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日本と主要国の人口変動
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世界人口の急激な上昇

2021年1月現在
約78億人

2030年には
約85億人

2050年には
約100臆

2100年には
約110臆

その先は・・・

https://ourworldindata.org/grapher/world-population-1750-2015-and-un-projection-until-2100
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https://ourworldindata.org/grapher/world-population-1750-2015-and-un-projection-until-2100


国連統計による世界人口の予測（2020） 4

年間増加率

世界人口

2100年頃
に109億人
を迎える



https://ourworldindata.org/search?q
=population+2100

世界の地域別人口変動の状況 5

1.アジア、アフリカが世界
人口のほとんどを占める

2.アジアは2050年頃に
ピーク

3.アフリカはナイジェリア
を中心に増加

https://ourworldindata.org/search?q=population+2100


https://ourworldindata.org/se
arch?q=population+2100

国別の人口変動を見ると・・・ 6

1.2020年現在では中国が最大

2.インドの人口増加が急激。
2025年ごろに中国と逆転

3.アジア全体では2050年頃に
ピーク

4.アフリカはナイジェリアを中心
に増加

5.日本は2010年ごろにすでに
ピークアウト

https://ourworldindata.org/search?q=population+2100
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国立社会保障・人口問題研究所，日本の将来人口推計（2021,出生中位・死亡中位) より作成



人口変化の予測（100年分）

現在の人口：1億2530万人（2021年8月1日）

ピークは2010年11月
（約1億2806万人）

2050年に
約１億人

2100年に
約6000万人

1970年に
約1億人

希望
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国立社会保障・人口問題研究所，日本の将来人口推計（2021,出生中位・死亡中位) より作成
「希望」の破線は上坂が追加



カーボンニュートラルと
エネルギー計画
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第６次エネルギー基本計画（素案）：2030年50%削減に向けて

◼第6次基本計画のメインテーマ
◼2050年カーボンニュートラル（2020年10月）
◼2030年CO2排出量46%削減、さらに50%削減の高みを目指して挑戦
を続ける（2021年4月）

◼日本のエネルギー需給構造が抱える課題の克服
◼安全性の確保を大前提とする
◼気候変動対策を進める中でも、安定供給確保、
エネルギーコストの低減（S＋３E）

◼基本方針全体の構成
① 東電福島第1原発の事故後10年の歩み
② 2050年カーボンニュートラルに向けた課題と対応
③ 2050年を見据えた2030年に向けた政策対応
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第5次計画（2018）を振り返る：2030年に向けた電源構成の目標

2030年エネルギーミックス実現に向けた対応について（資源エネルギー庁 H30/3/26）
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/025/pdf/025_008.pdf
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https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/025/pdf/025_008.pdf


第6次エネルギー基本計画では「非化石＞化石」 12

第5次から第6次への修正方針は・・

◼ 原子力発電の比率はそのまま維持する（稼働可能なサイトは再稼働）

◼ 再生可能エネルギーを15％増加して、その分を化石燃料から削減する

2030年の電源構成

（第6次計画素案）

約 ６：４

非化石:化石比率

(第5次計画）

約 ４：６

第6次計画素案をもとに上坂が作成



第6次計画（素案）における電源構成における再エネの比率 13

◼ 第6次計画（素案）では太陽光と風力が
大きく位置付けられた

◼ 水力は大水力が9％前後で、中小水力
は１％程度見込まれている

再エネは23%→38%へと大きく増量



2050年にカーボンニュートラルは可能か？ 14

https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/doc/gaiyou3.pdf

太陽光
19%

陸上風力
17%

洋上風力
60%

中小水力
1%

地熱
3%



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2019年度の

需要量

再エネ

ポテンシャル

電力量（億kWh）

新潟県内の電力需要量と再エネポテンシャル（REPOS） 15

合計 58,380

百万ｋWh/年

◼ 新潟県内では、合計約580億ｋWhの再エネポテンシャル → 現行の販売量の約３．６倍

◼ 中小水力の占める割合が、全国比率よりも大きい。地熱も大きい。

REPOSデータに2019年度の発電電力量を追加して
算出（上坂）

20１９年度の電力需要量

新潟県 全国

低圧 5541 303354

電力 10811 532683

合計 16352 836037



新潟県の電源別発電量と再エネポテンシャルとの比較 16

合計 58,380

百万ｋWh/年
合計 46,732

百万ｋWh/年

2019年(令和元年)

年間発電電力量（百万kWh) 

REPOSによる

再エネ発電ポテンシャル(百万kWh) 



北陸電力管内の再エネポテンシャル（REPOS＋大水力） 17

合計 50,400

百万ｋWh/年

◼ 北陸電力管内では、合計約500臆ｋWhの再エネポテンシャル → 現行の販売量の約1.5倍

◼ 中小水力の占める割合が、全国比率よりも大きい

REPOSデータに2020年度の販売電力(水力割合)を
追加して算出（上坂）

電力量 割合(%)

水力 8465 26%

石油 326 1%

石炭 13350 41%

ＬＮＧほか 3582 11%

原子力 0 0%

再生可能エネ 1954 6%

卸電力 3907 12%

その他 977 3%

合計 32560 100%

2020年度の販売電力量
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地域で進める
カーボンニュートラル
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固定価格買取制度とプレミアム制度の質的な違い 19

価格の高い時間帯に発電量
が大きくなるように発電計画
を立てることで、より大きな
収益が期待できる

資源エネルギー庁資料より
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/023_01_00.pdf



プレミアム価格の算定方法 20

2022年6月7日 資源エネ庁資料より：
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/sai
sei_kano/pdf/042_01_00.pdf



FIP制度対象となる再エネ発電事業 21

2022年6月7日 資源エネ庁資料「再エネの大量導入に向けて」より：
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/042_01_00.pdf



FIP制度への期待

◼2050年のカーボンニュートラルに向けた制度設計

– 2030年、再エネ電源36～38％に向けた大量導入を促す取り組み

–社会全体での調整力コストの低減

◼再エネ電力市場における発電事業の高度化・長期電源化

– FIT制度の元では、電力会社の買取義務や、インバランスリスクからの遮
断による再エネ発電業者の保護

–今後は、アグリゲータの役割強化、変動電源への安定化機構の重要性

–受給バランスやノンファーム運用などにおける、再エネ事業者における出
力制御などの技術高度化

–追加投資・再投資の促進
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地域からのカーボンニュートラルへの具体策

◼地方公共団体の実行計画策定義務（環境省）

–地球温暖化対策の推進に関する法律(2021 年 6 月)による実行計画策定
の義務化

– 2030 年▲46％、2050 年カーボンニュートラル社会を目指す具体的削減
計画

23

◼ 事務事業編

地方公共団体が実施している事
務・事業に関する実行計画

◼ 区域施策編

地方公共団体の区域内の 排出、
すなわち住民・事業者も含む排
出削減計画

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/index.html


地方公共団体の取り組み状況 24

＜事務事業編＞
◼ 実行計画（事務事業編）策定済団体数は2,186
団体

◼ 再生可能エネルギー導入目標を設定している団
体は2.4%に留まる

◼ 再エネ由来電力メニューを契約している公共施
設を有する団体は260団体（全体の11.9%）

◼ 一般公用車における「次世代自動車」導入割合
は8.1%

◼ ハイブリッド自動車（HV）が5.6%

◼ 電気自動車 （EV）が1.2%

◼ クリーンディーゼル車が0.5%

＜区域施策編＞
◼ 実行計画（区域施策編）策定済団体数は577団体

◼ 再生可能エネルギー導入目標を設定している団体
は17.8%に留まる

◼ 再エネ導入等を促進する区域の設定が完了／検
討中の団体は、44団体（区域施策編策定済団体の
7.7%） （以下その理由）

◼ 地域の再エネ導入ポテンシャルがわからない

◼ 住民その他の利害関係者や関係地方公共団
体との合意形成が取れない

◼ 区域の設定に関する環境保全、環境配慮基準
がわからない

2022/3/18 野村総研報告書、https://www.env.go.jp/content/900440878.pdf策定・取組状況

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei.html


脱炭素先行地域づくり （環境省） 25

◼ 「地域脱炭素ロードマップ（閣議決定）」及
び、地球温暖化対策計画に基づき、脱炭
素事業に意欲的に取り組む地方自治体等
を複数年度にわたり支援するスキーム

◼ 少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」
で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた
先行的な取組を実施

◼ 脱炭素の基盤となる重点対策を全国で実
施し、各地の創意工夫を横展開する

（交付要件）

脱炭素先行地域に選定されていること 等

（対象事業）

再エネ設備の導入に加え、再エネ利用最大化のた
めの基盤インフラ設備（蓄電池、自営線等）や省
CO2等設備の導入、これらと一体となってその効
果を高めるために実施するソフト事業を対象。

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/chiiki-datsutanso-saiene-kofukin.pdf
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https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/chiiki-datsutanso-saiene-kofukin.pdf



ダムESCO事業の提案

平成25年６月21日

栃木県 環境森林部

地球温暖化対策課

既存ダムの維持放流水を
利用した小水力発電

ダムESCO事業を活用した脱炭素先行地域の構築（提案） 27



ダムESCO事業の提案 平成25年６月21日

栃木県 環境森林部 地球温暖化対策課 より引用

ダムESCO事業を活用した脱炭素先行地域の構築（提案） 28

◼ 脱炭素先行地域として、国の
助成を得てプロジェクトをス
タートする

◼ 地域新電力をとおした、地域
との相対契約によるビジネス
モデルの可能性検討

◼ 地域での電力自給による新
地域サービス事業への発展

地域農業の活性化

高齢者福祉事業

地域文化活動の推進

移住促進 など



カーボンニュートラルの
その先へ

29



エネルギーを取り巻くいくつかの事情

1. 人口変動とエネルギー消費
◼2050年に我が国人口は1億人程度に減少

◼2100年ごろには6000万人程度に減少（場合によっては安定？）

◼エネルギー消費は人口変動に比例して変動

2. 第6次計画素案
◼2030年に非化石38%、2050年にはカーボンニュートラル

◼原子力は当面は維持もしくは再稼働（20～22%）

3. 再エネポテンシャル
◼ 幸い、現在の発電量は全面的に再エネでカバーの可能性

◼ ただし再エネの主力は風力、次が太陽光 ・・・どちらも不安定

◼ 北陸管内では、太陽光の比率が大きく、太陽光・風力で約70%強
→地域によって事情が異なる

30



将来のエネルギー需要見込み 31
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総エネルギー消費の減少と、それにともなう設備余り 32

◼ 人口減少とともに、エネルギー消費は減
少する見込み

◼ 2050年にはカーボンフリーとするため、
電力以外の部分もすべて再エネで補うこ
ととなる（森林吸収を10％程度見込む）

◼ その後、エネルギー消費が減少し、エネル
ギープラントは縮小傾向

◼ 2050以降には、その時点までに構築し
た再エネ設備が余剰となる可能性？

◼ 電力需要（赤）は、熱利用をカバーすべく、
今後急進展する可能性も考えられる。

総エネルギー消費量の推移予測（PJ）

2030年にCO2排出量を2013年比で約50%削減するとした場合の予測。

2050年にむけて、電力消費は維持するという仮定で推計した。

森林吸収分

電力需要は
急進展か？



今後の原子力発電所の推移について（廃炉に向けて） 33

北陸電力）上田志穂氏に
よる試算を許可を得て
借用



2100年に向けて、電力比率をどの程度に考えるか？ 34

◼ 2050年にカーボンゼロを目指すためには、まず
電力をCO2フリーにする→この時点で原発をど
れだけ残すかが問題
（左図は最大残した場合のグラフ）

◼ その後は、人口減少とともにエネルギー消費が落
ち込むため、再エネ設備が余る時代が到来する

◼ 電力比率は高まっていくと考えられるが、もし発
電量が減少するとすれば、設備余りも有り得る

（PJ）



欧州諸国の人口は2100年にむけて微増減、日本は激減中！ 35

https://ourworldindata.org/grapher/future-population-projections-by-country?country=DNK~FRA~GBR~JPN~DEU~ESP~ITA

＜2019年の人口＞

ドイツ 約8300万人
イギリス 約6800万人
フランス 約6500万人
イタリア 約6000万人
スペイン 約4700万人

◼ 人口が安定している欧
州諸国では2050年以
降もエネルギー余りは
発生しないであろう

◼ 2050年に焦点を合わ
せた「カーボンニュート
ラル」は日本にとって不
利ではないか？

https://ourworldindata.org/grapher/future-population-projections-by-country?country=DNK~FRA~GBR~JPN~DEU~ESP~ITA


再エネ電力の安定化の問題に水力が有効 36

◼ CO2フリー電力が100%となる2050年ごろに、主力となるのは風力と太陽光

全国に見る再エネ電力比率

（数字は億kWh）

◆ 風力と太陽光の不安定な出力を、何らかの方法で安定化する必要がある

◆ 欧州では北海風力発電ハブ計画で、水素製造基地を設けて安定化を図ろうとしている

新潟県の再エネポテンシャル比率

（グラフの数字は百万kWh）

計583億ｋWh



北海に送電の島、周辺6か国で電力安定化 37

北海に建設構想中の電力ハブ（左）国際電力網（右）：https://www.evwind.es/

オランダの送電大手「テネット社（TnnetT）」と、デンマークの同業「エネルギーネット・デンマーク
（Energinet.dk）」社が提唱

 ドイツ・イギリス・ノルウェー・ベルギー・オランダ・デンマークの6カ国を結ぶ国際電力ハブ（Notrth Sea 

Wind Power Hub）構想
 2050年までに、原発100基分に相当する70～150GWの風力電力供給見込む
 2019年中に各国政府の賛同を得て、2035年までの稼働を目指す
すでに2017年3月23日には、オランダ・ドイツ・デンマークが3社間協定に調印。パリ協定で合意した

2050年までの気候変動目標達成に向かってスタート

（2018年9月30日 日本経済新聞）



北海電力ハブの電力安定化：H2の製造と産業への利用 38

North Sea Energy Program : https://www.winddays.nl/wp-content/uploads/2018/06/20180613_TNO_Rene_Peters.pdf

アンモニア合成

製油



アイスランドの電力利用：100％再エネ電力でアルミ精錬 39

アイスランドの電力は
70%が水力、30%が地熱

年間発電量は175億ｋWh

＜1人当たりの電力消費＞

日本： 7,900kWh/人年

アイスランド： 550,00０
kWh/人年

豊富な電力を利用した
アルミニウム工業

ISOR (Iceland GeoSurvey)におけるプレゼン資料より（Petra, The National Energy Authority: 2013)

Electricity usage in Iceland



小水力発電は１００年の技術

◼今構築している小水力発電は2100年にも稼働しているであろう

–小水力発電の設備寿命は長い（最低50年、うまく行けば100年後まで）

– 2070年は遠い将来ではない。今作っている発電所は2100年にも存在？

– 50年後に誰がメンテナンスしているか？

40

ドイツでは１００年前の水車発電機が動く状態で保存されており管理者もいる



2050年のカーボンニュートラルのその先を考える

◼エネルギーを必要とする人口は急激に減少していく

–エネルギーの必要量は時代によって変化する。

– 「今だけ、金だけ、自分だけ」でエネルギープラントを作ることは危険

–人口が減少したときのエネルギー利用方法→新しい産業創出

◼小水力発電（水力発電）は寿命の長い社会資産

– ５０年から１００年後の社会を想像したい

–将来は系統電力の安定化要素として重要な役割も可能性の一つ

◼地域にエネルギーリテラシーを

◼水力の特性、電力の知識、土木の知恵など、必要な地域を維持する

◼電気を創ることが「他人事」にならないように

◼極小マイクロ発電（５ｋW以下）による自家発電のススメ
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