けることだ。日本における太陽光発電・風力発

電・バイオマス発電等の再生可能エネルギーは現在のところ発電コストが高い。太陽

光と風力は 2030 年まで徐々にコストを低下させる目標であり、それまでは石炭火力

がつなぐことになる。目標が達成されると固定価格買取制度も不要になるとみられ、

そうなると発電コストの面でも石炭火力発電や原子力発電を上回ると試算されてい

る。なお、火力発電の中で温室効果ガス排出量汚染物質の排出量が LNG 火力発電に

ついて、国際的なパイプラインを持たない日本では液化させてタンカーで運ばなけれ

ばならず、やや割高になる。バイオマス発電に関しては、燃料に石炭を混ぜることで

効率化を図れるが、石炭を混ぜない燃料で発電するならば小規模で地域的な電源にと

どまる。以上のことから、石炭火力発電は低コストのエネルギーとして存続する。 

 第三に、太陽光発電と風力発電が生み出す発電量のギャップを埋めることだ。再生

可能エネルギーの導入が活発であるドイツでは、2019 年に再生可能エネルギーのシェ

アが化石燃料のシェアを逆転した。大量に生み出した再生可能エネルギー由来の電力

を、欧州の送電網の国際連系を利用して、原発大国であるフランスを含めて輸出して

いる。一方で、全体でみると電力輸出国のドイツだが、再生可能エネルギーによる発

電が低調な時はフランス等の周辺国から電力を輸入している。フランスは原子力を中

心に安定的な電力供給をしているのに対して、ドイツはフランスの安定性に頼ってい

るという見方もできる。よって再生可能エネルギーが発展する裏には、安定性の高い

電源が必要で、送電網の国際連系がない日本においては、国内でそれを確保しなけれ

ばならない。これを担うことができるのは、石炭火力と原子力のみであり、これらの

比較については本章の第二段落で行っている。以上より、石炭火力発電は太陽光や風

力等の再生可能エネルギー導入の障害となる電力供給のギャップを緩和する役割があ

る。 

 第四に、発展途上国を支援する役割だ。IEA の「新政策シナリオ」では、石炭火力

発電の需要はわずかながら伸びるとされている。コスト面や安定性を重視して石炭火

力に頼らざるを得ない国が存在するとみられるならば、日本の火力発電を利用するこ

とは環境にとっても、現地の人々にとっても有益であるといえる。なぜなら日本の石

炭火力発電所は発電効率が良く、国内での位置づけがベースロード電源であることか

ら連続運転にも強く、汚染物質についても最新鋭の型式であればほとんど除外するこ
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とができる。石炭火力発電所の新設に対する投融資の減少や保険会社の保険対象から

外される等の問題があるのは事実だが、高性能の石炭火力発電所を導入できないとい

うことは、結果として温室効果ガス排出量を増やしてしまうことになり、また汚染物

質対策も十分でないことが想定されるため、地域の大気汚染を深刻化させ、健康被害

を生む恐れもある。気候変動対策は持続可能な開発目標のひとつであるが、同目標は

「すべての人々に手ごろで信頼でき」ることも含まれているため、柔軟に考えると、

石炭火力発電による電力にアクセスしなければならない人がいるならば、最も効率が

良く、最も有害物質の排出が少ない日本の石炭火力発電所は優良な選択肢のひとつに

位置づけられる。 
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【発電所紹介】 

 

侍事業家による水力発電発祥の地、三居沢（仙台市） 

 

丸岡泰（石巻専修大学、CESNA 理事） 

 

仙台市の三居沢は記録に残る、日本初の水力発電の地である。最初の発電は明治 21

年（1888）7 月 1 日とされる。同じころ薩摩藩主の島津斉彬が水力発電を行った形跡

はあるが、詳細な記録がないようだ。京都の蹴上は事業用の水力発電の日本初だが、

発電開始は三居沢の約 3 年後である。記録に残る日本初の水力発電は三居沢である。 

最初の発電は広瀬川沿いにあった紡績工場の 40 馬力の水車と 5kw 発電機を使用し

て行った。灯りについては異説もあるが、宮城県図書館所蔵の明治 41 年 1 月 1 日付

『仙臺新報』は、「16 燭光[の灯り]50 個、1200 燭光のアーク[灯]1 個」と後に電気事

業を引き継いだ伊藤清次郎の談を伝える。試験点灯だったが、日本初の水力発電であ

り、東北初の電気の光だった。烏崎山の光を見た人々は「狐火だ」と騒ぎ、巡査も駆

けつけたという。 

100 年後の平成元年（1988）、三居沢に東北電力株式会社が設立した電気百年館の

前庭の石碑には「水力発電発祥の地」との文字がある。この館は、当初の紡績工場か

ら約 200 メートルの位置の木造の三居沢発電所の隣にあり、現在、所内で発電中の 3

号機（1000kw）をガラス張りの壁越しに見学できる。また、1 号発電機レプリカが館

1 階に展示されている。 

この館に三居沢での功績の紹介があるのは、初の水力発電を実践した菅克復（か

ん・こくふく）と、先述の仙台紡績電燈会社社⾧の伊藤、カーバイド製造業を興した

藤山常一技師の 3 人である。藤山の興業で三居沢は電気化学工業発祥の地でもあり、

いわば発祥 2 冠である。 

菅は激変する時代を生きた侍であり行政官だった。幕末、28 歳のとき、仙台藩が後

継予定者を支藩の一関から迎えた際、同行した重臣だった。30 代で明治を迎え、仙台

藩、水沢県の要職を占め、さらに、宮城郡⾧を務めた。「いつも紋付の羽織袴」「芝
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居の殿様然」「謹厳家」「負けず嫌い」「よく『三国志』を引用」「雄弁家」と伝え

られる。 

40~50 代の菅は事業家でもあった。維新後経済的困窮に陥った士族婦女の雇用のた

め、彼は仙台で紡績業の展開を図った。まず、自分の屋敷をつぶして紡績工場を建設

した。次に、明治 16 年（1883）、宮城紡績会社を設立し、宮城郡⾧を辞し初代社⾧

となった。経営不振だったが、工場の動力に水力を用いたことが後への足場となっ

た。 

明治 19 年（1886）に東京で電燈が灯ると仙台でも電燈会社創立の声が上がり、21

年には菅を含む仲間 5 人が上京し、会社を視察した。また、日銀総裁に就任直後の同

郷の富田鐡之助を訪ね意見を聞いたが、彼はこの事業を時期尚早とし、4 人はこれを

受け入れ仙台へ引き返した。が、菅だけは外国で実用化済みなら可能、として三吉電

機製造（芝三田四国町）に自社用の発電機とアーク灯等を発注した。この先進的決断

が水力発電発祥につながった。 

菅は紡績工場の夜間操業用照明を考えていたというが、その実施には至らず、経営

再建中に事業の主役を譲り、50 代以降、政界で仙台市議・議⾧、宮城県議を務めた。 

三居沢は、記録が残る日本の水力発電発祥の地である。東北の侍事業家の先進性、

初めての電気の光に驚く人々に思いを巡らすことのできる、パワースポットである。 

  

「水力発電発祥の地」石碑 

（筆者撮影）  

現在の三居沢発電所 

（筆者撮影） 
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【事例紹介】 

 

モンゴルの豆炭利用1 

 

宮脇昇（立命館大学） 

 

モンゴルは石炭輸出国である。人口の約半数が住む首都ウランバートルの電力は、

主にソ連の援助で建設された 4 基の石炭火力発電所によって供給されている。また零

下 30 度を下回る⾧い冬を越すための集合住宅の温熱暖房は、欧州大陸諸国同様に熱・

温水パイプラインを用いているが、欧州において主として利用されるガス利用温熱暖

房とは異なり、石炭の燃焼で成立している。 

集合住宅以外に、モンゴルでは伝統等的な移動式家屋ゲルが多く点在する。特にウ

ランバートルでは、都市周辺に「ゲル地区」といわれる密集地帯を形成し、そこでは

冬の暖房は石炭を直接燃やすことで暖をとる（写真１）。その石炭の多くは、中国に

輸出する石炭に比べても安価でかつ質が低いといわれる低品位炭であり、中には「忍

者マイニング」と呼ばれる非正規炭田から採炭されたものも含まれていた。しかし、

ウランバートルは盆地である。石炭燃焼による有害物質は低空にとどまり、煤煙によ

る冬の大気汚染は深刻であった。 

大気汚染対策として注目されたのが豆炭の利用である。無煙炭を配合している豆炭

の燃焼においては、平均的な生の石炭よりも有害物質の排出が比較的少ない。すでに

豆炭は、日本でもかつて冬の家庭用炬燵等で利用されていたほか、中国の内蒙古自治

区でも 1990 年代から日本の協力により利用が拡大していた。モンゴル国でも豆炭利

用の計画は以前から存在していたが、実際に大規模に実行されることはなかった。し

かしようやく 2019 年 5 月からウランバートル市外からの石炭の流入規制が始まり、

ウランバートルで豆炭利用の義務化が実行された。一般に集合住宅では 9 月 15 日か

 
1 本稿執筆と現地調査にあたっては、CESNA 客員研究員ドルジスレン氏に協力を得た。またウランバー

トル市内外でインタビューに応じてくれた方々に、この場を借りて謝意を表したい。 
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ら、職場では 10 月 1 日から暖房が開始されるが、ゲル地区では暖房開始時期は自由で

ある。 

筆者は、豆炭義務化後初めての冬（2020 年 1 月）に現地調査を行い、市内の豆炭利

用者、市外（西郊）の低品位炭利用者、環境専門家等にインタビューした。 

ウランバートル市民で自宅で豆炭を利用する場合、事前にモンゴル政府発行のカー

ドを購入する。カードを用いて街頭の豆炭売り場に赴き、１袋 25kg を 3750MNT（あ

るいは１ｔを 150,000MNT）で引き換える（写真２）。豆炭以外の石炭を燃焼してい

ることが発見された場合には罰金が科される。インタビューに応じた豆炭利用者は、

実際に煤煙が少なくなったものの、低品位炭が 3000MNT であったのに比べて高くな

り、また暖房効率が悪くなったと語る。 

大気汚染の減少結果については、2020 年は 1 月以降、コロナ禍によりウランバート

ル市内外の移動が旧正月を含む同年 2 月中に制限されていたこともあり、因果関係の

特定が難しい。筆者がインタビューした専門家は、豆炭供給が追い付かず（１日 6 個

の供給）、また暖冬であったことが大気汚染減少の促進要因となると考える2。また豆

炭生産の企業が当初４～５社あったものの、運搬に耐える強度に難があり、タワント

ルゴイ・トゥルシュ社が生産・輸送を一手に引き受けることとなった。 

本格的な因果関係の特定調査は 2021-2022 年の冬を待つ必要があるだろう。また

2019 年の冬においては、豆炭利用による一酸化炭素中毒による死亡例があり、換気に

関する一層の啓発が求められる。 

 

 

 

 

 
2以下、Interview with Dr.N.Erdenesaikhan, Environment and Security Center of Mongolia, January 8, 

2020, UB. 

  

写真２ 道路脇の豆炭

販売（筆者撮影） 
写真１ 低品位炭で暖をとるトゥブ県

のゲルにて（筆者撮影） 
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【編集後記】 

本号では、「コロナ時代の新旧エネルギー」の特集テーマのものと、コロナ禍にお

けるエネルギー転換と後景に退きつつある化石燃料の行方について考えた。水素エネ

ルギーをはじめ 21 世紀に開発が進むエネルギーの展望により、社会はどう変容するの

か。CESNA 主催のウェビナー（2020 年 12 月）における議論は、複数の展望を示

す。ウェビナーの第 1 部では水素の利活用が展望されたが、本誌収録にいたらなかっ

たのが残念である。 

ウェビナー第 2 部で示された論点として、消費減少が予測される化石燃料によるエ

ネルギー生産は、いかに考えられるべきか。その観点から石炭火力発電をめぐる対馬

論文は、氏が学部４年生（2020 年１月脱稿）でありながらも、その射程の深さにかん

がみて本号に掲載し、編集委員会として果敢に世に問うものである。 

本号では、CESNA の主たる活動の１つとなっている発電所紹介の記事を前号に続

き掲載した。資源の生産・移動・流通・消費という流れの可視化と産消関係の対象化

を見据える CESNA は、こうした活動の拡大を進める過程にある。 

本号の編集にあたっては鐘研究員、吉村拓人氏の協力を得た。この場を借りてお礼申し

上げたい。 

 



 

 

 

エネルギー安全保障 ３号（2021 年） 

 

 

 

投稿案内 

 投稿は、CESNA 会員あるいは依頼論文に限ります。入会ご希望の方は、ウェブサ

イト（https://www.cesna-jp.org/）の「お問い合わせ」のページをご覧になり、ご連

絡ください。あるいは、cesnaenergy@gmail.com あてにメールでタイトルに「入会希

望」とご記入の上、お申し込みください。 
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