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研究成果の概要（和文）：長期の地球温暖化対策やエネルギー政策策定の際の基礎となるエネルギー・シナリオ
は非常に重要なツールだが、バイアスや問題点が知られている。本研究では技術が短期的に大きく変化するサプ
ライズが、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）で利用されるようなシナリオでどう扱われているか検討し
た。シナリオを計算するモデルでは太陽光発電のコストが過大に設定され、導入量が過小評価され、また学習曲
線のパターンに不整合な値になっていた。変化の速いエネルギー技術については、モデルの入力パラメーターの
更新頻度を上げること、またコストが低下したシナリオなどを考慮するなど対応が必要であることを明らかにし
た。

研究成果の概要（英文）：Energy scenarios constitute a basic tool to assess long-term climate policy 
and energy policy. They, however, suffer from biases and various problems. This study investigated 
into how the scenarios utilized for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) deal with 
sudden changes in technology (surprises). Scenarios underestimated penetration of solar 
photovoltaics (PV) by using overly high cost parameters for solar PV and deviating from the typical 
pattern of learning/experience curves. For technologies with rapid changes such as solar PV, 
analysts should update the input assumptions for energy models and scenarios frequently and also 
explore a larger range of technology parameters. 

研究分野： エネルギー・環境政策
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１．研究開始当初の背景 
 
 長期のエネルギー政策や地球温暖化対策
の立案にはエネルギー・シナリオが基礎的な
役割を果たす．経済，エネルギー技術，エネ
ルギー資源，環境汚染などを統合的に数式で
表現するエネルギー経済モデルや統合評価
モデルで作成されるエネルギー・シナリオは，
高度に複雑なエネルギー・環境政策の議論を
整合的に行う際には欠かせないツールであ
る．国際的にも気候変動に関する政府間パネ
ル（Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC）の研究でもエネルギー・シ
ナリオは重要な役割を果たしてきた． 
しかし，過去のエネルギー・シナリオは不
確実性の扱いで問題があり，特に新技術の台
頭など，想定外またはサプライズのような事
象の扱いに問題が残る． 
エネルギー・シナリオの妥当性は学術研究
のみならず，低炭素社会の実現に向けた政策
に対しても大きな影響力を持ち得る．そこで
エネルギー・シナリオにおける想定外やサプ
ライズの表現について検討し，シナリオ研究
の方法論を向上させることは重要である． 
 
２．研究の目的 
モデルに基づいて計算されたエネルギ

ー・シナリオは，上述のように長期のエネル
ギー予測および地球温暖化対策の評価に使
われる基礎的なツールである．長年による研
究や応用にも拘わらず，モデルには様々な問
題があることが知られている．不確実性やバ
イアスの問題に対応するために，古典的には
感度解析が行われ，最近ではモデル相互比較
プロジェクトやモンテカルロ法による分析
が一般的になってきている(Paltev, 2016)．し
かしながら，こうした工夫でも対処できない
問題はいまだに残る． 
例としては，エネルギー・シナリオにおけ

る太陽光発電や風力発電の導入量過小評価
の問題がある．例えば国際エネルギー機関
（IEA）が毎年公表している世界エネルギー
展望（World Energy Outlook）では，過去の
太陽光・風力発電の導入量を過小評価してき
ていることが指摘されている．太陽光につい
ていえば，新たな報告書が出るたびに，生産
拡大・技術進歩に伴うコスト低下を反映して，
翌年から 2030 年までの太陽光導入量が上方
修正されていた．それにも拘わらず，シナリ
オの導入量が翌年の現実に追い付かない状
況が続いていた． 
 したがって本研究の第一の目的は，エネル
ギー・シナリオが技術的なサプライズをどの
ように扱っているか（もしくは扱うことがで
きないでいるか）を描写し，その後，その原
因について分析することとした．これにより，
今後のモデルによるシナリオ分析の改善に
つなげる示唆を得ることを意図する． 
本研究の予備的研究を進めるにあたって，

欧米と日本でのエネルギー・シナリオ研究の

差に気が付いた．欧米ではエネルギー・シナ
リオは関連領域との融合的な研究が多く見
られる．例えばエネルギー・シナリオの政策
過程での用い方に関するガイダンスや，エネ
ルギー技術のイノベーションについて検討
する研究領域が見られる．しかし，日本でこ
うした研究は皆無ではないとしても十分な
広がりがあるとは言い難い．したがって，第
2 の研究目的として，エネルギー・シナリオ
の関連分野について，特に日本の文脈で広く
考察をし，今後の日本の研究の方向性につい
ても検討することとした． 

 
３．研究の方法 
（１）エネルギー・シナリオとサプライズ 
 上述したように太陽光・風力発電がシナリ
オにおいて過小評価されているとの指摘を
受け，この技術の扱いについて調べることと
した．また IPCC の最新の報告書では最も重
要な技術として二酸化炭素回収貯留（CCS）
が挙げられているため，CCS も比較対象の技
術として検討することとした． 
分析対象のシナリオについては，IPCC 第３

作業部会が作成するエネルギー・シナリオを
収めたデータベースが起点になる．このデー
タベースには多くのデータが収められてい
るが，設備費のデータは含まれていない．
IPCC に貢献したモデル相互比較プロジェク
ト で あ る
AMPERE(https://tntcat.iiasa.ac.at/AMPER
EDB/)は同様の形式で詳細なデータベースを
用意しており，Work Package 2&3 のデータに
は再生可能エネルギーの資本費が含まれる．
これらからパリ協定で長期的な温度目標と
して謳われる地球温暖化に伴う気温上昇を
2℃に抑えるという目標に整合的なシナリオ
を分析した．  
 再生可能エネルギーの導入実績について
は様々なデータがあるが，価格については市
場調査会社のデータが一般的である．ここで
は公知情報に絞り，REN21 がインターネット
上に整備する導入量や価格に関するデータ
を用いた． 
 エネルギー・シナリオで太陽光・風力発電
や CCS などが導入される場合は，何らかの政
策的後押しが仮定される．シナリオでは全世
界に均等化された炭素税（炭素価格）が仮定
されることが多いため，特段の調査は必用と
しない．現実の再生可能エネルギーの支援策
は炭素価格ではなく，固定価格買取制度
（FIT）や再生可能エネルギー割当基準（RPS）
が重要になる．これらについては REN21 が関
連データを整理しているので，これを利用し
た． 
 
（２）日本におけるエネルギー・シナリオ研
究の俯瞰的検討 
 エネルギー・シナリオに関連する広範な文
献をレビューし，特に日本における研究と欧
米における研究の違いに注意を払いながら



文献を読み込んでいった． 
また，以前より日米欧のエネルギー・シナ

リオのモデル研究者や政策担当者にインタ
ビューを実施していたため，このデータも活
用し，エネルギー・シナリオとその関連分野
の研究が日本と欧米でどのように違うか，欧
米のベスト・プラクティスが日本で利用され
ているかを検討した． 
 
４．研究成果 
（１）エネルギー・シナリオとサプライズ 
 過去の文献で言われているように，本研究
で対象にしたデータベースでも，エネルギ
ー・シナリオでは太陽光発電，風力発電の導
入量が（初期時点では）過小評価されている
ことが明らかになった（杉山ほか, 2017b）． 
 この原因を見るためにエネルギー・シナリ
オをエネルギー・モデルで作成するときのイ
ンプットである発電設備の設備費を過去の
実績値と比較したところ，価格が過大に設定
されていることが明らかになった． 
 学習曲線（経験曲線）の枠組みを用いてモ
デルデータベースの結果を整理した．モデル
は長期的な学習率（例えば太陽光発電では
20%程度とされる）が再現できていないか，
または初期のコストが高すぎてコストの低
減が再現できていない． 
シナリオと現実の乖離のもう一つの理由

は，モデルの中の政策の表現と，現実の政策
の違いに求めることができる．再生可能エネ
ルギーの導入支援策としての固定価格買取
制度（FIT）の導入国の累積数を検討した．
ドイツなどの欧州，また最近では日本の FIT
は有名であるが，全世界的に広がりを見せて
いる． FIT は特定の技術に高い炭素価格を設
定する政策と解釈できる．一方，モデルでは
炭素価格は共通に設定される．したがって短
期的な大幅導入は結果として得られない． 
モデルのバイアスの原因はモデル研究者

だけに帰属することはできない．太陽光発電
の専門家に将来コストの展望についてベイ
ズ論的確率分布を厳格な方法（expert 
elicitation）で聞き取り調査した研究があ
るが（Curtright et al., 2008），大幅なコ
スト低下を予測できた専門家は非常に少な
かった． 
 エネルギー技術の変化は本質的に不確実
であるため，エネルギー・シナリオがここ数
年のトレンドを捉えられないこと自体は問
題とはいえない．しかし，コストが急速に低
下する技術については，エネルギー・モデル
のパラメーターの更新を毎年行うこと，また
学習曲線の効果を積極的に考慮することな
どの対応が望ましい． 
 
（２）日本におけるエネルギー・シナリオ研
究の俯瞰的検討 
 上記のサプライズに関する検討に並行し
て，日本におけるエネルギー・シナリオ研究
を俯瞰した． 

 文献調査を進めることによって，日本では
関連分野の蓄積が極めて限定的であること
が明らかになった．サプライズに関連するエ
ネルギー技術イノベーションの研究では，研
究の量が非常に限られることがわかった（杉
山, 2016）．そもそも統合評価やエネルギー・
シナリオ自体が学際的な研究分野であるが，
技術変化やイノベーションをより厳密に考
慮すると学際性をさらに進めた研究が求め
られる．しかし，こうした取り組みは日本で
は遅れており，2011 年の東日本大震災・東京
電力福島第一原子力発電所事故以降も改善
の傾向が見られない(Sugiyama et al. 2016)． 
例えば上述の IPCC シナリオ・データベー

スでは，複数のモデルによる結果の違いを明
示的に分析するモデル相互比較が一般的に
なってきており，欧米では盛んに研究が進ん
でいる．日本でも同様な研究は 2009 年の中
期目標検討委員会の時に行われていたが，政
策決定プロセスの一環として行われ，モデル
分析にあわせてタウンホール会議や意見調
査も行われた． 
日本と欧米の研究の違いは，欧米はモデル

相互比較プロジェクトが学術的研究として
行われているのに対し，日本では政策過程に
取り込まれていたことである（Sugiyama, 
2016）．もちろん欧米でも政策過程の一部と
して政府機関よるシナリオ分析は行われる
が，一部のモデルに限って分析がなされるの
が通常である．欧米の学術的モデル相互比較
は客観的に知識を明らかにするところに重
きがおかれ，政策との距離を意識的に確保す
ることで研究の中立性を確保する努力が見
られた． 
 こうした知見を他の研究プロジェクトと
して開始していた日本の地球温暖化対策の
モデル相互比較プロジェクトに，活用した
（杉山ほか, 2017a）． 
 またエネルギー・シナリオ研究の文献調査
の過程で得られた，不確実性をシナリオでど
のように扱うべきかといった知見を踏まえ，
気候工学 climate engineeringのシナリオ研
究を進めるための方策についても検討した
（Sugiyama et al., 2017, accepted）． 
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