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2015年から変わったこと（1）
• のびていないエネルギー需要、電力需要

• 再エネのコスト低下、コスト低下のポテンシャル

• 再エネ拡大に伴う便益の見える化
– 排出削減、エネルギー自給率の改善、卸電力価格の
低下、災害時などのレジリエンス向上、地域活性化、
雇用創出など

• 系統の広域運用、ルールの見直しが進む
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部門別CO2排出量の推移（電熱配分
後）

日本の2030年削減目標
u 201年７月に日本の約束草案（2030年削減目標案）を国連気候変動枠組条約事務局に提出

u ２０３０年度に２０１３年度比２６％減（２００５年度比２５．４％減）（対策前ケースと比較すると３６．
６％減）の削減目標を提出

対策前ケースから
36.6%減

エネルギー起源CO2：
▲21.9%非エネルギー起源CO2、
メタン、一酸化二窒素、HFC等4ガス：

▲1.5%

森林吸収源：▲2.0%
農地土壌・都市緑化：
▲0.6%

（百万トンCO2）
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出典:
環境省作成の図を基に高村修
正



日本の最終エネルギー消費の推移
（2）

4
出典：資源エネルギー庁、2020年



日本の発電電力量の推移

5出典：総合エネルギー統計をもとに環境省、2020年



日本の電源構成比の推移

6出典：総合エネルギー統計をもとに環境省、2020年



発電コスト低減と低減のポテンシャル

7出典：資源エネルギー庁、2020年

日本の太陽光の発電コストは2010年から2019年の10年で63%低減（国際再生可
能エネルギー機関、2020年）



日本の温室効果ガス排出量
（2019年・速報値）

8出典：環境省、2020年



再エネ導入による卸電力価格の低下（日本）

出典：電力ガス取引等監視委員会、2020年



レジリエンス強化：むつざわスマートウェルネスタウン

出典：資源エネルギー庁、2020年



2015年から変わったこと（2）
• 「2050年カーボンニュートラル」

• デジタル化、分散化、脱炭素化

• エネルギーの脱炭素化、再エネを求める需要家
の声
– 気候変動＝脱炭素化は、S＋3Eの考慮すべき単なる
「E」の1つの要素ではない

– 金融市場における企業の価値、サブライチェーンの
担い手としての企業の価値を左右＝企業の競争力、
産業政策、経済政策としての重要性
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電力分野変革のイノベーション
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3つのD : Decarbonization, Decentralization and Digitalization
デジタル化、自動化など、セクターを超えたダイナミックな技術
革新（イノベーション）の進行
"Grid integrated efficient buildings" "Grid interactive efficient buildings"

出典：IRENA, 2017



パリ協定の長期目標と整合的な目標
（Science Based Targets; SBTs）を掲げる日本企業

（2020年12月15日現在）
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SBTの認定を
うけた企業

（81社）

*下線は1.5℃
目標を設定す
る企業

アサヒグループホールディングス、アシックス、味の素、アスクル、アステラス
製薬、アズビル、安藤ハザマ、アンリツ、イオン、ウェイストボックス、ウシオ、
エーザイ、NEC、NTT、NTTデータ、大塚製薬、小野薬品工業、花王、川崎汽
船、河田フェザー、京セラ、キリン、コニカミノルタ、コマツ、コマニー、サント

リー、サントリー食品インターナショナル、島津製作所、清水建設、シャープ、
J. フロントリテイリング、ジェネックス、SCREENホールディングス、住友化学、
住友林業、セイコーエプソン、積水化学工業、積水ハウス、ソニー、大成建設、
大鵬薬品、第一三共、大東建託、大日本印刷、大和ハウス、武田薬品、テル

モ、電通、東急建設、東芝、戸田建設、凸版印刷、ナブテスコ、ニコン、日清
食品ホールディングス、日本たばこ産業（JT）、日本板硝子（NSGグループ）、
日本郵船、野村総研、野村不動産ホールディングス、パナソニック、日立、日

立建機、ファミリーマート、不二製油グループ本社、富士通、富士フイルム、
古河電気工業、ブラザー工業、前田建設、丸井グループ、三菱地所、三菱電
機、都田建設、ライオン、LIXIL、リコー、リマテックホールディングス、ヤマハ、
ユニ・チャーム、YKK.AP

SBTの策定を
約束している
企業
（25社）

アドバンテスト、エスペック、MS & ADインシュアランスグループホールディン
グス、オムロン、カシオ、国際航業、コーセー、小林製薬、塩野義製薬、住友
電工、全日空、SOMPOホールディングス、高砂香料工業、高砂熱学工業,
東急不動産ホールディングス、東京海上ホールディングス、日新電機、浜松
ホトニクス、日立キャピタル、ファーストリテイリング、ベネッセ、村田製作所、
明電舎、ヤマハ発動機、YKK



日本企業によるRace to Zero
• 東京ガスグループ経営ビジョン「Compass 2030」（2019年

11月）
– 「CO2ネットゼロ」をリード
– 再生可能エネルギー、水素・メタネーション、CO2回収技術など
による

• JR東日本「ゼロカーボンチャレンジ2050」（2020年5月）
– 環境長期目標「ゼロカーボン・チャレンジ 2050」を策定し、2050
年度の鉄道事業における CO2排出量「実質ゼロ」に挑戦

– 再生可能エネルギーで、2030 年度までに東北エリアにおける
CO2排出量ゼロ

– hLps://www.jreast.co.jp/press/2020/20200512_ho02.pdf
• JERA（2020年10月）

– 2050年に国内外の事業から排出されるCO2を実質ゼロ
– 再生可能エネルギーとグリーンな燃料の導入による
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https://www.jreast.co.jp/press/2020/20200512_ho02.pdf


日本企業のRE100
45社（2020年12月15日）

15

• リコー（2017年4月）
– 2050年までに再エネ電気100％調達、中間目標として2030年までに少なくとも30％を調達

• 積水ハウス（2017年10月）
– 2040年までに再エネ電気100％調達、中間目標として2030年までに50％調達

• アスクル（2017年11月）、大和ハウス（2018年2月）、イオン（2018年3月）、ワタミ（2018
年3月）、城南信用金庫（2018年5月）、丸井グループ（2018年7月）、エンビプロ・ホー
ルディング（2018年7月）、富士通（2018年7月）、ソニー（2018年9月）、生活協同組合
コープさっぽろ（2018年10月）、芙蓉総合リース（2018年10月）、戸田建設（2019年1
月）、大東建託（2019年1月）、コニカミノルタ（2019年2月）、野村総研（2019年2月）、
東急不動産（2019年4月）、富士フイルム（2019年4月）、アセットマネジメントONE
（2019年7月）、第一生命（2019年8月）、パナソニック（2019年8月）、旭化成ホームズ
（2019年9月）、高島屋（2019年9月）、フジクラ（2019年10月）、東急（2019年10月）、
ヒューリック（2019年11月）、LIXIL（2019年11月）、安藤ハザマ（2019年11月）、楽天
（2019年12月）、三菱地所（2020年1月）、三井不動産（2020年2月）、住友林業（2020
年3月）、小野薬品工業（2020年6月）、日本ユニシス（2020年7月）、アドバンテスト
（2020年8月）、味の素（2020年8月）、積水化学（2020年8月）、アシックス（2020年9
月）、J.フロント リテイリング（2020年10月）、アサヒグループホールディングス（2020年
10月）、キリン（2020年11月）、ダイヤモンドエレクトリックホールディングス（2020年12
月）、ノーリツ（2020年12月）、セブン＆アイホールディングス（2020年12月）

• https://www.there100.org

https://www.there100.org/


MicrosoftのClimate Moonshot
（2020年1月）

• Carbon negative by 2030 (2030年
までに炭素排出マイナス)

• Remove our historical carbon
emission by 2050 (2050年までに、
1975年の創業以来排出したすべ
ての炭素を環境中から取り除く）

• $1 billion climate innovation fund 
(10億米ドルの気候イノベーション
基金)

• Scope 3の排出量（サプライチェー
ン、バリューチェーンからの排出
量）削減に焦点
– 2030年までにScope 3の排出量を半
分以下に削減

– 2021年7月までに、サプライヤーが
scope 1、2（自社事業からの排出
量）だけでなくscope 3の排出量を削
減するよう新たな調達プロセスを実
施
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hIps://blogs.microsoL.com/blog/2020
/01/16/microsoL-will-be-carbon-
negaPve-by-2030/



Appleの2030年目標
（2020年7月）

• 2030年までに、そのすべての事業、
製品のサプライチェーン、製品のライ
フサイクルからの排出量を正味ゼロ
にする目標と計画を発表

• すでに自社使用の電気はすべて再
エネ100％を達成。日本企業を含む
70超のサプライヤーがApple製品製
造を100％再エネで行うことを約束

• 2020年目標：サプライヤーで、新規
で4GWのクリーンエネルギーを増や
す。2019年にすでに8GWの新規導
入/導入誓約

• 日本企業では、デクセリアルズ、イビ
デン、恵和、日本電産、日東電工、
セイコーアドバンス、ソニーセミコン
ダクタソリューションズグループ、太
陽ホールディングス
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https://www.apple.com/newsroom/20
20/07/apple-commits-to-be-100-
percent-carbon-neutral-for-its-supply-
chain-and-products-by-2030/



“Sony warns it could move factories 
over Japanese energy policy”

• Sony warns it could 
move factories over 
Japanese energy policy 
(Financial Times, 27 Nov. 
2020)
– “So they told me either 

we do something about 
renewables or they have 
to move out of 
Japan.” (Minister Kono)

18h/ps://www.6.com/content/bbd59494-ac64-4dda-8da5-a2990d8936d3

https://www.ft.com/content/bbd59494-ac64-4dda-8da5-a2990d8936d3


サプライヤーへの再エネ調達要請
サプライヤーのビジネスリスク
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日本は、再エネ調達ができないことで失われるおそれのある
収益額が米国に次いで大きい。730億米ドル＝8兆円を超える
見込み



2020年の電力の排出原単位
（grams CO2/kWh）

20出典：BloombergNEF, 2020

日本は、1kWhあたりのCO2排出量が先進国の中で最も高い国の1つ



2030年に向けた課題
• エネルギーの脱炭素化（温室効果ガス排出量の削減）

– 2050年カーボンニュートラルをめざして
– 「再エネの最大限導入」（菅総理所信演説）
– 「石炭火力政策の抜本的転換」（菅総理所信演説）：火力政策の欠如
からの転換？

– 電力以外のエネルギーの脱炭素化
• エネルギー起源の排出の半分は電力以外

• 需要側の構造変化
– 例えば、住宅・建築物のゼロエミッション化＝需要家のエネルギー自
家発電・調達、自家貯蔵

• 国がめざすべき目標を明確にする
– 野心的な再生可能エネルギー導入目標が必要

• 野心的な目標がコストを下げ、導入を促進。洋上風力のアプローチ
• 少なくとも30％以上。どこまで積み増し可能か

– 火力、特に石炭火力の削減（ゼロエミ化）目標
– 「原子力については安全を最優先し、再生可能エネルギーの拡大を
図る中で原発依存度を低減する」（現行のエネルギー基本計画）
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Thank you for your attention!

Yukari TAKAMURA
E-mail: yukari.takamura@ifi.u-tokyo.ac.jp
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