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【エネルギー】水素経済社会  
 

世界エネルギー技術の展望 WETO H2報告書（EU） 
－2050年までの世界エネルギーの要因と制約－ 

 
はじめに 

 
WETO H2研究は、次の半世紀の技術と気象変動ポリシー対する種々の異なったシナ

リオを調べるために、世界エネルギー・システムの標準的予測を展開しており、WETO 
H2研究は、燃料として水素の広がりに特別な関心を持っている。 

 
この標準的予測は、世界の異なった地域の人口および経済成長の外因的な予測を採

用している。また、それは、化石エネルギー資源の入手可能性および未来の技術のコ

ストおよび能力に対して一貫した仮定をしている。この予測は、資源の制約の下にま

た気候政策の面から、国家および地域のエネルギー・システムならびにその国際エネ

ルギー市場における相互作用に関して 2050年への展開を記述するために、世界エネル
ギーセクターシミュレーションモデルの POLESモデルを使用している。 

 
異なる 2 つのシナリオがこの報告書の中で考慮されている、カーボン固定化ケース

および水素ケースのシナリオである。カーボン固定化ケースは、CO2濃度レベルを 550 
ppmv 以下にした長期的に互換性をもつ排出プロフィルを目指して、適度に野心的な
気候目標を持った世界の情勢を反映している。 

 
このシナリオは、EU気候政策を描きだすためには意図されていない。EU気候政策

は現在準備中であり、UNFCCC“ポスト 2012”交渉過程において提出されるであろ
う。その予測は、POLESモデルによる国際気候政策に関する先行研究であり、特に“欧
州温暖化ガス削減進路(European Greenhouse gas Reduction Pathways)” 1の研究で

ある。 
 
標準的予測およびカーボン固定化ケースは、総合すれば、異なるポリシーコンテキ

ストでの世界エネルギー・システムの構造および展開において予測される大きな変化

を示している。以前のWETO-2030研究と比較して、2050年を対象にしたこの予測は、
限られた化石燃料資源および温室効果ガス排出の制限という一対の制約の結果を明白

に示している。WETO H2によって提供される世界のイメージは、エネルギー・システ

ムへの根本的な変更の必要性を明らかにしている。 
 

                                                  
1 温暖化ガス削減進路(政策決定者サマリー)：

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/pdf/pm_summary2025.pdf 
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水素シナリオは、代替技術経路と社会経済経路を考慮し、世界エネルギー・システ

ムに水素を組入れる可能な方法を例証している。それは、水素技術を、主として最終

用途側で、よりコスト効率の良い技術にするためのいくつかの技術ブレークスルーを

意味している。 
 
この報告書は、最初に、第１章でこの研究に使われる一般的な仮定を示し、次に第 2

章で世界および欧州の標準的予測の結果を示している。第 3 章では、カーボン固定化
ケースのエネルギー・システムと技術の結果を分析する。第 4 章は、水素技術の技術
的現状について議論し、また水素シナリオの結果を示す。 

 
前回の海外レポート 993号では「世界エネルギー技術の展望 WETO H2報告書の概要」

について報告している。( http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/993-03.pdf ) 
ここでは、第 1章「2050年までの世界エネルギーの要因と制約」の部分を記述する。 

 
2050年までの世界エネルギーの要因と制約 

 
WETO H2研究の標準的予測は、世界経済における進行中の動向および構造変化の継続

に起因するとして 2050 年までの世界のエネルギー情勢のイメージを提供している。この
予測は、環境的制約の下で世界エネルギーシナリオのシミュレーションと経済分析のため

のツールを提供している POLESモデル化システムで開発されている。 
 
このシステムは、動的な再帰的シミュレーションプロセスにより、一般均衡にはなく部

分平衡モデルである。エネルギー・システムの要因と制約の同定から、このモデルは、今

日から 2050 年までの、エネルギー開発、燃料供給、温室効果ガス排出、国際価格ならび
に最終使用者価格の経路について記述することを可能としている。 

 
これらの主要な要素のすべての変化が、分野レベルの相対的価格変化によって大きく決

定されるので、このアプローチはエネルギー・システムの主要な要素と強い経済的整合性

の高度な詳細を組合せている。このモデルは、22 のエネルギー需要セクターと、現在は、
一般的な非常に低いエネルギーの最終用途技術を含んだ約 40 のエネルギー技術で、世界
の 46 領域を識別している。したがって、それぞれのシナリオは、政策的制約の導入によ
って引起される初期の標準的ケースの経済的に矛盾しない変革の組み合わせとして説明す

ることができる。 
 
標準的予測への主な外因的入力は以下のものに関係している。エネルギー需要の主な要

因としての世界人口と経済成長、供給への重大な制約としての石油とガス資源、そして可

能性ある解答を決めるエネルギー技術の将来のコストと性能である。全てのケースで、予

測された動向は、既存の構造変化を外挿する、下に例証されるように、これは、世界経済
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とエネルギー・システムの一様な発展を全く意味しない。 
 
POLES モデルで実施された予測の重要な様相は、動的に変化する特性を持った技術間

の持続的な競争の枠組みに依存するということである。各々の重要技術の予測価格と性能

データは、この分析に適したやり方で、情報整理し標準化するカスタマイズされたデータ

ベースに集められ調べられている。 
 
最後に、このモデルは、マクロ経済の影響の緩和シナリオを計算しないが、新しい技術

の具体化のコストとその技術と科学の経済指標の正確な検討からもたらされる利益に基づ

いた強健な経済的評価を作り出している。 
 
以下に、1.世界経済成長の要因、2.世界化石燃料資源、3.WETO H2シナリオの技術ポー

トフォリオについての仮定を説明し、最後に重要な仮定をまとめている。 
 
1. 世界経済成長の要因 
 
この研究では、世界経済は 2030 年までは 3%／年で成長し、その後、2030 年と 2050

年の間で平均の 2%／年へと減速している。2030 年後の 20 年間のより低い成長は、部分
的に中東とアフリカを除くすべての領域において、一人当たりの GDP 成長がより低い結
果である、また、部分的には、人口増加の下降率の結果がある、 いくつかの地域では人口
減少さえ起きる。 

 
表 1：WETO H2予測の世界人口と経済成長 

 
将来の経済成長率は、工業化された地域にわたっては概して類似している、経済成長率

は、2010年から 2030年までは大体 2%／年であり、2030年から 2050年までは 1.5%／年
である。 

 
図 1に示されているように、経済成長は開発地域においてより速い。成長率は、解析期

間中アフリカと中東では 3～4%／年の間にあり、ラテンアメリカではやや低い。アジアで
は、2010年と 2030年の間で現在の 7%／年から 4%／年まで急速に下降する、そして、2050
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年では 3%／年以下になる。これは、大部分はアジア経済が現在経験している急速な追い
上げプロセスの終了にあり、また、中国人口の高齢化の結果として生じる景気減速を反映

している。 
 

図 1：世界の主な地域の経済成長(%／年) 
 
経済成長動向の地域格差は、部分的には、基礎をなす人口動態に由来する。人口は、

2030 年までに、欧州、太平洋 OECD諸国および CIS諸国においては減少する。北米
とラテンアメリカならびにアジアは、1%／年弱の低いプラスの増加率を持っている。
アフリカおよび中東は、2030 年の後も成長率が 1.5%／年以上を越すただ一つの地域
である。 

 
経済成長要因の 2番目の重要な要素は、一人当たり GDP成長である。それは、長期

間にわたって労働力の移動と広域生産性を増加させる。世界の一人当たり GDPの平均
成長率は、この期間にわたって、単調にゆっくりと下がる。また、それは、長期的な

経済成長に関する多くの研究と一致し、平均生産性の成長は 2%／年の長期傾向を示す。
一人当たり GDP成長の減少は、北米とアジアで最も顕著である。ただし、この期間の
北米の一人当たり GDP は最高のままである。またアジアは現在の目覚ましい 5.5%／
年から半分に低下する。 

 
経済・人口統計の成長パターンは、長期間にわたり世界中の収入の不均衡を緩和す

る。アフリカは最後進地域のままに留まり、2050 年までの一人当たり GDP は、北米
の値の今日の 7%に対して、8%である。2050 年に、一人当たり平均 GDP が北米の 4
分の 1 以下のただ一つの地域はアフリカである。しかし、過渡期や開発中のすべての
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地域は、今日、4分の 1以下である。2050年には、アフリカ以外のすべての開発地域
の 1人当り平均所得は、およそ Eu15000である。1990年のヨーロッパ(中央ヨーロッ
パを含む)の値よりわずかに上である。（WETO H2研究の人口および GDP予測は、出
典 p19の Box 1.を参照） 

表 2：世界の主な地域の一人当たり GDP(euro2005/年購買力平価) 
 
2. 世界の化石燃料資源 
 
将来の需要増加に見合う供給へのアクセスが困難かもしれないことを、現在の市場

の振舞ならびに最近の一連の研究 2 は示唆しており、石油とガス資源に関する仮定は

重要である。どのような長期的なエネルギー見通しも、何人かの地質学者がまもなく

起こると予測する「ピークオイル」および「ピークガス」の可能性を考慮しなければ

ならない。 
 
価格の必然的増加は、競合エネルギー技術の開発に大きく影響を及ぼし、将来のエ

ネルギー・システムを作り変えるかもしれない。WETO H2は、石油とガス資源の評価

に特別の注意を払っている。（石油とガス資源の埋蔵量と生産のモデル化は、出典

p21-22の Box 2.を参照）フランス国営石油研究所(IFP：Institut Francais du Petrole)
は、最終回収可能資源 3、発見、埋蔵量と累計生産量ならびに回収率に関する仮定を

調査している。 
 

                                                  
2 特に石油とガスジャーナル誌を参：the Oil and Gas Journal, Feb. 21 and Mar. 7, 2005, and IMF, 

April 2005, World Economic Outlook: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/01/pdf/chapter4.pdf 

3 例えば WETO-2030で、URRのために POLESで使用された基礎的仮定は、各生産地域の石油とガス
の USGSの中央推定値に基づく。(すなわち 50%の発生確率) 
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今日の石油の累計生産量は約 900 Gbl(ギガバレル)である。WETO H2研究では、1700 
Gbl 残存し、そのうちの 1100 Gbl が発見されていると仮定している。これらの 1700 
Gbl の、確認・未確認資源を含んで約 1000 Gbl が OPEC 国にある。回収可能な残存
資源は、従来石油の現在の生産で、60年間の生産を示している。 

 
POLES石油ガス・モジュールは、石油とガスの探査および生産の技術進歩をシミュ

レーションする。技術進歩は、特に情報通信技術からの波及により、1970年代以降急
速であった。その主な効果は、試掘成功を向上させて、世界中で回収率を増加させた。 

 
POLESモデルは、最終回収可能資源(URR：Ultimate Recoverable Resources)を直

接に最新の回収率にリンクすることにより、改善された回収率をシミュレーションし

ている。 
 
石油の発見と生産のシミュレーションの結果は、向上した回収率のために、期間中

の最終回収可能資源量 URRは増加し、累積的な発見は探査努力に依存することを示し
ている。また、全累積的発見と累計生産量の間の差である埋蔵量も増加する。埋蔵量

の開発と拡大のこのプロセスは、米国内務省の地質調査所(USGS)が評価した全最終回
収可能資源が今日の 2600 Gblから 2050年のほぼ 3500Gblまでどのように拡大するか
を説明している。これは、2050年までの石油の供給と需要バランスに重要な影響を持
っている。 

 
3. WETO H2シナリオ中の技術ポートフォリオ 

 
技術の変化は、資源および排出に関する強い制約の取り扱いにとり非常に重要であ

る。どのような長期的なエネルギー見通しでも、技術的ブレークスルーと徹底した改

革を視覚化することが必要である。WETO-2030 は、大規模発電および再生可能技術
において、斬進的な改善を主に想定している。WETO H2シナリオが取り組む新エネル

ギー技術ポートフォリオとしては、以下を含んでいる。 
 
－ 化学的、熱-化学的あるいは電気的な方法による水素生産 
－ 電力または水素を作る化石燃料燃焼プラントへの付属物としてカーボン捕獲・隔
離のオプション 

－ 化石燃料、再生可能エネルギーあるいは水素からの分散電力生産、コジェネレー
ション(熱併給発電)の有無 

－ 電力または水素によって動力が供給された自動車を含む、新しいエネルギー・シ
ステムと担体概念を持った超低公害車 

－ 著しく向上した熱伝導性能を持った低および超低エネルギー消費ビルディング
(各地域の現在のビルディングのエネルギー消費から係数2～4倍の減少を意味する) 
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太陽電池システムが設計へ統合される場合、これらはさらにエネルギー生産ビル

ディングになる。 
 
経済的、物理的および環境的な性能の予測は、TECHPOL 4 として知られているデ

ータベースの中で準備されている。表 3 は、この研究に含まれているエネルギー技術
をリストしている。 

 
TECHPOL データベースと POLES モデルに含まれている技術は、その競争性や見

通しの判断を意味していない。この問題は、主要な燃料やカーボン価値の相対価格を

含んだ、多くの要因に依存する。POLES 技術ポートフォリオは、2050 年までの技術
間競合プロセスに加わる、また、増加する研究開発および技術推進政策に対する候補

になるオプションを識別しようと追求している。 
 
これらのポートフォリオは、気候変動と戦うためのエネルギー技術の領域を識別す

る他の試みと比較している。例えば、“技術ウェッジ”アプローチ 5は、そのほとんど

は POLESポートフォリオに含まれている、15の重要な技術オプションを識別してい
る。 

 
表 3：POLESモデルで考慮されたエネルギー技術 
 

= 大規模発電 

水力発電 

軽水炉(EPR を含む) 

新型原子炉(第 4 世代) 

粉炭、超臨界、CO2捕獲の有無 

統合石炭ガス化、CO2捕獲の有無 

石炭 従来型サーマル 

亜炭 従来型サーマル 

ガス 従来型サーマル 

ガスタービン 

複合サイクルガスタービン、CO2捕獲の有無 

石油 従来型サーマル 

石油燃料ガスタービン 

 

= 再生可能エネルギー資源 

小水力発電(<10MWe) 

陸上風力発電 

                                                  
4 TECHPOLは、FP6フレームワークの SAPIENTIAおよび CASCADE-MINTSプロジェクトまたさら
に CNRSエネルギープログラムで開発されている 

5 S.Pacalaと R.ソコロウの安定化ウェッジを参照：Solving the Climate Problem for the Next 50 Years 
with Current Technologies Science, Vol 305, Issue 5686, 968-972, 13 August 2004, 
http://www.sciencemag.org 
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海上風力発電 

太陽熱発電 

バイオマス(木材燃料、廃棄物発電、生物燃料) 

バイオマスガス化発電 

 

= 分散発電 
熱電併合 

定置型燃料電池、天然ガス 

定置型燃料電池、水素 

ビル統合太陽電池システム 

農業電化用太陽電池システム 

 

= 水素生産 
ガス水蒸気改質、CO2捕獲の有無  

石炭部分酸化、CO2捕獲の有無 

バイオマス熱分解 

太陽高温熱分解 

原子炉高温熱分解 

水電気分解、専用原子力発電所 

水電気分解、専用風力発電所 

水電気分解、ベース負荷電力 

 

= 超低公害車/ビルディング  
内燃機関(ハイブリッドを含む) 

プラグイン・ハイブリッド 

電気、バッテリー 

ガス燃料電池自動車 

水素燃料電池自動車 

水素内燃機関 

低エネルギービルディング 

超低エネルギービルディング 

 
次の数 10年間で、技術間競合は以下の 3組の変数に依存するであろう。 

(1) 特別の投資と運転維持コスト、および各技術の性能(例えば効率)、 
(2) 主要な燃料費、 
(3) カーボン価格またはペナルティー、 
技術が将来のエネルギー・システムの形を決定するので、どのようなエネルギー

予測も技術間の競争の経済指標の変化を予想しなければならない。 
 
TECHPOL データベースの特に興味ある 14 の技術に関して、この研究での仮定は

次のことを示している。比較的旧式のものを含む多くの技術で、20～40%の大きなコ
スト低減がいまだ予想されることを示した。さらに大きな低減は、海上風力、水素燃

料電池および第 4 世代原子力発電のような、今日の先端技術のいくつかで達成される
かもしれない。 
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次の数 10 年間にわたる技術の資本費用における進展に関する専門家の予測によれ
ば、以下の 2点に注意するべきである、 
－ 最初に、投資コストは全発電原価の重要な要素である。しかし、主燃料と CO2

排出コストは同程度かやや大きいかもしれない。風力や太陽のような技術につい

ては、20～30%の低い運転稼働率は、技術比較においてさらに重要になる。 
 
－ 次に、これらの見込原価は現在の知識に基づいているので不確かである。水素技
術についての章では、より好意的な見通し結果を求めている。 

 
重要な仮定 

 
－ 人口 

世界人口は、2050 年に減少傾向で 89 億に達すると予想される。2030 年の後には、
欧州と中国を含む世界のいくつかの地域の人口は減少する。地球の人口は 21世紀の
下半期に安定する。 
 
－ 経済成長 

工業化された地域の経済成長率は、非常に長期にわたれば 2%/年以下に収束する。
アジア新興経済の成長は、2010年の後に著しく低下し、一方、アフリカと中東の成
長は逆に加速する。その結果、国際経済成長は、1990 年-2010 年の期間の 3.5%/年
から、2010 年と 2030 年の間で 2.9%／年、そして 2050 年までの 2.2%/年までと次
第に、減速する見込である。 
2050年の世界 GDP合計は現在の GDPの 4倍に達する。 
 
－ 石油資源 

最近、次の数 10年間の石油とガス資源の入手可能性は、ますます問題となっている。
現在までに累積された石油の生産は 900 Gblである。この研究での仮定は、識別さ
れた埋蔵量の残存は大体 1100 Gblということであり、また、まだ識別されていない
資源は 600 Gbl程度である。 
技術進歩によるより高い回収率は、最終回収可能資源ベースを、今日の 2700 Gbl
から 2050年の 3500 Gblまで拡大すると予想されている。 
 
－ エネルギー技術 

技術開発は、将来のエネルギー・システム形成において重要であろう。次の 50年の
技術的可能性の徹底的な調査は、エネルギー技術の新しいポートフォリオが、化石

燃料に基づいた従来のものと電力を主な担体とする再生可能資源に取り組むという

ことを示唆する。 
未来のエネルギー・システムでのカーボン捕捉・隔離、水素の生産と使用に対する

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート994号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/
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オプション、多様な電力配電システム、超低エネルギー消費で超低エミッションの

最終用途技術、の役割を探求することは不可欠である。 
 
－ 気候変動ポリシー 

気候変動を管理するための国際協定は、いまだ交渉中である。また、その詳細な結

果は予測不能である。しかしながら、世界エネルギー・システムのどのような予測

も、少なくとも“最小の”気候変動ポリシーを明らかしなければならない。 
これらは、世界の地域によって区別されて、低炭素ペナルティーあるいは“カーボ

ン価格”によって標準的予測に含まれている、つまり、開発途上の国よりも工業化

された国においてはより高い。 
 
－ 石油・ガス資源へのアクセス 

国際エネルギー市場の地政学は、健全な長期的エネルギー予測に対する重大な配慮

である、これらが影響しない経済動向の信頼できる説明は十分ではない。標準的予

測は、中東での石油生産設備の開発を部分的に抑制することにより、これらの状況

のいくつかを説明している。 
 
(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2,  

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf ) 


