
World Energy Outlook 
2021の要約

国際エネルギー機関（IEA）が2021年10月に発表した2021年版World 
Energy Outlook（WEO2021）は、COP26※でのエネルギー問題議論の
ガイドラインとして発刊されました。

今回、ヒートポンプ・蓄熱センターが作成した本資料では、WEO2021
から、ヒートポンプについて記載されている個所をピックアップし、
その内容を要約しました。

※2021年10月31日～11月12日＠グラスゴー

2021年11月
一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター
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WEO2021は、2021年10月13日に発表され、当日はパリのIEA本部からプレスカンファレンスのライブ配信があり、会見冒頭、Birol事務局
長は、WEO2021について、以下のように述べています。
① COP26での政策決定者のガイドブックとなるよう、エネルギー分野の進むべき道のりに必要な意思決定のポイントをまとめた。
②政策決定者だけではなく世界中の多くの方に読んでもらいたく無料配布とした。

WEO2021は第１章から6章までの構成となっており、各章のタイトルは以下のようになっています。
第１章 Overview
第２章 State of play
第３章 The ambition gap to 1.5 ℃
第４章 Exploring multiple futures: demand and electricity
第５章 Exploring multiple futures: fuels
第６章 Secure transitions

今回、ヒートポンプ・蓄熱センターが作成した本資料では、なかでも電化とヒートポンプについて記載されている、第１章、第３章、第4
章からピックアップし、その内容を要約し、解説を加えました。また、なるべく原文のニュアンスが伝わるよう原文を併記して掲載してい
ます。

なお、プレスカンファレンスの会見の模様は、以下のURLでオンデマンド配信されています。
会見では、IEAよりヒートポンプに関する発言もあります。
https://www.iea.org/events/world-energy-outlook-2021

WEO2021全文は以下のURLより無料でダウンロードできます。
https://iea.blob.core.windows.net/assets/888004cf-1a38-4716-9e0c-3b0e3fdbf609/WorldEnergyOutlook2021.pdf

はじめに

https://www.iea.org/events/world-energy-outlook-2021
https://iea.blob.core.windows.net/assets/888004cf-1a38-4716-9e0c-3b0e3fdbf609/WorldEnergyOutlook2021.pdf
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WEO2021では、以下の３つのシナリオが想定されています。

N Z E ：全世界のエネルギー部門が2050年までにCO2排出量をネットゼロにするための、厳しいながらも達成可能な道筋を示したシナリオ

A P S ：各国政府が既に公約したNDCsや長期目標などが、約束した期限どおりに完全に達成されることを前提としたシナリオ

STEPS：各国政府が現時点において実施している政策だけを反映したシナリオ

WEOにおける想定シナリオについて
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シナリオ別各分野のCO2排出量（2020→2050）

電気・熱分野
３シナリオとも削減

産業分野
STEPSシナリオは増加

運輸分野
STEPSシナリオは増加

建物分野
３シナリオとも削減（削減量は小）

Overview（第1章より）

＜解説＞
2020年の全世界のCO2排出量34Gトンが各セクター
ごとにそれぞれのシナリオでどれだけ削減（増加）
するかを示した全体像。
NZEシナリオを目指すには相当な努力が必要。
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クリーン電化

「電源の脱炭素化×電化」は、ネットゼロエ
ミッション移行の中心柱であり、全てのシナ
リオで重要な役割を果たす。
持続可能な開発目標（SDGs）もサポート。

ヒートポンプは化石燃料ボイラーを代替する、
最大の電化の機会を提供する。

ヒートポンプはますます魅力的な選択肢と
なっているが、多くの国で、まだガス焚きボ
イラーが暖房の主流なのが問題。

新築建物がゼロカーボン対応基準を満たすこ
と、既存の暖房器具の故障や交換のタイミン
グで各家庭がヒートポンプを設置しやすいよ
うにインセンティブを与えることは、いずれ
も必要な施策。

産業分野では、（ヒートポンプにより）低温
度帯域の電化を推進。

Overview（第1章より）

＜解説＞
電源側の脱炭素化と需要側の電化がネットゼロ移行
の基本戦略。
建物分野のヒートポンプの役割は極めて大きく、設
置のためのインセンティブが必要。
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The ambitious gap to 1.5℃（第３章より）

NZEシナリオでは、2030年の最終消費エネル
ギーは全てのセクター（産業、運輸、建物）
で電気が増加。

電気の割合は全セクターの合計値で2030年に
は20％から26％に増加。

この増分は、ヒートポンプ、電気自動車、家
電製品の大幅な販売増によるもの。

＜解説＞
2050年のネットゼロエミッション達成を目指すには、
2030年までの取組みが重要。
産業、運輸、建物の全ての分野で電化を推進してい
くことが必要。



The ambitious gap to 1.5℃（第３章より）

建物分野

現状とNZEシナリオとのギャップ

建物分野（2020年）
最終エネルギー消費量：約3分の1
CO2排出量：15％（3Gトン）

2030年におけるCO２削減量
→APSシナリオ ▲15％
→NZEシナリオ ▲40％
そのギャップは ▲35％（0.7Gトン）
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＜解説＞
建物分野の2020年のCO2排出量は3Gトン。
2030年のAPSシナリオとNZEシナリオのギャプは
0.7Gトン。
暖房は最も排出量が多く、NZEシナリオとのギャッ
プも一番大きい。→最も対策が必要！



The ambitious gap to 1.5℃（第３章より）
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ネット・ゼロを宣言し、必要となる移行を推
進出来ている国もあるが、全世界ではまだ不
十分。

LED：
目標は2025年の販売量100％LED化
→完全には達成されず、2030 年でも効
率の低い照明が使用され続ける。

ヒートポンプ：
経済メリット、政策により導入が加速
→特に欧州ではAPSシナリオの目標達成に
向けて従来より大幅な販売量の増。
ネットゼロ達成には未だギャップあり。

＜解説＞
全世界がネットゼロエミッションの道筋に沿って進
むためには、建物分野では、目標とのギャップ（左
図の”Missing to reach NZE”の部分）を埋めること
が必須。



The ambitious gap to 1.5℃（第３章より）

暖房の燃料転換は重要：
燃料転換と電化により、NZEシナリオでは、
2030年までの排出量はAPSシナリオに比べ
さらに3分の1削減

ヒートポンプは暖房電化の鍵：
住宅用ヒートポンプ販売台数
APSシナリオ→350万台/月
NZEシナリオ→500万台/月
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＜解説＞
建物分野の暖房は化石燃料から電気への燃料転換を
進めることが極めて重要。
その鍵となるのがヒートポンプ。



The ambitious gap to 1.5℃（第３章より）
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（建物分野の）APSシナリオとNZEシナリオの
ギャップを埋めるには・・・

５つのチャレンジ（p.9～12）が必要
・必要な技術は全て現在入手可能
・技術普及のカギとなる要件は、
・より強力な政策
・国際協力
・ファイナンス支援

（中略）

各国政府は、
・強制力のあるゼロカーボン対応の建築エネル
ギー基準を発行すべき

・この基準を全ての新築建物に適用すべき

現在、地域によっては野心的な建築基準が存在し、新
築建物のゼロカーボン対応化や化石燃料を使用する設
備の使用禁止という目標があるが、これらの規制や目
標のほぼすべては先進国にある。一方で、2050年まで
に世界で増加すると予測される住宅床面積の80％は、
新興国および発展途上国で増加すると考えられている。

（1つ目のチャレンジ）

＜解説＞
新築建物については、ゼロカーボン対応建築エネル
ギー基準により規制
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各国政府は、
・建物改修の経済的・社会的障壁を克服するた
めに、インセンティブ、教育、融資の利用、既
存建物に対する厳しい建築基準、サービスとし
てのエネルギーに焦点を当てた新しいビジネス
モデルを促進する必要がある。

・改修により、建物のエネルギー需要を60％以
上も削減することができ、ヒートポンプなどの
直接排出ゼロの暖房技術への切り替えが可能と
なる。

NZEシナリオでは、2020年代の改修促進策により、
2050年までに既存建物ストックの85％以上を改修する
こととなるが、課題として、改修にかかる多額の初期
費用、建物の居住者への影響、テナントとビルオー
ナーとの間でインセンティブが分かれていること、投
資回収期間が長いことなどがある。
しかし、今後10年の間に既存の建物の改修率を大幅に
上げるための行動を起こさなければ、ギャップ解消の
ための後の努力がより困難になり、改修コストも増大
する。

（2つ目のチャレンジ）

The ambitious gap to 1.5℃（第３章より）

＜解説＞
建物改修の機会をとらえ、化石燃料燃焼機器から
ヒートポンプへの取り替えを推進
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各国政府は、
・2030年までに建築分野の直接排出量に最も
大きな影響を与える燃料転換の促進対策を講じ
るべき。
・2025年までの化石燃料を使用するボイラー
の新規販売禁止を含む、電化や自然エネルギー
への転換を促進するための行動が必要。

（中略）

一方、暖房と調理の電化は、ヒートポンプの補
助金、技術者へのトレーニングプログラム、啓
蒙活動、炭素価格によって支援すべき。

（3つ目のチャレンジ）

The ambitious gap to 1.5℃（第３章より）

＜解説＞
燃料転換のスピードを加速するため、ヒートポンプ
設置の補助金制度を設置



12

各国政府は、
・2030年までに世界中のすべての人々が平等
にクリーンな調理の恩恵が受けられるように協
力すべき。
→資金援助を含む国際努力

（4つ目のチャレンジ）

各国政府は、
・「超高効率機器・家電の普及（SEAD）」目
標に沿って、2030年までに主要製品の平均エ
ネルギー効率を2倍にすることを盛り込んだ最
低エネルギー性能基準（MEPS）を導入すべき。

家電製品と冷房機器は、現在、建物内で最も急速に増
加しているエネルギー使用機器であり、その拡大は今
後も続くと考えられ家電や冷房による電力需要の増加
を抑制することは、電力セクターの脱炭素化に不可欠。
この課題は、インド、東南アジア、アフリカで特に深
刻。MEPSは、政策立案者にとって最も強力なツール。

（5つ目のチャレンジ）

The ambitious gap to 1.5℃（第３章より）



Exploring multiple futures: demand and electricity（第4章より）
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電化

電化は、ほとんどの最終用途分野で費用対効果
が高く、商業的に利用可能。3つのシナリオの
いずれにおいても、電化は排出量削減のカギ。

建物分野では、
ヒートポンプが、化石燃料のボイラーに代わる
暖房の最大の機会を提供。
ヒートポンプの設置台数は、現在150万台/月。
2030年には、

STEPSシナリオでは、300万台/月
APSシナリオでは、350万台/月
NZEシナリオでは、500万台/月

＜解説＞
ヒートポンプによる電化は、建物分野、産業分野と
もに大きな役割を果たす。

産業分野では、
STEPSシナリオでは200℃以下の低中温度帯で
電気を使うケースが増えており、主に食品、繊
維、化学産業で利用されている。
APSシナリオでは、化石燃料ボイラーからヒー
トポンプや電気ボイラーへの転換が進み、2030
年までにSTEPSシナリオに比べて低中温度帯の
供給量が約10％増加。
NZEでは、2030年までに、ガラス製造用の電気
炉など、高温の熱需要にも電気加熱が採用され
る。
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今回のWEO2021は、COP26に参加の各国政府への提言となっており、現状の各国の政策や公約だけでは、2050年のネットゼロエ
ミッション達成が大変厳しい道のりであることを示しつつ、特に、通過点である2030年までの取組みは極めて重要で、現状との
ギャップを埋めるために必要な技術とその普及に必要な政策について書かれています。
IEAが2021年5月に発表した2050年ネットゼロエミッションに向けたロードマップ「Net Zero by 2050」においても、暖房における
ヒートポンプの導入加速・主力熱源化が謳われ、具体的な数値目標が示されています。

ヒートポンプは、日本が世界をリードする技術であり、今後のネットゼロエミッション達成に向けて大きな役割を果たす技術です。
当財団は、ヒートポンプと蓄熱の国内唯一のナショナルセンターとして、国内外のさらなるヒートポンプの普及に努めてまいります。

おわりに

2021年11月

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター


