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第 2 章 地球温暖化とエネルギー資源      
 

地球温暖化の気候変動への対処は温室効果ガス（GHG）の排出削減と吸収の対策

を行う「緩和」と、既に起こり始めている温室効果ガスによる影響への「適応」に分

けることができます。 

 

１．地球温暖化の緩和 

１－１ 地球の平均気温の変化 

  IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は、2013 年第 5 次評価報告書（AR5） 

で「地球温暖化は人間の活動が要因である可能性が極めて高い」とされていましたが、 

8 年ぶりに改訂された第 6 次評価報告書（AR6）では、「地球温暖化が人間の影響で起 

きていることは疑う余地がない」と評価し、待ったなしの対応を求めています。さらに 

「地球温暖化に関する問題は世界の全人類に課せられた問題でもある」としています。 

また、第 6 次評価報告書（AR６）第一作業部会によれば、1850～1900 年から 2010 

～2019 年にかけて、人間活 

動によって世界平均気温が 

0.8～1.3℃上昇した可能性が 

高いとしています。そしてこの 

まま温室効果ガスを抑制せず 

排出し続ければ、今世紀（21 世 

紀）末には最大 4.8℃上昇する 

と予測しています。 

図-11850 年～2020 年までの気温変化（観測と予測）  

１-２ 地球温暖化による現象 

地球温暖化による現象は、すでにはっきり表れています。例えば次のような現象が顕 

著になりました。 

① 9 月の北極の海氷面積は、1979 年～1988 年から 2010～2019 年の間に約 

40%減少している。 

② 世界平均海面水位は 1901 年から 2018 年の間に約 20ｃｍ上昇し、少なくとも 

過去 3 千年間のどの百年よりも急速な上昇である。 

③ 1950 年以降陸域の多くで、高温に関する極端現象（熱波を含む）の頻度と強度が 

増している。 

④ 大雨の頻度と強度も 1950 年以降陸域の大部分で増加している。 
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⑤ カテゴリー 3～５に分類される熱帯低気圧の全球での発生比率は、過去 40 年間 

で増加し、熱帯低気圧 図-21900～2100 年の地球の気温変化の予測（出所 IPCC 報告書） 

がピーク強度に達する緯 

度は西部北太平洋で北へ 

シフトした。         

                         

 そして2015年パリで開催 

された COP21（国連気候変

動枠組締約国会議）では、長

期目標として産業革命（18

世紀後半）前からの気温上昇

を 2℃以内（出来れば 1.5℃

以内）に抑えること及び今世

紀（21 世紀）後半には温室効果ガス排出量を正味ゼロにすることを打ち出しました。

ところが、日本では２次エネルギーである電力の安定供給のため、石炭、石油、LNP 

などの化石燃料（1 次エネルギー）を大量に輸入し、燃焼し、発電しています。地球 

温暖化防止のため、日本はエネルギー供給及び消費の見直しを求められています。 

図-3 年々増えている温室効果ガス CO2 の濃度変化   

同年度内での CO2 濃度の

差は、北半球と南半球の陸

の面積の差及び四季による

森林の CO2 吸収量の差に

より生じます。夏は CO2 濃

度が減少し、冬は逆に増加

します。綾里は岩手県大船

渡市三陸町の気象庁大気環

境観測所のデータです。 

 （注）PPM は 100 万分の１ 

         

１-3 1 次エネルギーと 2 次エネルギー 

 石炭、石油、天然ガス等の化石燃料は自然界に存在する形のエネルギー源で、1 次エ 

ネルギーと呼ばれています。石炭は火力発電により 2 次エネルギーである電気に変換 

し、石油は精製してガソリンや灯油として使いやすい 2 次エネルギーに変換していま  

す。水素も自然界には殆ど存在せず、2 次エネルギーに入ります。自動車は２次エネル 

ギーであるガソリンを消費しています。地球温暖化の主原因とされる二酸化炭素の排出 

源の約 2 割は自動車から排出されています。 

近年電気モーターによる自動車が増えつつありますが、実は電気を供給しているは、 

化石燃料が主となっています。化石燃料を燃焼して、同じ熱量を得るために排出される 
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CO2 の比は石炭：石油：LNG で 10 : 7.5 : 5.5 となっています。日本は石炭からの 

排出量が多くなっていますが、世界的には石炭による火力発電を減らす方向にあります。 

 

１-4 発電方法によるライフサイクル CO2 とライフサイクルコスト 

 発電による CO2 発生量やコストは、発電時だけではなく発電設備建設や運用、廃棄 

までのライフサイクルで検討する必要があります。発電方法を比較すると、火力発電は 

設備建設及び運用の CO2 排出量に比べ、燃料燃焼時に発生する CO2 が大変多くなって 

います。それに対して太陽光や風力発電等の自然エネルギー発電は建設時に排出する 

CO2 は大きいのですが、発電時及び運用時は殆ど排出しないことがわかります。このこ 

とはコストについても言えることで、燃料を使わない太陽光や風力発電は建設費用が固 

定に対し、累計発電量は増え続けるため、限界費用（総費用／生産量）は下がっていき 

ます。発電効率にあまり変化がなければ、長く使った方が費用的にも環境的にもよいと 

いうことになります。             図-４ 設備・運用を含む電源別 LCCO2 

火力発電を LCCO2 排出量

で比較すると、多い順に石

炭火力、石油火力、LNG 火

力、LNG 火力（コンバイン

ド）となります。日本は、石

炭火力、LNG 火力、石油火

力等に必要な化石燃料の殆

どを輸入に頼っており、そ

の額は 2014 年度で 25 兆

円に達しています。温暖化

防止、貿易収支の面でも、速

やかな自然エネルギーへの

転換が望まれています。 

 

1-5 三つの電源の運用 

  供給する電源は電気の使用状態と供給体制により 3 種類に分けられます。 

１）ベースロード電源（基幹電源） 

一定量の電力を安定的に比較的低コストで供給できる電源です。この電源は一度稼働 

したらなかなか止める事が難しい電源であり、主に石炭、水力、地熱、原子力の 4 種 

類が、ベースロード電源となります。世界では、再生可能エネルギーがベースロード 

電源になりつつある国が増えています。    

日本では、総電力量の 30%が石炭によってまかなわれており、主たるベースロー 

ド電源となっています。そこで国際社会から、「日本は石炭火力発電で大量の温室効果 

ガスを大気中に排出している」と非難されています。 

ベースロード電源には次のような電源も含まれます。 
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① 地熱発電：世界第3位の地熱資源量がある日本の地理条件に適した発電方法です。 

発電コストも低く、安定的に発電を行うことが可能なベースロード電源として期待 

されていますが、現状では温泉地の利権や国立公園の問題等により発電量は少なく、 

今後さらなる開発が望まれています。 

② 水力発電：安価で安定して発電できる方法ですが、発電所を建設できる場所が限 

定されため、供給量に限界があります。 

③ 原子力発電：安価で安定して電力供給ができる一方で、事故が起こった場合、 

甚大な被害が発生するというリスクがあります。そのため 2011 年に発生した東 

日本大震災以降は、一部を除いて稼働を停止しています。また、使用済み核燃料 

（核のゴミ）の処理方法が問題となっています。 

2）ミドル電源 

電力需要の変動に応じて出力を調整できる電源です。ベースロード電源の電力が足 

 りなくなった場合に供給する電源で、主に LNG（天然ガス）や LPG（液化石油ガス） 

 の 2 種類による発電です。ミドル電源は、発電コストがベースロード電源の次に安 

価で、電力需要の動向に応じて出力を調整できる電源であり、燃料の種類により次の

ように分 類されます。 

① LNP 液化天然ガス：世界各地の油田で採掘されるため、調達に関してはリスクが 

少なく、比較的安価に発電が可能です。また石炭に比べ CO2 の排出量が少なく、 

石油に比べ調達先が分散しているというメリットがあります。 

② LPG（液化石油ガス）：火力発電所のバックアップ燃料として使われますが、あま 

り利用量は多くありません。 

3）ピーク電源 

ベースロード電源とミドル電源を合わせても電力が足りなくなる場合に使用され 

る電源で、発電コストは高いものの電力需要の動向に応じて出力を機動的に調整でき 

る電源です。主に石油火力発電と揚水式水力発電がピーク電源となります。石油は発 

電以外にも広く使われるため需要が多く、調達価格も高額です。さらに 90%近くを 

中東に依存しており、中東の政治情勢に価格が左右されます。揚水式水力発電は電力 

に余剰がある夜間に水を汲み上げ、高い場所にある貯水池に貯めておき、電力需要が 

多い時間に流して発電する方法で、蓄電としての役割を果たします。水を電池のよう 

に使えて融通が利くため便利ですが、貯水量に限界があるので継続的な安定供給はで 

きません。 

 

１-6 電源の評価 

「ベースロード電源」「ミドル電源」「ピーク電源」という 3 つの電源は、電源調達 

の特性という視点での分類です。しかしエネルギー政策上では次のような「3E＋S」 

という電源の評価基準があります。 

①  E 安定供給性（Energy Security）  

②  E 経済効率性（Economic Efficiency） 
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③  E 環境への適合性（Environment） 

④  S 運転特性及び安全性（Safety） 

表-1 化石燃料使用の発電及び原子力発電の評価 

 
①安定供給性 ② 経済効率性 ③環境への適合性 ④運転特性 

石炭火力 発電量維持に活

用 

低価格で熱量高 

9.5 円 kWh 

GHG 排出量が 

最も多い 

緩やかな出力変動

可能 

LNG  中 東 依 存 度

30% 

液化コスト・ 

輸送コスト高い 10.7

円 kWh 

GHG 排出量が 

比較的少ない  

出力変動可能  

石油火力  中 東 依 存 度

83% 

価格高い 

22.1 円 kWh 

GHG 排出量が 

石炭の次に多い 

出力変動可能 

原子力 純国産 

エネルギー 

運転コスト低 8.9 円～

/kWh 

ゼロエミッション電源

だが安全対策・廃棄物処

理の問題有り 

出力は概ね 

一定、放射能拡散

の危険性 

（参考：各電源の特性と電源構成を考える上での視点｜資源エネルギー庁） 

 

表-2 再生可能エネルギー及び自然エネルギー発電の評価 

 
安定供給性 経済効率性 環境への適合性 立地 

水力発電 渇水時は発電 

困難  

固定費用大 

限界費用小 

発電時 GHG  

排出なし 

河川の水量 

及び落差大 

太陽光発電  天候に左右され

る  

固定費用大 

限界費用小 

発電時 GHG  

排出なし 

日射量が多い 

風力発電 天候・風速に左

右される  

固定費用大 

限界費用小 

発電時 GHG 

排出なし 

騒音景観要配慮 

北海道北部、 

東北地方沿岸 

風速 6m 以上 

バ イ オ マ ス

発電 

資源が有限  固定費用大 

限界費用中 

カーボンニュートラ

ル 

森林・道路・送電線、

鳥獣保護 

地熱発電 資源は豊富 固定費用大 

限界費用小 

発電時 GHG 

排出なし 純国産エ

ネルギー 

国立公園内及び温泉

観光地の景観配慮 

 

２．エネルギー資源の枯渇 

 エネルギー資源の枯渇防止に関連する方策には、エネルギーの消費を抑えると共に、 

供給する資源の有効利用・効率化があげられます。この章では主にエネルギー供給の効 

率化により、資源枯渇を抑えるための方策を検討します。 
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2-1 化石エネルギーの将来 

化石燃料は、地質時代にかけて堆積した動植物などの死骸が地中に堆積し、長い年月 

をかけて地圧・地熱などにより変成されてできたものです。化石燃料の埋蔵量は有限で、 

このまま使い続ければ、いずれは無くなることが懸念されています。そこで世界は、エ 

ネルギー資源に関する技術開発を進めていますが化石燃料の採取に関しては、すでにピ 

ークを迎えていると予測されています。シェールガス・シェールオイルは地下深くから 

取り出すために、多大なエネルギーが消費されており、自噴するような石油と比べれば 

効率が悪く、そのような地下資源でさえ将来的には消滅すると考えられています。 

（注）地質時代とは、約 46 億年前の地球の誕生から現在までの内、直近数千年の記録が残っている有史

時代以前のこと。地質学的な手法でしか研究できない時代の事。（Wikipedia より） 

 

2-2 エネルギーの種類と貯蔵状態 

 エネルギーは、化学エネルギー、熱エネルギー、電磁気エネルギー、力学エネルギー 

の 4 種類に分けられ、そのエネルギーの貯蔵状態も異なります。 

 表-3 エネルギーの種類と貯蔵状態 

エネルギーの種類 貯蔵状態 

①化学エネルギー 化石燃料、水素、電池、植物 

②熱エネルギー 蒸気、温水、岩石，融解熱、蒸発熱 

③電磁気エネルギー 

電気エネルギー 

 

 

磁気エネルギー 

キャパシタ、コンデンサー、蓄電池（燃料電池 

アルカリイオン電池・乾電池、マンガン乾電池、ニッケル系

一次電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン二次電池、ニ

カド電池） 

超電導コイル 

④力学エネルギー 

 

運動エネルギー 

揚水発電（ポテンシャルエネルギー） 

圧縮空気（圧力エネルギー） 

フライホイール 

表-4 電池の種類と評価 

比較項目 鉛電池 ニッカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池 

大きさ ✕✕✕ ✕ 〇 〇 

重量 ✕✕✕ ✕ ✕ 〇 

メモリ効果 ○ × △ ○ 

大電流放電 ○ ○ ○ △ 

コスト ○○ △ △ × 

環境性 × × ○ ○ 

  

2-３ 再生可能エネルギー及び自然エネルギーの活用 

再生可能エネルギーは、消費しても補充が定常的に期待できるエネルギーのことで、 
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枯渇しないのが特徴です。自然エネルギーは、定常的に補充が可能なエネルギーのうち、 

自然現象を利用するもので、環境負荷が少なく地球上どこにでも存在しており枯渇しな 

いのが特徴です。化石資源を除く生物由来の有機性資源を利用する「バイオマス」や「温 

度差」「濃度差」等は通常自然エネルギーには含まれません。 

また自然エネルギーは、広義の再生可能エネルギーの一部として考えられ、一般に自 

然エネルギーを含めて、再生可能エネルギーと呼ばれています。自然エネルギーは、い 

くら使っても枯渇せず、エネルギーを作り出す際も二酸化炭素等の温暖化ガスを発生さ 

せないため、環境へ与える負荷が少ないと言われます。自然エネルギーによる発電には 

次のような種類があります。 

①太陽光発電 

②水力発電 

③風力発電 

④バイオマス発電（廃棄物発電のうちバイオマス由来分は対象として含む） 

⑤地熱発電 

⑥海洋温度差発電 

⑦潮力・波力発電 

 

2-4 自然エネルギーの利用  

近年エネルギーや環境問題の解決に向け、太陽光や風力等の自然エネルギーを有効に 

活用し、発電した電気を貯蔵する技術開発・普及が進んでいます。 

自然エネルギーを含む再生可能エネルギーの活用は、化石燃料消費を減らすことになり、 

日本のエネルギー自給率向上につながります。またこの分野の技術開発が進むことで、 

新たな産業が生まれる可能性があります。再生可能エネルギーを活用することによるメ 

リットは次の通りです。 

①地球温暖化・気候変動等地球規模の環境問題の対策を進める。 

②化石エネルギー資源利用を削減し、エネルギー自給率を向上させる。 

③新たな産業と雇用が創出される。  

再生可能エネルギーは、次世代を支える貴重なエネルギーですが、下記の様なデメリッ 

トもあります。 

①出力不安定で天候に左右される。 

②発電コストが高い（初期投資が大きくなかなか元が取れない） 

自然エネルギーがなかなか普及しない原因には高い発電コストにありました。しかし、 

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の報告によると、2010 年から 2017 年ま 

での 7 年間に再生可能エネルギーの発電コストは大幅に低下し、世界平均で太陽光 

は 73％、陸上風力は 23％程度下落しました。2017 年時点で化石燃料の発電コス 

トは 1 キロワット時当たり約 5 円～17 円だったのに対し、太陽光は約 10 円、陸 

上風力は約 6 円に下がりました。自然エネルギーが化石燃料と比較して発電コスト 

が高いのはもはや過去のことになりつつあります。 
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2-5 日本の発電の歴史 

 日本の発電は 1965 年頃までは水力、197０年代のオイルショックまでは石油、そ 

の後は石炭と LNG（天然ガス）、原子力が中心でした。しかし 2011 年の東日本大震 

災以降は、原子力発電の割合が一旦ほぼゼロにまで減り、その減少分の大半は LNG で 

カバーされています。2017 年時点での発電割合は、LNG39.8%、LNG に石炭と石 

油を加えた         図-5 主導電源の変化 

化石燃料による火力 

発電は 80.8%を占 

めています。火力発 

電の割合は、震災前 

の 2009 年は 

61.7％でしたから 

、約３割増えたこと 

になります。水力発 

電は、揚水発電を合 

わせて 8.0%です。一 

方水力及びバイオを含む自然エネルギー利用の割合は 2019 年度約 22%ですが、こ 

れは電力固定価格買取制度（FIT）の導入及び風力発電の推進等により伸びたと考えら 

れます。          図-6 世界の国別自然エネルギーの利用状況  

日本の水力を含む自 

然エ年ルギーの利用 

は、発電量でみれば、 

全体の約 18.5％で、 

資源の少ない日本は、 

地球温暖化に寄与す 

ることが少ない化石 

燃料に頼らない持続 

可能な自然エネルギ 

ーの利用を推進する 

必要があります。 

 

図-7 2019 年の日本全体の電源構成出所：電力調査統計 ISEP 
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2-6 エネルギーの質 

 

エネルギーが 100％相互変換可 

能ということは、エネルギーとして 

同じ「質」を持っていることであり、 

「質」が高いと言えます。変換効率 

が落ちてしまった場合、再びもとに 

戻すことは不可能です。 

これはエネルギーの質が悪いために起こる現象であり、その点電気エネルギーは比較 

的質が高いエネルギーであると言えます。「エントロピー」は、熱力学において断熱条 

件下で不可逆性を表す指標として導入された法則です。 

（エントロピー増大の法則） 

電気エネルギーは、変換や移送が他のエネルギーに比べ容易なことから、私たちの生 

活や産業に欠かせないエネルギーとなっています。昔はかまどに薪をくべて煮炊きして 

いましたが、その後熱源は石炭や木炭、灯油、ガスへと変わりました。そしてさらに今 

日は、主たる使用エネルギーは、二酸化炭素等を排出しない輸送に楽な電気に変わりま 

した。そして、電気エネルギーの利用に関しては、熱源として利用する場合、ヒーター 

として直接利用するのではなく、熱源を空気から吸収するヒートポンプ方式の効率の良 

いエアコンや給湯器の利用が増えています。さらに家庭で使うエネルギーすべてを電気 

で賄う便利で比較的安全なオール電化住宅が増えつつあります。 

 

2-7 電気供給「同時同量」の原則 

電気は使いやすいエネルギーですが、電気の安定供給を確実に行うには、守らねば 

ならぬルールがあります。それは、使う電気と作って供給する電気が、常に同時かつ 

同量である必要があることです。この使う電気と作る電気を同時かつ同量に調整する 

ことを「同時同量」と言います。このバランスが崩れると電気が不安定になり、停電 

が発生します。そこで電力会社は、電気の使用量を予測しながら、発電量の調整を行 

い、「同時同量」を常に達成しています。例えば夏のクーラー使用等には、供給電力 

量が増えることが予想され、その状況に対処するため、ピークをカットやピークシフ 

トが行われています。さらにピーク時に補うピーク電源で補充することも実施されて 

います。ピークカットは、最も使用電力の多い時間帯の電力使用量を減らすことであ 

り、ピークシフトは、電力需要の負荷を平準化するため、昼間電力消費の一部を夜間 

電力や電力の使用が少ない時間帯にシフトすることです。さらに夜間安価な電力を蓄 

電し、昼間使用することもピークシフトになります。 

 

2-8 発電に伴うエネルギー変換効率 

化学エネルギーや力学エネルギーを電気エネルギーに変換する場合、エネルギー変換 

の方法によって発電効率に差が生じます。石炭火力発電は 石炭の燃焼により、CO2 な
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どの温室効果ガスを大量に輩出するため、地球温暖化防止・気候変動阻止の面でも削減 

が必要です。また石炭火力発電は、電力使用量のピークに対応して、短時間に追加発電 

する「ピーク電源」にはなりにくい電源といえます。 

表-5 電気への変換装置と変換効率 

  

2-9 エネルギー消費に伴う変換効率  

 電気エネルギーや化学エネルギーを力学エネルギーや熱エネルギー、光エネルギー 

に変換する場合、変換装置により変換効率に差が生じます。概して電気モーター類は 

効率が良く、照明では LED の変換効率が高くなっています。近年電気によるモーター 

で動く自動車が増えていますが、電気エネルギーは力学エネルギーに変換する場合効 

率が高く、レシプロエンジンに比べ、省エネカーということができます。更にハイブ 

リットカー（HV）や電気自動車（EV）は減速時、回生ブレーキにより、力学エネル 

ギーを電気に変換し、蓄電し燃費向上をはかっています。電車も減速時に発電して、 

電気の使用量を減らしています。電気自動車や HV 車のバッテリーは蓄電・放電の頻 

度が多く、ニッケル水素電池やアルカリイオン電池が多く使われています。 

 

 表-6 変換装置と変換効率 

変換装置 エネルギー変換 変換効率 

大型モーター 電気エネルギー⇒力学エネルギー 90％以上 

小型モーター 電気エネルギー⇒力学エネルギー 60～70％ 

蒸気タービン 熱エネルギー⇒力学エネルギー 40～50％ 

ディーゼルエンジン 化学エネルギー⇒熱エネルギー⇒力学エネルギー 30～40％ 

自動車レシプロ 

エンジン 

化学エネルギー⇒熱エネルギー⇒力学エネルギー 20～30％ 

変換装置 エネルギー変換 変換効率 

火力発電（石炭） 化学エネルギー⇒電気エネルギー 40％ 

火力発電（石油） 化学エネルギー⇒電気エネルギー 37～38％ 

火力発電（LNG コンバインド） 化学エネルギー⇒電気エネルギー 50％ 

原子力発電 原子力⇒電気エネルギー 33％ 

水力発電 力学エネルギー⇒電気エネルギー 80％ 

風力発電 力学エネルギー⇒電気エネルギー 30～40％ 

水の電気分解 電気エネルギー⇒化学エネルギー 70％ 

発電機 力学エネルギー⇒電気エネルギー   約 99％ 

乾電池 化学エネルギー⇒電気エネルギー 90％以上 

大型蒸気ボイラ 化学エネルギー⇒電気エネルギー 80～90％ 

燃料電池（電気分解） 化学エネルギー⇒電気エネルギー 60～70％ 
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回生ブレーキ 力学エネルギー⇒電気エネルギー 燃費向上 

蛍光灯ランプ 電気エネルギー⇒光エネルギー 20～30％ 

白熱電球 電気エネルギー⇒光エネルギー 10％以下 

LED 照明 電気エネルギー⇒光エネルギー 30～50％ 

 

３．エネルギーの地産地消 

 

3-1 大規模集中型エネルギーシステムの限界  

資源量及び環境容量の限界が迫り来つつあり、再生可能エネルギーを中核とする地 

域分散型エネルギーシステムの普及とともに、世界は再生可能エネルギーが基幹電源 

になりつつあります。 

  

3-2 地域分散化エネルギーシステム「スマートグリッド」構築の必要条件 

 ① 基幹系統（高電圧）から配電ネットワーク（低電圧）までの自動化  

  ② 情報通信技術による供給側と需用側のネットワーク構築 

（需要家の電力使用状況を随時把握可能とするため、スマートメータ、 パワー 

メーターが必須です） 

③出力が不安定な再生可能エネルギー、太陽光発電・風力発電等の大量導入に耐え 

られる蓄電設備の完備、電力系統の構築  

④ 必要な時に取り３出せる蓄電設備の完備 

従来電気は貯蔵ができず、生産すると同時に同量消費される「同時同量」が守 

られていましたが、電気は貯蔵でき、必要な時に必要な量を取り出せ時代にな 

ると予想されます。 

  ⑤ エネルギー共同体という意識改革     

    エネルギ—製造に地域の皆で関わっているという意識を持つ。 

 

3-3 スマートグリットの効果  

再生可能エネルギーの大量導入が可能になり、電気料金の低減及び CO2 排出削 

減により地球温暖化防止に貢献します。地域でのスマートグリット構築には、スマ 

ートメータによる需要応答 がポイントとなります。消費者が参加しないスマート 

グリットはスマートとは言えません。また、蓄電設備を備えている電気自動車はグ 

リッドへの連携が可能になります。 V2G とは、Vehicle-to-Grid の略で、自動車 

からグリッド（電力網）へ電力の融通のことを意味します。 

 

3-4 キャパシタと蓄電池の種類  

キャパシタとは、1879 年にドイツの学者ヘルムホルツ（Helmholtz）によって発

見された「電気二重層」現象の原理が応用された蓄電池のことです。 



２−12 
 

電気を電気のまま（エネルギーの化学反応なしに）充放電することが可能で、原理的 
には半永久的に使用することができる理想的な蓄電装置と言われています。ただし、 

キャパシタの大容量化は現在のところ技術的に困難であるとされており、様々な用途 

に向けての実用化を目指し研究が進んでいます。エネルギー供給構造の自立化には太 

陽電池、リチウムイオン電池、電気自動車が有望と言われています。繰り返し使用で 

きる家庭用 2 次電池には、ニカドやニッケル水素、リチウムイオン等の小型電池や 

鉛蓄電池等の大型電池があります。電力使用量が少なく、料金が安い夜間電力を充電 

し、料金の高い昼間に使う方法で電気料金を下げる方法があります。 

４．水素社会は到来するか 

 

4-1 水素エネルギー 

水素は文字通り「水の素」という意味で命名された元素で、地球上で最も軽い、無 

色無臭の気体であり、宇宙にもっとも多く存在する基本元素です。地球上では水や炭 

化水素等の化合物の状態で存在しています。また水の電気分解により酸素を分離し水 

素を取り出すことができます。逆に酸素と結びついて水になります。 

水素エネルギーとは、水素分子 H2 が酸素分子 O2 と反応し、水 H2O になる時に放 

出されるエネルギーのことです。O2 と反応しても、温室効果ガス CO2 を排出する 

ことがありませんから、クリーンなエネルギーと言われます。地球上では、水や炭化 

水素等の化合物として存在します。また、水素は圧縮することで気体を小さくして貯 

蔵、輸送が可能です。 

 

4-2 水素の製造方法 

  水素は水の電気分解以外に LNP（天然ガス）や LPG（液化石油ガス）、ナフサ等 

の水蒸気改質により製造する方法及び水の電気分解等により製造できます。 

表-7 水素の製造法  

利用資源 原料 製造方法 使用エネルギー 由来 

化石資源 

 

LNG 

LPG 

ナフサ 

メタノール 

水蒸気改質法（900

～1000℃） 

オートサーマル 

熱エネルギーを使用 化石資源由

来 

化石資源 石炭 ガス化 熱エネルギーを使用 化石資源由

来 

非化石資源 水 電気分解 

光分解 

電気、再生可能エネルギ

ーの電気を使用 

グリーン水

素 

注：改質とは炭化水素（石油ナフサ・天然ガス等）を化学反応させ分子量の 

小さい分子へ変化させること。 

水素のライフサイクルで CO2 発生量をゼロにするには、もともと CO2 を出さない電 

気である再生可能エネルギー（自然エネルギー）を使って電気分解するしかありません。 

電気分解により製造された水素は「R 水素」と呼ばれています。（Renewable Hydrogen 

再生可能水素）「R 水素」は、持続可能な方法で水から取り出す水素ことです。 
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４-3 三つの水素 

水素はその製造方法により次の三つにわけることができます。 

①  グリーン水素：素水を電気分解し、水素と酸素に還元することで生産される水素の 

こと（R 水素）。この水素を利用し、酸素を大気中に放出することで、環境への悪影

響を与えずに水素を利用することができます。電気分解には電気が必要となります

が、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを利用することで、二酸化炭素を排出

することなく、効率はあまり良くありませんが、水素を製造することが可能です。 

② ブルー水素：天然ガスや石炭等の化石燃料を、蒸気メタン改質や自動熱分解など 

で水素と二酸化炭素に分解する水素。二酸化炭素を大気に排出する前に回収する 

ことで、グリーン水素と同様に、温室効果をゼロにすることも可能です。 

グリーン水素とブルー水素のコストを比較するとグリーン水素の方がブルー水素よ 

り高価です。それは、再生可能エネルギーを利用して水から水素を製造するプロセ 

スである電気分解のコストが原因です。具体的には、電気分解によって生成された 

水素（グリーン水素）は、その生成に使用される電気よりも常に高価であるのに対 

し、天然ガスは電気に変換するよりも大幅に低いコストで水素に変換できるからで 

す。但し、グリーン水素製造コストは、2015 年から 2020 年までに 40%低下 

しており、2025 年までにさらに 40%低下すると予想されています。また、電気 

分解能力を大幅に増やせば、今後 10 年間で約 70%のコスト削減になるとも予想 

され、すでに EU では、ドイツに続きグリーン水素の普及を政策として掲げている 

国もあります。                  図-8 水素製造過程分類 

③ グレー水素：水素を生産するプロセスはブルー

水素と同様ですが、ブルー水素と異なり、二酸

化炭素を回収せずそのまま大気中に放出する手

法です。２020 年時点で、世界で生産されてい

る水素のうちグレー水素が約 95%を占めてい

ますが、グレー水素は削減、禁止されていく方

向にあります。 

④ イエロー水素：グリーン水素と同様に水の電気

分解によって生産されますが、原子力発電を利

用しています。（グリーン水素の類似） 

グリーン、ブルー、グレーの順に環境に優しくなりますが、生成コストもグリー 

ン、ブルー、グレーの順に高くなります。 

column 本田・藤島効果  

水中に二酸化チタン（TiO2）電極と白金（Pt）電極を置き、TiO2 電極に光をあて

ると水が分解され、TiO2 から酸素、Pt から水素が発生するとともに両電極間に電

流が生じる現象で、本田・藤島両名が発見した現象です。 
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4-4 水素の輸送方法  

脱炭素時代の「夢の燃料」と期待される水素ですが、石油製品のように世界中で使 

われるようになるには、サプライチェーン（供給網）づくりが欠かせなくなります。

そのため水素の運搬方法として将来的にはパイプラインによると思われます。 

ドイツではすでに数百キロに延びる水素パイプラインが敷設されています。燃焼時に 

二酸化炭素（CO2）を排出しない水素は、脱炭素の有力な手段とされ、政府も水素の 

生産や利用について目標を掲げて推進しています。しかし、ネックとなっているのは 

価格です。LNG からつくった水素で発電する場合、一般の電力価格の約 2 倍になり 

ます。水素利用の普及を進めるためには、大規模水素製造設備をつくることでコスト 

を削減する必要があります。 

生産した水素の供給先は自動車向けの水素ステーションを想定しています。2020 年 

12 月時点で、国内の水素ステーションの数は 137 カ所にとどまりますが、政府は 

30 年に 900 カ所まで増やす予定です。トヨタ自動車の「ミライ」など、燃料電池車 

（FCV）の技術は日本勢が世界をリードしていますが、インフラの整備が進まず普及 

はしていません。ガソリン車で世界有数の自動車大国となった日本ですが、FCV の時 

代でも世界をけん引する存在であってほしいです。 

 

4-5 運輸部門の二酸化炭素排出と水素自動車（FCV）に今後ミライはあるか？ 

 2019 年度の日本の運輸部門の CO2 排出量は約 2 億 600 万トンで、全体の約 

18.6％を占めており、その内自動車からの排出が約 9 割を占めています。そこで、 

温室効果ガスを排出しない自動車の開発普及が急務となっています。 

再生可能エネルギーから得た電      図-9 日本の運輸部門別 CO2 排出量 

気で水素を作り、それを FCV 

（燃料電池 自動車）で発電 

してモーターを動かす場合、 

現状では圧縮水素では元の電 

気の 23％に 77％目減り）、 

液体水素すると 19％に 81％ 

目減り）になります。一方電 

気を水素に変えずバッテリー 

に直接ためて使えば、全体を 

通して 69％となり、３割強

の目減りで済むことになります。つまり現状では、わざわざ水素に変換することは、 

エネルギーのロスになります。今後バッテリーの性能がアップすれば、水素に変換せ 

ずバッテリーの電気でモーターを動かうことがより効率的であることが考えられま 

す。今後のバッテリーの性能アップが望まれています。また水素自動車の普及には、 

水素の値段引き下げと共にガソリン車にガソリンを供給するガソリンスタンドが必要 

なように、水素を供給する水素ステーションが各所に必要になります。水素製造では 
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液化した場合、改質で 2 割、液化プロセスで 3 割、燃料タンクへの圧縮充填で 1 割 

失われ、さらに燃料電池の発電で 5 割失われます。（0.8×0.7×0.5＝0.28）水素 

製造時及び使用時の効率化が望まれます。 

 

4-6 これからの自動車に求められる性能 

 HV は、エネルギー源として、ガソリンを燃焼させ、エンジンを動かすことで走行 

します。電気で動くモーターも搭載していますが、回生ブレーキによる発電により燃 

費をよくするための補助的な役割で、家庭用コンセントや公共のスタンドからの充電

はなく、制動時のブレーキで発電し、走行中の力をうまく使って発電しています。 

EV のように充電を行わないため、維持費としてガソリン代がかかります。 

PHV（プラグインハイブリット）とは「プラグインハイブリッド自動車」です。その 

特徴は、 EV と HV のいいとこ取りであり、FCV は Fuel Cell Vehicle」、つまり燃 

料電池自動車のことです。他の自動車と比べると構造が特殊で、専用の水素ステーシ 

ョンから補充した水素を使って自家発電した電気をエネルギー源として走行します。 

そのため、同じ電気を使うクルマでも、EV や PHV のように家庭用コンセントや公共 

用のスタンドから充電することはありません。燃料が水素ですから、排出されるのは 

水のみでクリーンという観点では優れたクルマです。 

PHV とはガソリンエンジンを使う HV に充電できる機能を搭載したことで、ガソ 

リンで走ることもできますが、基本的には公共用のスタンドや家庭用コンセントから 

充電した電気で走行します。PHV の場合、ガソリンで動かすエンジンは走行用という 

よりも、主に発電用であり EV のデメリットだった航続距離の短さは改善され、同時 

 メリット デメリット 

EV 

 維持費が比較的安い 

 エコカー減税の減税率 100％ 

 グリーン税制の減税率 75％ 

 CEV（Clean Energy Vehicle） 

補助金が適用される 

 航続距離が短い 

 充電に時間がかかる 

 蓄電池が経年に伴い徐々に

劣化する 

HV 

 EV 走行時は通常のガソリン車より航続距離が長い 

 EV 走行時は通常のガソリン車より燃費が良い 

 車種によって減税率は異なるが、エコカー減税とグリーン税

制を受けられることもある。 

・充電ができる他の車より比

較的維持費は高め 

・CEV 補助金適用されない 

PHV 

（プラグ

イン

HV） 

 充電ができるので、維持費が比較的安い 

 発電しながら走ることができるので、航続距離が長い 

 エコカー減税の減税率 100％ 

 グリーン税制の減税率 75％ 

 CEV 補助金が適用される 

 エンジンとモーターを両方

搭載するので、車両価格が

高め 
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表-8 これからの自動車の種類と導入のメリット・デメリット 

に HV の高い維持費も抑えることができます。まさに EV と HV のメリットを兼ね備 

えたいいとこ取りの製品だと言えるでしょう。 

自動車の今後は、乗用自動車は便利ですが通常乗っているのは 1 人か 2 人です。日 

常使うスピードとしては、歩くスピードの５～８倍（20～30 キロ／ｈ）までで十 

分です。乗用自動車はもっと小さく、軽く、遅くてもいいと考えられます。きっと 

維持費も交通事故も大幅に減ると思われます。 

 

4-7 水素の航空機への活用 

温室効果ガス全体に対する航空機の影響は約 2.5％です。温室効果ガス削減のため、 

CO2 を排出しない水素を燃料として使うことが検討されています。 

 

4-8 地球温暖化のリスクと適応策 

一般に地球温暖化などの気候変動への対処は温室効

果ガス（GHG）の排出削減と吸収の対策を行う「緩和」

と、既に起こりつつある気候変動影響への防止・軽減の

ための備えの「適応」に分けられます。新しい気候条件

の利用を行う温室効果ガスによる影響への軽減をはじ

め、リスクの回避・分散・需要と、機会の利用をふまえ

た渇水対策や農作物の新種の開発や、熱中症の早期警告

インフラ整備などが例として挙げられます。 

 

パリ協定も目的を達成目指して、「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源によ

る排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成するために、世界全体の温室効果ガ

スの排出量が出来る限り速やかにピークに達すること及びその後は利用可能な最良の

科学に基づいて迅速な削減に取り組むことを目的」としており、「持続可能な開発に貢

献し、及び適応に関する適当な対応を確保するため、この協定により、気候変動への適

応に関する能力の向上並びに気候変動に対する強靱性の強化及び脆弱性の減少という

適応に関する世界全体の目標を定める」と規定しています。         （完） 

 

FCV 

（水素 

自動車） 

・排ガスはでない（水のみ）  

 水素ステーションの 

普及率が低い 

 技術が一般化していないた

め、車両本体価格がまだ高

い 


