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概要 

脱炭素社会へのエネルギー戦略の提案 －2050 年 CO2 排出ゼロの日本へ－ 

G20 前の公表をめざし、パリ協定が提出を求める 2050 年までの長期削減戦略の策定が進められ

ている。この長期戦略は脱炭素社会の実現に向け、日本が進むべき道を示す重要な戦略であり、本

来、広く国民、企業、自治体、NGO などの意見を聞き策定されるべきものである。G20 までに残

された時間は少ない。本提言は、脱炭素社会の実現に向けた建設的な議論に貢献できるよう、特に

重要な論点を提起するものである。 

第 1 章 脱炭素化で日本の未来を開く 

1.1 2050 年 CO2 実質排出ゼロを提起した 1.5℃報告書 

IPCC の 1.5℃特別報告書は、気候変動の深刻な影響を回避するためには、2℃未満目標では不十

分であり、1.5℃目標をめざす必要があることを明らかにした。またこの目標達成のためには、2050

年の CO2 排出量を実質ゼロにする必要があること、2030 年には 2010 年比で約 45％削減が求めら

れることを明らかにした。 

1.5℃報告書が示した対策の緊急性のメッセージは、広く国際社会で受け止められており、先駆的

な気候変動対策の新たな基準になりつつある。 

1.2 国内排出削減を進め、脱炭素経済の新たなビジネスモデルを日本から 

日本に求められるのは、2050 年に国内の二酸化炭素排出ゼロをめざす長期戦略を策定し、世界

に示すことである。パリ協定と整合する「科学的根拠に基づく二酸化炭素排出量削減目標（SBT）」

の策定にコミットメントする日本の企業は、既に 72 社にのぼっている（2019 年 2 月現在）。国内

排出削減を強力に進めることにより、日本の企業は脱炭素経済のビジネスモデルをいち早く確立し、

世界での活躍の場を広げることが可能になる。 

1.3 エネルギー効率化と自然エネルギーを脱炭素戦略の中核に 

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、2℃未満目標の達成に必要な二酸化炭素削減の 94％

をエネルギー効率化と自然エネルギーの活用で実現できると報告している。しかし、日本の製造業

のエネルギー効率は、過去 30 年もの間、改善されていない。自然エネルギー電力の導入率は、先

進的に拡大を進める国や地域の半分以下にとどまっている。まず最初になすべきなのは、エネル

ギー効率化と自然エネルギーという既存技術の全面利用を可能とするために必要となる制度的な

イノベーションを進めることである。「非連続的イノベーション」の必要性を、いま利用可能な技

術の全面適用を回避する口実としてはならない。水素の利用を本当に脱炭素化に有効なものにする

ためには、まず自然エネルギーを大量に安価に作り出せるようにしなければならない。2030 年に

22～24％という低い目標の引き上げもせずに、水素社会を提唱しても全く説得力がない。 
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1.4 「パリ協定長期成長戦略懇談会」提言のプラスとマイナス 

長期戦略懇談会の提言には、これまでの国の計画と比べ積極的な内容も含まれてはいる。2050 年

目標は従来からの 80％削減にとどまっているが、脱炭素社会を「野心的に今世紀後半のできるだけ

早期に実現していくことを目指す」ことに言及し、「国内での大幅削減をめざす」ことを明記した。 

他方、懇談会提言は、2030 年までの対策強化にはふれず、自然エネルギー導入目標引き上げ、石

炭火力の海外輸出支援見直しに言及していない。また、いま直ちに利用できる技術による削減対策

の実施を回避する口実として使われる「非連続なイノベーション」を繰り返し強調している。 

政府が策定する長期削減戦略は、懇談会提言の積極的な内容をいかし、2030 年までの国内大幅

削減を進め、2050 年排出ゼロの展望を切り開くものへと、更に発展させる必要がある。 

 

1.5 脱炭素社会をめざす 5 つの戦略 

エネルギー転換部門と産業部門の排出量を合計すれば、日本の全排出量の 3 分の 2 以上に達す

る。石炭火力をはじめとする火力発電所、鉄鋼業など素材産業を中心とする産業部門の削減対策を

重点的に行うこと抜きには、脱炭素社会を実現することはできない。 

 

第 2 章 2050 年 CO2 実質排出ゼロをめざす 5 つの戦略 

第 1 節 2030 年までに自然エネルギーで電力の 40～50％を供給する 

1. 自然エネルギー電力が脱炭素社会への転換を先導する 

IPCC の特別報告書は、1.5℃目標を達成するシナリオとして、2030 年の時点で世界の電力の 48％

から 60％を自然エネルギーで供給することを想定している。世界では既にこのレベルに挑む野心

的な目標を定める国や地域も登場してきている。 

スウェーデンは 2040 年に、デンマークは 2030 年までに 100％を供給する目標を定め、ドイツは

2030 年に 65％とする目標を決めている。EU 全体では 2030 年に熱と燃料も含め自然エネルギーを

32％とする目標であり、電力は少なくとも 50％を超える目標に匹敵する。米国でも、人口規模が全

米最大のカリフォルニア州は、電力供給に占める自然エネルギーのシェアを 2030 年までに 60％、

2045 年までに実質的に 100％にする目標を定めている。ニューヨーク州も 2030 年に 50％という

目標を決めている。中国は公式には 2030 年目標を決めていないが、国家発展改革委員会を補佐す

る「国家再生可能エネルギーセンター(CNREC)」は、2035 年の自然エネルギー電力供給について、

既定政策シナリオでも 60%、2℃未満シナリオでは 72％という高い割合を想定している。 

自然エネルギー電力の拡大を脱炭素化戦略の中核に据えている最大の理由は、発電コストが過去

数年で劇的に低下し、自然エネルギーが脱炭素社会を実現する最も現実的な選択肢になったことに

ある。世界的に太陽光発電と風力発電は、火力発電や原子力発電よりも安価な電源になっている。

太陽光発電と風力発電の 1kWh あたりの発電コストは、2018 年に 4.2～4.3 セントまで低下してい

る。原子力発電コストはその 4 倍近い 15.1 セントであり、石炭火力発電も 2 倍以上の 10.2 セント

となっている。国際エネルギー機関（IEA）は、年間発電量に占める原子力発電の比率は 2040 年ま

でに 9％まで低下し、自然エネルギーは 41％まで拡大するという見通しを示している。  
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2. 日本における太陽光発電と風力発電の展望 

日本の累積太陽光発電導入量は 2018 年末で 55.5GW に達した。国の 2030 年目標 64GW は 2020

年にも達成される可能性が高い。日本の代表的な太陽光発電コンサルタントである資源総合システ

ムは、2030 年までに約 150GW の導入が可能という予測を公表している。 

日本での風力発電導入量は 2018 年末で 3.65GW にとどまっている。しかし、既に環境影響評価

の行われている案件は約 26GW あり、これらが順次、稼働することにより、2020 年代初めには、

国の 2030 年見通し 10GW を前倒しで達成することが予測できる。また 2018 年 11 月に洋上風力

を促進する法律が制定されて以来、開発に向けた機運が高まっている。日本風力発電協会の試算に

よれば、日本でも欧州で導入の進む「着床式」の風力発電のポテンシャルが 91GW ある。これらを

踏まえると、日本風力発電協会の 2030 年目標は 36GW を達成する十分な可能性がある。 

日本における自然エネルギーコストは近年、低下傾向にあり、2018 年 12 月に行われた国の太陽

光発電入札では、14.25～15.45 円／kWh にまで低下している。ブルームバーグ NEF の 2018 年下

半期のデータでは、開発案件の平均発電単価は 13.6 円/kWh であるが、下限値は 7.4 円/kWh と

なっている。 

資源総合システムは、1MW 以上の大規模システムでは、2025 年に 1kWh あたり 6.4 円まで、

2030 年には 5.3 円まで低下していくと推計している。ブルームバーグ NEF による日本の予測でも、

太陽光発電は 2020 年代の最初に天然ガス火力よりも安価になり、2020 年代半ばには石炭火力より

も安価になるとしている。陸上風力発電についても、2020 年代の前半に天然ガス火力より安価に

なると予測している。 

 

3. 2030 年、2050 年への電源選択 

国がエネルギー基本計画で定めた 2030 年の電源構成は、自然エネルギーが 22～24％、原子力が

20～22％、火力発電が 44％を占めるというものである。2017 年度では、自然エネルギーが 16.1％

まで拡大してきているのに対し、原子力発電はわずか 3.1％にすぎない。 

福島原発事故前に稼働していた 54 基の原子炉のうち、すでに 21 基が廃炉決定済みか検討中であ

る。9 基が再稼働したが 8 基は審査の申請にも至っていない。こうした状況を踏まえれば、20～22％

という目標はおろか、その半分程度であっても実現は容易ではない。 

仮に原子力発電による供給が 10％であった場合、不足分を火力発電で補えば、2013 年比 26％減

という日本の温室効果ガス削減目標の達成は不可能になる。そもそもこの目標は、国際的には「著

しく不十分」と評価されており、1.5℃目標はおろか、2℃目標の達成のためであったとしても更な

る引き上げが必要な水準である。 

日本がめざすべきなのは、自然エネルギーの供給を現在の 22～24％という目標を大きく超えて

拡大していくことだ。基本計画の想定と比較すれば、太陽光発電は 2 倍以上、風力発電は 3 倍以上

の供給を実現できる現実的な見通しがある。水力、地熱、バイオエネルギーについて、基本計画の

想定に準じた供給量を見込めば、自然エネルギー全体では 400TWh 近くを供給できる。2017 年度

の総電力需要は 950TWh であるから、これと比較すれば 40%強を自然エネルギーで供給すること
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が可能である。エネルギー効率化を進め、現在よりも総電力需要を 10 数％削減することにより、

自然エネルギー50％を達成することが可能になる。 

環境省が 2015 年に行った調査では、導入可能な風力発電のポテンシャルは、陸上・洋上をあわ

せて 608GW と推計されている。太陽光、水力、地熱、バイオエネルギーなど他の自然エネルギー

資源の活用も考えれば、ここで推計されたポテンシャルの数分の 1 を実現するだけで、現在の日本

の電力需要をまかなうことができる。 

また今後は、国際送電網の検討も本格化すべきである。「アジア国際送電網研究会」の日韓、日

露間の国際連系線整備調査は、建設は物理的・技術的に可能であること、また 2GW の建設費用は

2,000 億円強（日韓）から 6,000 億円弱（日露）の範囲内であり、十分に回収可能であることを明

らかにしている。 

仮に現存する全ての原発が再稼働したとしても、稼働期間 40 年の原則に従った場合、2050 年時

点では 2.8GW が残るに過ぎない（しかもこれは、震災で建設が中断されている 2 基が稼働した場

合である）。今後、既存の原子炉のいくつかの運転期間延長が認められたとしても、2050 年とその

先を展望し、原子力発電は脱炭素社会を担う電源にはなりえない。 

現在、日本は火力発電用の燃料として石炭、天然ガス、石油のほぼ全量を海外から輸入しており、

その総額は約 16 兆円にのぼる。四季折々の多彩な自然を享受する日本は、太陽光、風力、水力、

地熱、バイオマスという自然エネルギーを視野に入れれば、決して資源小国ではなく、持続可能な

エネルギー資源に恵まれた豊かな国である。自然エネルギーのポテンシャルを活用することが、エ

ネルギー資源の輸入依存を脱し、エネルギー安全保障を確立する最善の道であり、最も確実に脱炭

素化を成し遂げる道である。 

 

第 2 節 石炭火力発電を 2030 年以前にフェーズアウトする 

1. 世界で進む石炭火力フェーズアウト 

カナダと英国政府が中心となり「脱石炭連盟」が発足し、OECD35 ヶ国のうち少なくとも 20 ヶ

国が石炭火力の縮小を検討、もしくは既にフェーズアウト期限を発表している。1.5℃特別報告書

は、世界のどの地域であれ石炭火力新設の余地はほぼ残されていないことを明らかにした。 

 

2. 石炭火力依存に固執する日本 

日本では、1990 年から 2017 年までに、石炭火力からの CO2 排出は 1.0 億トンから 2.8 億トンへ

と 3 倍近く増加している。発電用の石炭消費量も、1990 年には 2600 万トンであったものが、2015

年には 8300 万トンと 3 倍以上になっている。 

日本の電力業界は、気候変動対策を大義名分の一つにして原子力発電を推進する一方で、石炭火

力発電の増強を続けてきた。国の気候変動政策も、原発推進に依存し、火力発電での排出基準の設

定やカーボンプライシングの導入など、欧米で進められてきた削減対策を導入してこなかった。自

然エネルギー電力の拡大も真剣に取り組まれてこなかった。 

東日本大震災と福島原発事故により、原発頼みの排出削減対策の弱点が一気に表面化した。電力

会社は老朽化していた石油火力を稼働させ、電力の排出係数は一気にはねあがることになった。 



 

5 

震災以降は、21GW の石炭火力新増設計画が公表された。このうち 7GW の計画は、市場環境の

変化にともなう採算性の悪化や内外からの批判を受けて中止されたが、1.3GW が既に運転を開始

し、8.6GW の建設が始まっている。また 4.4GW が環境アセスメント中か、アセスを終えて着工前

の状態にある。震災前から日本では、石炭火力設備が 43.3GW 導入されている。 

国は 2030 年度の電源構成に占める石炭火力の割合を 26％としている。世界各国で 2030 年まで

の石炭火力フェーズアウトが目標とされている時に、この時点で 26％もの電力を石炭で供給しよ

うという日本の計画は大きな問題だが、新増設プロジェクトがこのまま続けられ、既存設備の

フェーズアウトが進まなければ、この見通しすら上回ってしまう可能性がある。 

国は、「高効率」と定義する超々臨界（USC）以上の石炭火力の推進政策を進めるが、その排出

係数は従来型の石炭火力と大きな差はない。世界で進む石炭フェーズアウトは、こうした「高効率」

と称するものも含め、一切の石炭火力を無くしていく取組みであり、国の政策は全く不十分である。 

 

3. 国際的に批判されている石炭火力輸出支援政策 

国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI) 、 国際協力機構(JICA)による石炭火力設備の海外融

資及び保険引き受けは、2009 年から 2018 年末までの 10 年で少なくとも 161 億米ドルにのぼる。

また日本のメガバンクも化石燃料資源への投融資額は世界トップレベルである。 

こうした投融資は、これまで「先進的な石炭火力技術」を使うことによる CO2 排出量の削減、電

化や貧困対策という名目で推進されてきた。しかし、途上国においても自然エネルギー価格の劇的

な低下やエネルギー需要の変化により、支援の根拠は失われている。日本企業の石炭火力事業が続

けられれば、被援助国での石炭火力利用と二酸化炭素排出が固定化され、結果的により安くかつ汚

染の少ない自然エネルギーへの転換を遅らせることになる。 

 

4. CCS を根拠とした石炭火力延命の試み 

日本では石炭火力発電の導入を進めることを目的として CCS の開発が進められてきた。しかし、

自然エネルギー発電のコストが劇的に低下し、発電部門の脱炭素技術としてはるかに優位性が高く

なっている中で、CCS を発電用の対策に用いる意義を見出すことは困難になっている。欧州委員会

の 2050 年までの脱炭素戦略では、電力部門の削減対策として CCS 技術は一切活用を予定していな

い。 

国が CCS 推進のために開催している会議の資料からも、エネルギー基本計画が目標とする「2020

年頃の実用化」という目標にはほど遠く、CCS 技術開発が「基本的なコンセプトの構築」や 「地

中貯留に関するリスク評価手法の構築」という段階にとどまっている実態がわかる。 

また経済産業省の 2018 年の報告書では、CCS を含む石炭火力の発電コストを 15.2～18.7 円

/kWh と試算している。日本でも、2018 年の太陽光発電入札で、既に 14 円台のプロジェクトが登

場している。また 2030 年には、太陽光発電は 5 円台、風力発電も 8 円～9 円台まで低下すると推

計されている。CCS 付石炭火力にコスト競争力があるという主張には説得力がない。 
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5. 脱石炭火力を日本からも明確に発信する 

日本でも、民間金融機関が、国内外での石炭火力の新規投融資を止めると表明し始めたが、メガ

バンクは、超々臨界（USC）レベルの石炭火力事業を継続する方針のままである。日本政府が推進

の立場を変えていないために、国内の動きは世界に比べて鈍い。2030 年以前のフェーズアウト期

限を決めた上で、具体的なスケジュールとプロセスの策定を始めるべきである。政策的なシグナル

が遅れれば遅れるほど、座礁資産や将来の対策コストは増え、温暖化の影響と対策のつけを将来世

代に残すことになる。 

 

第 3 節 日本から素材産業の新たな脱炭素ビジネスモデルを 

1. 産業部門の大きな排出削減ポテンシャル 

日本の産業部門の 2030 年削減目標は 6.5%減にとどまる。業務（40％）、家庭（39％）、運輸

（28％）と比べ、産業部門の低さが際立っている。1970 年代～80 年代前半には、35％程度のエネ

ルギー効率の改善が見られたが、1980 年代後半からの 30 年間、製造業の効率は停滞したままであ

る。改善余地の存在を端的に示すのは、経済産業省の委員会でも指摘された、ボイラーの配管など

に用いられる断熱材の劣化により、我が国の製造業のエネルギー消費の 10%以上になる大きな損

失が生じている、という事例である。 

産業部門における CO2 削減のもう一つの大きな可能性は石炭からの燃料転換である。石炭の消

費量は 1995 年の 1,300 万トン弱から 2,500 万トンへと、およそ 2 倍に増加している。使用する燃

料を石炭から天然ガスに転換するだけで、大幅な削減が可能である。 

日本、米国、ドイツ、OECD 全体の鉄鋼業の燃料構成を比較すると、日本では石炭割合が高い。

日本の鉄鋼業の特徴は、1 トン当たりの排出量が電炉の 3 倍から 4 倍に達する高炉による粗鋼生産

が約 8 割という高い割合を占めることである。これは米国（33％）や欧州（60％）と比べ相当高い。 

 

2. 素材産業のあり方を変える循環型経済の台頭 

循環型経済への移行は、気候変動対策としても重要な役割を果たすことが明らかになり、注目が

集まっている。EU を対象に行なった試算では、鉄鋼、アルミニウム、セメント、プラスチックの

主要素材 4 業種において、エネルギー効率化や自然エネルギー利用に加えて、循環型経済への移行

に向けた対策を取ることにより、更に 56％の CO2 削減効果がある。循環型経済への移行に向け、

世界のビジネスは既に変革に乗り出しており、CE100 と呼ばれる循環型経済を進める企業のイニ

シアティブも発足している。 

循環型経済への移行は、今後の素材産業のビジネスのあり方に劇的な変更を迫ることが予想され

る。欧州では、自動車産業と建設産業の 2 つの業界だけで、鉄鋼、アルミニウム、プラスチック、

セメントの 4 つの素材の 50％程度の資源を消費している。鉄鋼生産メーカーの中にも、脱炭素化

を目指す企業が現れ始めている。今後大きな役割を果たしていくと期待されるのが、鉄やコンク

リート（セメント）、化石燃料をベースとした素材ではなく、様々なバイオマスを原材料として現

代的なニーズや機能を満たす素材への移行、すなわちバイオエコノミーへの移行である。 
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3. 脱炭素の時代における新たな「ものづくり大国」へ 

これまで、産業部門のエネルギー効率化の対策は、省エネ法と、経団連を中心とした主要業界団

体の自主的な取組を二本柱として行われてきた。しかし、これまでの削減実績は停滞しており、加

えて 2050 年までの大幅削減にむけて取組の加速が必要である。原単位改善だけでなく排出量の総

量削減を求めるような規制的枠組み、またカーボンプライシングのような経済的手法など、より踏

み込んだ政策の導入が求められる。 

加えて重要なことは、日本企業も含めた世界のビジネスセクターが、循環型経済の実現にコミッ

トし、素材産業も含めたサプライチェーンのあり方そのものが大きく変わろうとしているという点

である。循環型経済、バイオエコノミーへの移行に積極的に取り組むことにより、日本は脱炭素の

時代における新たな「ものづくり大国」として再生してくことができる。 

 

 

 

水素の正しい作り方と使い方（コラム） 

日本では、「水素社会実現」の掛け声の下、政策が進められている。水素利用の大前提になる自

然エネルギー電力の導入目標を、2030 年に 22～24％という国際的にみて極めて低い水準にすえお

いたまま、水素社会の実現を提唱するのは合理的な政策とは言い難い。 

水素は自然界では分子の状態ではほとんど存在しないので、人工的に製造する必要がある。自然

エネルギー由来の電気で水素を生産すれば、水素をエネルギーキャリアとして、大量の自然エネル

ギーを供給し、脱炭素化を実現することができる。逆に、天然ガスや石炭などからの水素生産は、

化石燃料が持つエネルギーを水素に変換して利用することに他ならない。 

現在日本で想定されているのは、まさにこのような化石燃料、具体的には海外の安価な化石燃料

資源である褐炭からの水素生産である。原料となる化石燃料が持つ炭素原子の数だけ、最終的には

CO2 分子が排出されるため、CO2 の大きな排出が避けられない。そのため化石燃料からの水素生産

については、CCS との組み合わせが前提となっているが、その実用化・商用化の道筋は立っていな

い。また、水素は効率的な輸送のため、高圧での圧縮、もしくはマイナス 253℃以下で液化が行わ

れるが、この場合、水素の持つエネルギーの半分程度が失われてしまう。 

日本の水素基本戦略では発電部門において、天然ガスの代替に水素を大量に用いるシナリオを描

いている。自然エネルギーで電力の 100％を供給する段階では、グリッドの効率的な運用や連系線

の増強、蓄電池の活用などとともに、余剰電力を吸収する手段として水素を製造し、また発電用に

水素発電を用いる可能性もなくはない。しかし、日本には既に 27.5GW もの巨大な揚水発電設備が

ある。水素発電が調整電力としても大きな役割を果たすことは想定が難しい。また水素基本戦略は

LNG サプライチェーンを例示として示し、水素発電を電力供給の本体に位置付けようとしている

ようにも読み取れる。このような利用方法に経済合理性を見出すのは困難である。 
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第 4 節 ゼロエミッションビル戦略 

1. 日本の建築物の現状と改善の必要性 

2015 年調査では、現在の省エネ基準を満たしている住宅が 8％とごく僅かであり、断熱材が壁や

床、天井にはいっていない無断熱住宅も 35％と非常に多い。非住宅建築物では、大規模建築と中規

模建築物では 9 割以上が省エネ基準に適合している。しかしこの基準は 20 年前の基準と同等であ

り、かなり甘い値である。 

 

2. ゼロエミッションビル実現に向けた政策の方向 

これからの建物の省エネ基準とその適合制度は、2050 年までに建物分野全体がゼロエミッショ

ン化するためのステップを視野に入れたものになる必要がある。ほとんどの現存の建物はこのまま

では 2050 年に求められる省エネ性能を満たさない。新築に比して非常に大量の建物ストックを

2050 年までに着実に改修していく必要がある。既存を含めた建築物のエネルギー性能の表示の義

務化も必要である。 

 

3. ゼロエミッションビル戦略で魅力的な都市と社会を実現する 

2018 年度の建築物への建設投資は、住宅・非住宅合わせて 31 兆円と見込まれている。現段階で

はこの多くが新築投資に向いているが、今後は、既存建物を改修し質の高い建築物に転換していく

ことを建設投資の大きな柱として据えていくべきだ。そのためにも建物の改修を重要な産業として

育成していく戦略が必要である。 

いまこそ日本の住宅を快適で、健康な環境に変えていく良い機会である。エネルギー消費量を大

きく増加させず、むしろエネルギーを削減しつつも、室温を確保し、カビや結露の心配のない快適

な環境を日本に住むすべての人々が享受できるようにするためにも、住宅の断熱性能を上げていく

意味がある。 

職場空間の環境、快適性への関心が高まり、健康なオフィスを格付けする評価システムも導入さ

れはじめた。脱炭素化しつつ、快適な空間を持つビルが都市の魅力を高め、世界的にみても競争力

のある都市を作り出す。世界の大都市は競ってゼロエミッションビル戦略へと進んでいる。全ての

既存ビルのゼロエミッション化に強力なシグナルを送る、政府の目標、基準、ロードマップが待た

れる。 

建物分野においては、今すでに汎用化している技術でさらに大幅なエネルギー効率化を実現でき

る。また、人口減により、世帯数、業務の運用面積は減少していくことが想定され、こうした条件

を勘案すると、建物分野のエネルギー消費は、2050 年には家庭・業務ともに 2016 年比で約 50%削

減することは可能だ。 

残ったエネルギー需要に対しては、太陽熱、バイオマスなど自然エネルギー熱利用以外は、全て

自然エネルギー電力でまかなうことにより、建物分野全体で脱炭素化、ゼロエミッションを達成で

きる。これを経済的、社会的コストが最小となるように実施するためには、必要な対策を先送りせ

ず早く転換政策を行うことが必要である。  
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第 5 節 運輸部門の脱炭素化の追求 

1. EV による乗用車の脱炭素化 

政府は 2018 年 8 月に「自動車新時代戦略会議」の「中間整理」を公表している。その中に掲げ

られている 2030 年目標は、2010 年に策定されたままのものである。国内の乗用車新車販売に占め

る次世代自動車の割合を 50～70%、電気自動車を 20～30％としているが、世界の自動車メーカー

が次々に撤退している「クリーンディーゼル自動車」を 5～10％普及するという目標が含まれてい

る。また、燃料電池自動車について 3％という目標が掲げられている。今後の乗用車について、日

本がどのような方向をめざすのか明確になっていない。 

2. トラック、バスの脱炭素化―EV 化の展望 

小型トラックは走行距離が比較的短く、ルートも域内にとどまることから EV 化しやすい。日本

のトラックメーカー3 社がそれぞれ小型 EV トラックの商用モデルを展開しており、宅配便各社、

などが導入している。大型トラックの EV 化についても、従来から課題であった航続距離が伸びつ

つあり、実証事例がでてきている。 

路線バスは走行ルートが決まっており航続距離が比較的短い。バスの車体価格とランニングコス

トを含めた保有コストでは、燃費および整備費が安いため、現在でもディーゼルバスや CNG バス

よりも安くなりうる。このため大気汚染や騒音などの環境対策に迫られる都市が導入を始めている。

特に中国では世界の E バス市場の大半、10 万台以上が販売されている。日本では横浜市や岐阜市

など、ごく限定的な区間で E バス導入が始まっているが、まだスケールは小さい。 

3. 船舶・航空における脱炭素化 

船舶の脱炭素化に向けては、新たなエネルギー源やそれを活用する燃料効率の高い新船舶技術だ

けでなく、エネルギー効率化技術、航行や港湾側の取組も含めた運用など、全ての面での対策が追

求されなければならない。そのために、燃費規制の強化や新造船の燃料効率化デザインへの誘導が

必要だ。 

航空分野は、将来の需要増加が国際線を中心に見込まれ、加えて電化が困難であることから、脱

炭素化の実現が最も難しい部門の一つとなっている。そのため、バイオマスを原料としたバイオ

ジェット燃料に大きな期待が集まっている。しかし、現在のバイオ燃料の生産能力は世界の需要量

の 0.1%にとどまっており、大幅な CO2 削減に寄与するためには、国際的な協調の下、大幅な技術

発展と増産が不可欠な状態である。 

4. EV 化とエネルギー効率化で運輸部門の脱炭素をめざす 

運輸部門全体の排出量の 70％以上が EV 化により削減できるため、その徹底的な促進が必要であ

る。成熟期にはいった日本では、人口減とともに旅客輸送量を無理なく抑えていくことができる。

従来の公共交通だけでなく、コミュニティレベルで運用可能な新たなモビリティサービスが出現す

ることで、自家用車の単独利用から脱却し、さらに輸送効率が向上する可能性もある。脱炭素社会

への転換をめざす中で、クリーンで安全で自由、そして効率的な脱炭素のモビリティーを全ての人

に届けることを目標として、まちづくり、エネルギー、福祉や医療も含めた政策を総合的に進める

ことが望まれる。 
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第 3 章 脱炭素社会への社会・制度イノベーションの展開 

3.1 日本長期削減戦略に求められるもの 

長期削減戦略には、全体を貫く以下 3 点の明確な目標と戦略を織り込むことが必要である。 

⚫ 2050 年に CO2 国内排出実質ゼロをめざすことを明確にする 

2050 年国内排出ゼロを明確な目標として掲げることにより、企業も自治体もみずからの活

動の大きな方向性を描くことが可能になる。また日本が世界の気候変動対策をリードする姿

勢を明確に示すことができる。 

⚫ 2030 年までの排出削減を加速する 

2050 年排出ゼロは、2030 年までの排出削減を加速することによってのみ可能になる。また、

気温上昇の程度は温室効果ガスの累積的な排出量によって左右される。2050 年近くになっ

て削減対策を強化するのでは間に合わない。 

⚫ いま既に利用可能なエネルギー効率化と自然エネルギー技術を全面展開するための

社会・制度イノベーションを実行する 

排出ゼロ目標の実現は容易ではないが、世界はエネルギー効率化と自然エネルギーという、

いま直ちに利用可能な排出削減技術を手にしている。日本の長期戦略が明確に発信すべきな

のは、いま利用可能な削減技術を経済活動、社会生活の隅々までに適用する社会・制度イノ

ベーションを実施するというメッセージだ。 

 

3.2 国が提起する「不確実性戦略」の弊害 

エネルギー基本計画は、将来の「不確実性」を強調し、「再生可能エネルギーや水素・CCS、原

子力など、あらゆる選択肢を追求する『エネルギー転換・脱炭素化を目指した全方位での野心的な

複線シナリオ』」という戦略を打ち出している。 

2050 年までの展開に一定の不確実性があることは当然である。しかし、世界のエネルギー選択

の現実の中でますます明らかになっている結論を、「不確実性」の強調で覆い隠すのは誤りだ。安

価な自然エネルギーによる 100％の電力供給は、達成可能な実践的な目標となっている反面で、原

子力発電と CCS 付きの火力発電は、経済的にも選択肢になりえなくなった。 

「不確実性」と「複線シナリオ」の強調は、次の 3 点で脱炭素化に向けた日本の取組みを誤らせる

ものになる。 

第 1 に、国と民間の資源を集中し、急速に進めるべき自然エネルギー拡大の重要性をあいまいに

する。第 2 は、石炭火力発電と原子力発電という、できるだけ速やかなフェーズアウトを進めるべ

きエネルギー源を温存する口実となる。第 3 は、複線シナリオの実現のためとして、「非連続の技

術開発」の必要性を強調し、ここへの資源投入を重点化しようとする点である。 

「非連続の技術開発」自体に取り組むこと自体は必要だ。しかし、国の描くシナリオは、自然エ

ネルギーとエネルギー効率化という既存技術の徹底的な活用を怠りながら、「非連続の技術開発」
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を強調するという特徴がある。現在、利用可能な技術の徹底した活用を怠り、また石炭火力を温存

しながら、脱炭素化のために「非連続の技術開発」が必要だと強調しても、その主張には全く説得

力がない。 

 

3.3 脱炭素社会の基本ルールを日本に 

脱炭素社会は、化石燃料の大量消費によって発展したきたこれまでの社会とは異なる行動原理を

求めている。カーボンバジェットの残りは僅かだ。だが脱炭素社会が求めるルールは、豊かさを犠

牲することを求める規制ではない。安価な自然エネルギーの利用とエネルギー効率化により、脱炭

素社会において、成長と豊かさを持続可能な形で実現することが可能になったのだ。 

日本でも TCFD のように脱炭素社会の実現に必要な基本ルールとして定着が始まったものもあ

る。しかし、他方、国際的には広がりつつも日本での導入が遅れているものもある。その代表例は

カーボンプライシングだ。 

日本でも、制度導入に向けた議論は、20 年近く前、2000 年から延々と続けられている。国での

導入が進まない間に、東京都は「二酸化炭素の総量削減と排出量取引制度」を 2008 年に条例化し、

既に 2010 年度から実施している。都の発表によれば、2017 年度は対象となっている大規模事業所

の排出量を 27％削減する実績をあげている。国では、2012 年 10 月に「地球温暖化対策税」が導入

されたが、その税率は 1 トンあたり 289 円という極めて低いものである。先行的にカーボンプライ

シングを導入し、大きな成果を上げているスウェーデンの炭素価格（2018 年）は約 15,000 円／t-

CO2 であり日本の税率はその 50 分の 1 という水準である。 

これ以上、制度の導入を遅らせれば、日本は気候変動の危機に真剣に立ち向かう意思のない国と

して指弾されることになるだろう。 

 

3.4 いま、次の世代への責任を日本からも果たす 

気候変動の危機はいま現実に起こりつつある。現代世代に問われているのは、遠い未来の世代へ

の責任ではなく、我々に直接つながる次の世代への責任である。 

気候変動の予測に伴う不確実性をあげつらい、対策技術の不確定性を理由にして、また、「日本

での削減より海外への貢献が重要だ」という口実で、日本国内での大幅削減に必要な取り組みを先

送りすることは許されない。 

日本でも、パリ協定と整合する「科学的根拠に基づく二酸化炭素排出量削減目標（SBT）」の策

定にコミットメントする 70 社以上の企業、ゼロエミッションを目標に掲げる地方自治体など、次

世代への責任を果たすために行動を開始したたくさんの非政府アクターが登場してきている。 

国の気候変動政策は、あまりにも長い間、いろいろな言い訳で脱炭素社会への転換に必要な対策

の導入を先送りしてきた。残された時間はもうほとんどない。2019 年に策定される長期削減戦略

は、日本からも本当に実効性のある気候変動対策への取組みが始まったことを示す、その第 1 歩に

しなければならない。
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第1章 脱炭素化で日本の未来を開く 

本年（2019 年）6 月に大阪で開催される G20 前の公表をめざし、パリ協定が提出を求める 2050

年までの長期削減戦略の策定が進められている。内閣総理大臣の下に 2018 年 8 月に設置された「パ

リ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会」は、本年 4 月 2 日、懇談会提言1

を公表した。この提言を踏まえ、政府が国としての戦略を策定することになる。この長期戦略は脱

炭素社会の実現に向け、日本が進むべき道を示す重要な戦略であり、本来、広く国民、企業、自治

体、NGO などの意見を聞き策定されるべきものである。しかし、G20 までに残された時間は少な

い。公益財団法人 自然エネルギー財団は、脱炭素社会の実現に向けた建設的な議論に貢献できる

よう、特に重要な論点をここに提起するものである。 

 

1.1 2050 年 CO2 実質排出ゼロを提起した 1.5℃報告書 

2018 年 10 月に「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」が公表した 1.5℃特別報告書2は、熱

波の被害、生態系の破壊などの深刻な影響を回避するためには、世界の平均気温上昇を産業革命前

と比べて 2℃未満にとどめる現在の目標では不十分であり、1.5℃目標をめざす必要があることを明

らかにした。 

「少なくとも 5 年に 1 回、深刻な熱波を被る世界人口の割合」は、2℃の場合には 37％に達する

のに対し、1.5℃では 14％までに抑えられる。海洋漁業の漁獲量の減少量は、2℃の場合には 300 万

トンであり、1.5℃ではその半分の 150 万トンとなる。「北極に海氷がない夏」が生じる頻度は、

2℃の場合には少なくとも 10 年に 1 回であるのに対し、1.5℃では 100 年に 1 回となる。 

この報告書は温室効果ガス削減対策の 4 つのシナリオを示した上で、1.5℃目標を達成するため

には、2050 年前後には CO2 排出を実質ゼロにする必要があること、また 2030 年までに 2010 年

比で約 45％削減が必要であることを提起している。（図 1-1）。 

 

                                                   

1 首相官邸 パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会提言（2019 年 4 月 2 日）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/parikyoutei/siryou1.pdf 

2 IPCC “Global Warming of 1.5℃ Summary for Policymakers” （2018 年 10 月） 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf 
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図 1-1 1.5℃特別報告書の 4 つのシナリオ 

出典）IPCC “Global Warming of 1.5℃ Summary for Policymakers” （October, 2018） 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf 

 

パリ協定の下で各国が提出している 2030 年の削減目標は、2℃目標を達成するためにも不十分で

あり、このままでは 3℃の上昇を招くと指摘されている。1.5℃特別報告書が求める水準との乖離は

更に大きい。それにも関わらず、2018 年 12 月に開催された COP24 では、圧倒的に多くの国々が

この報告書を歓迎する意思を表明した。 

その背景にあるのは、世界の多くの地域で異常気象が頻発し、気候変動のもたらす危機の深刻さ

についての認識を深めたことだ。2018 年、オーストラリアは厳しい干ばつの後に記録的な洪水に

見舞われ、数十万頭に達する牛が死亡するなど甚大な被害が生じた。メディアは「オーストラリア

の主要産業が崩壊の危機にある」と報じている3。2018 年 11 月、カリフォルニア州では過去最大の

山火事が発生し、600 人以上が死亡し、1 万 2 千棟以上の建築物が破壊された4。2018 年 3 月、世

界気象機関（WMO）は、世界各地での異常気象の頻発について、「温暖化ガスの増加による長期

的な地球温暖化の傾向と関係している」と分析する報告書を公表している5。 

欧州委員会が 2018 年 11 月に公表した長期戦略ビジョンは、2050 年までに温室効果ガスの排出

を実質ゼロにする ”Climate neutral Europe” を実現する目標を掲げた6。1.5℃報告書が示した対策

                                                   

3 CNN「豪クイーンズランド州で洪水、推計 50 万頭の牛が死亡 畜産農家に打撃」（2019 年 2 月 13 日）
https://www.cnn.co.jp/business/35132681.html 

4 BBC「米カリフォルニア州の山火事、行方不明者が 631 人に倍増 死者も増加」（2018 年 11 月 16 日）
https://www.bbc.com/japanese/46232160 

5 WMO Press Releases “State of Climate in 2017 – Extreme weather and high impacts”（2018 年 3 月 2 日）
https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2017-%E2%80%93-extreme-weather-and-high-impacts 

6 European Commission “In-depth Analysis in Support of the Commission Communication COM(2018)773” ならび
に ”Fact Sheet “The Commission presents strategy for a climate neutral Europe by 2050 – Questions and answers”（2018
年 11 月 28 日）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm 
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の緊急性のメッセージは、広く国際社会で受け止められており、先駆的な気候変動対策の新たな基

準になりつつある。 

 

1.2 国内排出削減を進め、脱炭素経済の新たなビジネスモデルを日本から 

日本政府は、かねてから「脱炭素社会に向け世界を牽引する」という姿勢を表明してきた（2018

年 1 月 29 日 衆議院予算委員会 首相答弁）7。1.5℃特別報告書が気候変動対策の目指すべき新た

な峰を示した今、日本に求められるのは、2050 年に国内の二酸化炭素排出ゼロをめざす長期戦略

を策定し、世界に示すことである。 

「排出ゼロ」をめざすことは、経済成長の抑制や豊かな生活を犠牲にすることを意味するもので

はない。今回の提言で示すように、脱炭素経済への転換こそが新たな脱炭素ビジネスを発展させ、

生活の質の向上をもたらすことにつながる。安倍首相自身が認めるように「もはや温暖化対策は、

企業にとってコストではない」8。 

2018 年 7 月に誕生した企業、自治体など非政府アクターのネットワーク「気候変動イニシアティ

ブ（JCI）」9は、その設立宣言の中で、「パリ協定がめざす脱炭素社会への転換は、新たな成長と

発展の機会を生み出すものでもあり」、「脱炭素社会をめざす取組の規模とテンポを高め、国際社

会で範を示すことが、日本自体にとっても大きなメリットをもたらすものである」との認識を明確

に示している。パリ協定と整合する「科学的根拠に基づく二酸化炭素排出量削減目標」（SBT）の

策定にコミットメントする日本の企業は、既に 72 社にのぼっている（2019 年 2 月現在）10。 

国内排出削減を強力に進めることにより、日本の企業は脱炭素経済のビジネスモデルをいち早く

確立し、世界での活躍の場を広げることが可能になる。 

 

1.3 エネルギー効率化と自然エネルギーを脱炭素戦略の中核に 

脱炭素社会の実現をめざす戦略として、最も重要なのは、既に利用可能なエネルギー効率化と自

然エネルギーという既存の技術をフルに活用することである。1.5℃報告書が提起した重要なメッ

セージは、2050 年までの実質排出ゼロに向け、2030 年までに速やかに約 45％という大幅な削減を

進めることである。 

                                                   

7 衆議院会議録「第 196 回国会予算委員会第 2 号」（2018 年 1 月 29 日） 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001819620180129002.htm 

8 首相官邸ウェブサイト「パリ協定長期成長戦略懇談会（第 1 回） 議事要旨（2018 年 8 月 3 日） 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/parikyoutei/dai1/gijiyousi.pdf 

9 気候変動イニシアティブ（JCI）ウェブサイト https://japanclimate.org/ 

10 （内訳）目標設定済み 39 社、コミットメント表明済み 33 社（Science Based Targets ウェブサイト 
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/） 
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温室効果ガスの実質排出ゼロを完全に達成していくために、新たな技術開発への取組みも必要だ

が、「非連続なイノベーション」により革新的な技術が利用可能になるまで、大幅削減の実施を延

期する猶予はないし、その必要もない。 

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、2℃未満目標の達成に必要な二酸化炭素削減の 94％

をエネルギー効率化と自然エネルギーの活用で実現できると報告している。国際エネルギー機関

（IEA）も同様な見通しを公表している（図 1-2、図 1 3）。 

 
図 1-2 IRENA のシナリオ 

出典）IRENA “Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050”（2018 年 4 月） 
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/IRENA_Report_GET_2018.pdf 

 

図 1-3 IEA のシナリオ 

注）”New Policies Scenario” は、各国が導入済み・または NDC 等、パリ協定の下で公約済みの政策を実施するシナリ
オ。”66% 2℃ Scenario” は、66%の確度で 2℃目標を達成するためのシナリオを指す。 

出典）OECD/IEA and IRENA “Perspectives for the Energy Transition Investment Needs for a Low-Carbon Energy 
System Executive Summary” (2017 年 3 月) 
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/Perspectives_for_the_Energy_Transition_ 
2017_Executive_Summary.pdf?la=en&hash=7FCE69C6C62EA63EBC400A85F1E0BEEBBC7A63E7  
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1.5℃目標達成のためには更に大きな削減が必要だが、脱炭素化に向けエネルギー効率化と自然

エネルギーを中核に据えることは、世界共通の戦略になっている。しかし、本提言が以下の章で示

すように、日本では、現在直ちに利用可能なこの二つの技術の適用が停滞し、立ち遅れている。日

本が「省エネ先進国」だという認識は、もはや時代遅れの思い込みにすぎない。日本の製造業のエ

ネルギー効率は、過去 30 年もの間、改善されていない。自然エネルギー電力の導入率は、先進的

に拡大を進める国や地域の半分以下にとどまっている。 

日本において脱炭素社会の実現を真剣にめざすのであれば、まず最初になすべきなのは、エネル

ギー効率化と自然エネルギーという既存技術の全面利用を可能とするために必要となる制度的な

イノベーションを進めることである。「非連続なイノベーション」の必要性を、いま利用可能な技

術の全面適用を回避する口実としてはならない。水素の利用を本当に脱炭素化に有効なものにする

ためには、まず自然エネルギーを大量に安価に作り出せるようにしなければならない。2030 年に

22～24％という低い目標の引き上げもせずに、水素社会を提唱しても全く説得力がない。 

日本の議論では、世界に占める日本の二酸化炭素排出量が 4％程度であることを根拠に、「国内

での削減より海外への貢献が重要だ」という意見が出されることがある。しかし、4％と言っても

国別排出量では世界第 5 位の位置にある。日本が自らの削減に積極的に取り組まないで、日本より

排出量の少ない圧倒的に多くの国々に削減を要求することができるはずがない。 

人口 480 万人の中米の国、コスタリカの排出量は日本に比べればごくわずかだ。しかし 2019 年

2 月、コスタリカは 2050 年までに完全な脱炭素化をなしとげることを目標として定めた。「コス

タリカが化石燃料から脱却すれば、小さな国でも恐ろしく大きな課題に対するリーダーになれるこ

とを世界に示せる」。これが小さな国コスタリカの世界へのメッセージだ11。世界有数の経済大国

である日本は、率先して国内排出削減対策を進め、世界に範を示すことが求められる。 

 

1.4 「パリ協定長期成長戦略懇談会」提言のプラスとマイナス 

今回、公表された長期戦略懇談会の提言には、エネルギー基本計画など、これまでの国の計画

や戦略に比べ、脱炭素社会の実現に向けた積極的な内容も含まれてはいる。提言は、その冒頭で

IPCC の 1.5℃特別報告書に言及し、この報告書の求める対策強化の必要性が国際社会で広く共有

されつつある、との認識を示している。欧州委員会の長期戦略ビジョンのように 2050 年の実質排

出ゼロを掲げるには至らず、2050 年目標は従来からの 80％削減にとどまっているが、脱炭素社会

を「野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現していくことを目指す」ことに言及した。また

海外での削減に依存するのではなく、「国内での大幅削減をめざす」ことを明記した。 

ビジネスと金融の分野で温室効果ガスを排出しない「ゼロエミッション」を志向する変化が生ま

れていると指摘し、「もはや気候変動対策は、企業にとってコストであること以上に、競争力の源

泉である」と規定している。更に、今後のエネルギー政策について、「エネルギー効率改善（省エ

                                                   

11 Tiny Costa Rica Has a Green New Deal, Too. It Matters for the Whole Planet. 
https://www.nytimes.com/2019/03/12/climate/costa-rica-climate-change.html 
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ネ）と、世界的に発電コストが低減している再生可能エネルギーへの転換」の 2 つが「脱炭素化に

向けたコスト効率的な取組の中軸」であるとの記述を含めた。 

他方、懇談会提言は、1.5℃特別報告書が求める 2030 年までの対策強化にはふれず、国際的に

低レベルの自然エネルギー導入目標引き上げの必要性も言及していない。国際的な批判が集中し

ている石炭火力推進政策については、「脱炭素社会の実現にむけて、パリ協定の長期目標と整合

的に、石炭火力発電等からの CO2 排出削減に取り組む。そのために石炭火力発電等への依存度を

可能な限り引き下げること等に取り組んでいく」としている。エネルギー基本計画が、「高効

率」と称する石炭火力の推進を明記していたことに比べれば前向きではあるが、石炭火力フェー

ズアウトを進める世界の流れと比べれば全く不十分である。石炭火力の海外輸出支援見直しには

言及せず、石炭火力の延命につながる CCS の推進も放棄していない。 

その反面、「気候変動問題の解決には」「非連続なイノベーションが不可欠である」という主

張を再三繰り返している。財団の今回の提言で指摘しているように、「非連続イノベーション」

の強調は、いま直ちに利用できる技術による削減対策の実施を回避する口実として使われる傾向

がある。石炭火力を温存し、自然エネルギー導入目標を据え置いたままで、水素や CCUS などの

技術開発を強調しても、世界からは、日本が気候変動対策に真剣に取り組もうとしているとは評

価されないだろう。 

IPCC が世界に発したメッセージに応える野心的な提言を作ろうとした努力の反映は、いくつか

の箇所に見えるが、今後、策定される長期戦略が脱炭素社会の実現に向け意欲的なものになるか

どうかは不明確である。また、昨年 12 月に第 4 回懇談会が開催されて以降、一切の検討状況が公

開されず、4 月 2 日に突然、提言が公開されるというプロセスは、策定過程の透明性確保という

点で大きな禍根を残したと言わざるを得ない。 

政府の長期削減戦略は、懇談会提言の積極的な内容をいかし、エネルギー効率化と自然エネル

ギー拡大を中心に、2030 年までの国内大幅削減を進め、2050 年排出ゼロの展望を切り開くもの

へと、更に発展させる必要がある。自然エネルギー財団の今回の提言は、この観点から、自然エ

ネルギー電力、石炭火力、CCS と水素の評価など、特に重要な論点を必要なデータとともに示し

ている。 

1.5 脱炭素社会をめざす 5 つの戦略 

脱炭素社会の実現をめざすためには、社会を構成する全ての部門での削減対策の強化が必要なこ

とは言うまでもない。同時に、速やかな大幅削減を行うためには、特に排出量の多い部門や企業を

対象とした対策を重点的に展開することが必要である。 

図 1-4 が示すように、日本の二酸化炭素排出量の 4 割以上はエネルギー転換部門から排出され

ている。その大部分は火力発電所からの排出量である。次に多いのは産業部門の 27％であるが、

特に鉄鋼・化学など素材産業が 22％を占めている。 
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図 1-4 日本の部門別 CO2 排出量と産業部門の内訳（2017 年度、直接排出） 

出典）国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2017 年度） 
＜速報値＞」（2018 年 11 月 30 日）より作成、エネルギー起源の CO2 

http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-j.html 

 

エネルギー転換部門と産業部門の排出量を合計すれば、日本の全排出量の 3 分の 2 以上に達す

る。石炭火力をはじめとする火力発電所、鉄鋼業など素材産業を中心とする産業部門の削減対策を

重点的に行うこと抜きには、脱炭素社会を実現することはできない。 

こうした認識を踏まえ、本提言では、エネルギー転換部門の中核である発電部門での脱炭素化

に向けた戦略を第 2 章の第 1 節（自然エネルギー拡大）と第 2 節（石炭火力フェーズアウト）で

扱い、素材産業など産業部門の脱炭素化を第 3 節で述べる。また、エネルギー効率化においても

自然エネルギー活用においても大きなポテンシャルを有する業務部門と家庭部門を、建築物のグ

リーン化という観点から第 4 節で論じる。最後に電気自動車の拡大が注目される運輸部門を第 5

節で扱う。 

なお、国が公表する二酸化炭素排出量の部門別割合では、間接排出量を使ったものが示されること

が多い。直接排出量との最も大きな違いは、発電に起因する二酸化炭素排出量を火力発電所分として

エネルギー転換部門に含めるか、電気を消費する工場、ビル、家庭などの部門に含めるかである。間

接排出量で各部門の排出量を見ると、家庭やビルで省エネを進め電力消費量を減らしても、例えば発

電部門で石炭のように二酸化炭素排出量がとびぬけて大きい燃料の利用を増やすと、家庭やビルなど

での排出量が減らなかったり、増加したようにカウントされることになる。実際、東日本大震災後に

原子力発電所が停止し、火力発電所の稼働が増加したときに、こうした現象が起きている。一方、直

接排出量だけで見ると、家庭やビルでいくら電力を使っても、その分が参入されないから、これらの

部門の対策の意義が軽視される側面がある。この欠点を補うためには、二酸化炭素排出量だけでな

く、エネルギー消費量自体の増減も見ることが必要だ。こうした観点を踏まえ、本提言では直接排出

量での分析を基本に、エネルギー消費量についても分析している。  

産業部門内訳（2017年度速報値）

部門／エネ起CO2 kt-CO2

産業部門

に占める

シェア

全部門に

占める

シェア

農林水産鉱建設業 21,788 7% 2%

製造業合計 274,174 93% 25%

食品飲料 8,843 3% 1%

繊維 5,991 2% 1%

パルプ･紙･紙加工品 18,340 6% 2%

化学工業(含石油石炭製品) 59,743 20% 5%

窯業･土石製品 25,351 9% 2%

鉄鋼 139,055 47% 13%

非鉄金属 3,562 1% 0%

機械（含金属製品） 9,775 3% 1%

製造業（上記を除く） 3,514 1% 0%

産業部門合計 295,962 100% 27%

全部門合計 1,112,074 － 100%

4業種計

22%
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第2章 2050 年 CO2 実質排出ゼロをめざす 5 つの戦略 

第 1 節 2030 年までに自然エネルギーで電力の 40～50％を供給する 

日本の二酸化炭素排出量の約 37％は発電部門から排出されており12、電力部門の削減対策は脱炭

素戦略の中でも最も重要な位置を占める。電力部門の排出削減対策として、世界で進むのは自然エ

ネルギーを中心とする電力システムへの転換である。日本では、未だに自然エネルギーについては、

「値段が高く、お天気まかせで供給が不安定」というレッテルが貼られることが少なくない。しか

し、世界的には自然エネルギー電力は最も安価な電源になっており、太陽光や風力という変動型自

然エネルギー電源を、大量に安定的に電力系統に取り入れる方法も実用化されている。 

日本において脱炭素社会への転換を実現するためには、先進的な国や地域のように、まず 2030

年までに電力の 40％～50％を自然エネルギーで供給する明確な目標を掲げ、その達成に向けた施

策を進めることが必要である。2030 年目標の達成を目指す中で、2050 年までのできるだけ早い時

点で、自然エネルギー100％を実現する展望を誰の目にもわかりやすく示すことができる。 

本節では、まず世界の脱炭素戦略の中で自然エネルギーが中核となっている状況を紹介する。次

に、国内外の様々な調査機関が公表している自然エネルギー拡大の見通しを踏まえ、国の 2030 年

目標を大きく上回り、40～50％を自然エネルギー電力で供給する現実的な可能性があることを示し、

最後に、2050 年までの自然エネルギー100％の展望について議論する。 

 

1. 自然エネルギー電力が脱炭素社会への転換を先導する 

2030 年までの野心的な自然エネルギー導入目標 

IPCC の 1.5℃特別報告書は、2050 年までに大幅な排出削減を実現する 3 つのシナリオ（P1、P2、

P3)を示しているが、これらは 2030 年の時点で世界の電力の 48％から 60％を自然エネルギーで供

給することを想定している（図 1-1）。2017 年における自然エネルギーの電力供給割合は 26.5%

であるから13、1.5℃目標が求める水準は極めて高い。しかし、世界では既にこのレベルに挑む野心

的な目標を、自らのものとして定める先進的な国や地域も登場してきている（表 2-1）。 

                                                   

12 電気事業低炭素社会協議会「電気事業における地球温暖化対策の取組み」（2018 年 12 月）
http://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/shigen_wg/pdf/h30_001_04_01.pdf ならびに
国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2017 年度）<速報値
>」（2018 年 11 月 30 日）より 2017 年度の割合を算出 

13 REN21 “Renewables 2018 Global Status Report”（P.40-41）(2018 年 6 月) 
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf 
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図 2-1 2018 年の電力消費量に占める自然エネルギーの割合 

注）各国の電力消費量＝［国内の発電電力量］＋［他国からの輸入量］―［他国への輸出量］。中国とインドは電力消
費量ではなく発電電力量で算出（両国とも電力の輸出入量は微小。中国に関してはバイオエネルギーのデータが不明。  

出典）国際エネルギー機関（International Energy Agency）、中国電力企業連合会（China Electricity Council）、イン
ド中央電力庁（Central Electricity Authority）を基に自然エネルギー財団作成 

 

図 2-1 に示すように、スウェーデンはもともと水力発電資源に恵まれていることに加え、風力発

電やバイオエネルギーの拡大にも力を入れ、2018 年時点で既に 64％を自然エネルギーで供給して

いる。この上にたって、2040 年には 100％を供給する目標を定めた14。デンマークも風力発電を中

心に、既に 59％を自然エネルギーで供給し、2030 年までに 100%の達成を目標としている15。ドイ

ツの 2030 年目標は 65％であり、2018 年時点で既に 41％に達している。EU 全体では、2018 年 6

月に 2030 年までに最終エネルギー消費における自然エネルギーの目標値を、32％に引きあげるこ

とが決定された16。これは熱利用や自動車燃料なども含むもので、電力だけでみれば少なくとも

50％を超える目標に匹敵する。 

米国では、トランプ政権が気候変動対策に背を向ける中、多くの州政府が積極的な自然エネル

ギー政策を展開している。人口規模が全米最大のカリフォルニア州（約 3,950 万人）は、電力供給

に占める自然エネルギーのシェアを 2030 年までに 60％、2045 年までに実質的に 100％にする目

                                                   

14 Swedish Institute ウェブサイト “Energy Use in Sweden” （2019 年 2 月 28 日） 
https://sweden.se/society/energy-use-in-sweden/ 

15 デンマークエネルギー・電力・気候省“Energy Agreement”（2018 年 6 月 29 日） 
https://en.efkm.dk/media/12307/energy-agreement-2018.pdf 

16 European Commission ウェブサイト “A new target for 2030” 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy 
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標を定めている17。人口第 4 位（約 1,950 万人）のニューヨーク州も 2030 年までに 50％という目

標を定めている1819。またハワイ州は言わば「島国」のような立地環境にあるが、2045 年に自然エ

ネルギー100％の実現を目指している（表 2-1）。 

表 2-1 各国の 2030／2050 年における目標設定 

 
注）EU（欧州委員会)は 2018 年 11 月、2050 年までに「気候中立（Climate-Neutral）」を目指す長期ビジョンを公表
済み。 

出典）各国長期戦略（日本は「地球温暖化対策計画」）、ならびに政府機関ウェブサイトより自然エネルギー財団作成 

中国は 2018 年末現在で、太陽光発電約 175GW、風力発電約 184GW を導入している世界一の自

然エネルギー大国である20。国の目標として公式に定めているのは、第 13 次エネルギー発展五か年

計画で定めた 2020 年までの目標である（太陽光発電の 2020 年目標は 105GW なので、上記のよう

に 2018 年時点で既に大幅に超過達成している）21。2030 年も 2050 年も公式な目標は定めていな

いが、国家発展改革委員会を補佐する「国家再生可能エネルギーセンター(CNREC)」が 2018 年 10

月に、2050 年までの「中国再生可能エネルギー展望 2018」を公表している22。この中では既定の政

策を前提としたシナリオとパリ協定の 2℃未満目標を実現するシナリオの二つが示されている。

                                                   

17 2045 年の 100％目標は 2030 年の 60％には含まれていない大型水力発電と原子力を含む。但し、カリフォルニア州で
唯一残る Diablo Canyon 原発は 2025 年までに廃炉されることが決定しており、実質 100％自然エネルギーで供給され
ることになる。 
カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）” California Renewable Energy Overview and Programs” 
https://www.energy.ca.gov/renewables/ 

18 ニューヨーク州政府 “Achieving NY Energy Goals” 
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Energy-Storage/Achieving-NY-Energy-Goals 

19 人口と順位は 2018 年 7 月現在の推計値による。出典）米国国勢調査局 “Quick Facts United States” 
https://www.census.gov/quickfacts/geo/chart/US/PST045218 

20 国家能源局（National Energy Administration）「2018 年全国电力工业统计数据」（国家電力産業統計の意）（2019
年 1 月 18 日）http://www.nea.gov.cn/2019-01/18/c_137754977.htm 

21 国家発展改革委員会・国家能源局「能源发展“十三五”规划（公开发布稿）」（2016 年 12 月） 
http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201701/W020170117350627940556.pdf 

22 China National Renewable Energy Centre（国家再生可能能源中心）”China Renewable Energy Outlook 2018” （2018
年 10 月）http://boostre.cnrec.org.cn/wp-content/uploads/2018/11/CREO2018-EN-final-1.pdf  
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2035 年における自然エネルギー電力の割合は、既定政策シナリオでも 60%、2℃未満シナリオでは

72％という高い割合を想定している（図 2-2）23。 

 

 

図 2-2 既定政策シナリオにおける中国の電源別発電量予測 

出典）China National Renewable Energy Centre（国家再生可能能源中心）”China Renewable Energy Outlook 2018”
（2018 年 10 月）http://boostre.cnrec.org.cn/wp-content/uploads/2018/11/CREO2018-EN-final-1.pdf 

 

世界の自然エネルギー発電コストの低下 

IPCC や EU，欧州各国、米国諸州が自然エネルギー電力の拡大を脱炭素化戦略の中核に据えて

いる最大の理由は、発電コストが過去数年で劇的に低下し、自然エネルギーが脱炭素社会を実現す

る最も現実的な選択肢になったという認識が広がったことにある。世界的に太陽光発電と風力発電

は、火力発電や原子力発電よりも安価な電源になっている。 

図 2-3 に示すのは、世界有数の独立系投資銀行である Lazard が 2018 年 11 月に公表した電源別

の発電コスト（LCOE)の推移である。太陽光発電と風力発電の 1kWh あたりの発電コストは、2018

年に 4.2～4.3 セントまで低下している。原子力発電コストはその 4 倍近い 15.1 セントであり、石

炭火力発電も 2 倍以上の 10.2 セントとなっている。 

                                                   

23 China National Renewable Energy Centre（国家再生可能能源中心）” China Renewable Energy Outlook 2018 - Time 
for a new era in the Chinese energy transition -” （2018 年 10 月） 
http://boostre.cnrec.org.cn/wp-content/uploads/2018/11/China-Renewable-Energy-Outlook-2018-Folder_ENG.pdf 
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図 2-3 電源別の発電コストの推移（全世界、新設案件、2010～2018 年、助成なしの LCOE） 

注）廃炉と廃棄物処分のコストは含まない。 

出典）Lazard「Levelized Cost of Energy Analysis – Version 12.0」（2018 年 11 月） 
https://www.lazard.com/media/450773/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf 

 

このように安価になった自然エネルギーが脱炭素の中心的な電源となっているのとは対照的に、

高コスト化の進む原子力発電は、これからの排出削減対策の中で大きな役割を果たすことを期待さ

れていない。国際エネルギー機関（IEA）の「ワールドーエネルギーアウトルック」の 2018 年版

は、中央シナリオ（新政策シナリオ）で年間発電量に占める原子力発電の比率は 2040 年までに 9％

まで低下し、自然エネルギーは 41％まで拡大するという見通しを示している（図 2-4）。IEA の見

通しにおいてすら、脱炭素化の主役は自然エネルギーになっている。 

なお、発電部門からの二酸化炭素排出を削減する方法としては、原子力発電とともに火力発電所

の排出ガスから二酸化炭素を分離・回収して地中などに貯蔵する CCS(Carbon dioxide Capture and 

Storage)と呼ばれる手法が提唱されてきた。日本では最近、その研究開発を強化しようという機運

があるが、世界的もほとんど実用化されておらず、少なくとも発電部門の削減対策としては全く現

実的な方策ではない。これについては次節で扱う。 
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図 2-4 全世界の発電電力量に占める低炭素電源の比率と将来予測 

出典）BP「Statistical Review of World Energy 2018」（2018 年 6 月）
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html、IEA「World 
Energy Outlook 2018」（2018 年 11 月）https://www.iea.org/weo2018/を基に自然エネルギー財団作成 

 

2. 日本における太陽光発電と風力発電の展望 

2018 年に改定された国のエネルギー基本計画は、「再生可能エネルギーの主力電源化」という表

現を織り込んだ。こうした目標を掲げたこと自体は、以前の計画に比べ積極的との評価もできるが、

肝心の 2030 年の電源目標は改定前の計画から変更を行わず、自然エネルギーの供給割合は 22～

24％にとどめた。これは、先進的な国や地域の半分以下の水準である。 

自然エネルギー財団は、2015 年 2 月に公表した「日本のエネルギー転換戦略の提案」24の中で、

エネルギー効率化とともに太陽光発電や風力発電の拡大を進めることにより、2030 年の電力供給

の 45％を自然エネルギーで担うことが可能であるとの見通しを示した。その後の 4 年間の推移は、

この見通しが現実的なものであることを裏付けている。 

 

太陽光発電と風力発電拡大の動向 

世界の自然エネルギー拡大を牽引しているのは太陽光発電と風力発電である。日本でも太陽光発

電は、2012 年の固定価格買取制度の開始以来、大きな拡大を遂げてきた。日本の代表的な太陽光発

電コンサルタントである株式会社資源総合システム（RTS)によれば、日本の累積太陽光発電導入量

は 2018 年末で 55.5GW に達した。政府が掲げる 2030 年の導入見通しは 64GW である。最近の年

間導入量は 2014 年、2015 年の 10.4GW よりは減少しているが、今後とも年間 6GW 程度のペース

                                                   

24 公益財団法人 自然エネルギー財団「日本のエネルギー転換戦略の提案－豊かで安全な日本へ－」 
（2015 年 2 月 18 日）https://www.renewable-ei.org/activities/reports_20150218.php 
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での導入が続くことが予測される。この場合、2030 年目標は 2020 年にも達成される可能性が高い。

RTS は 2018 年 2 月に、2030 年までに約 150GW の導入が可能だという予測を公表している25。 

今後は、住宅やビル、倉庫など建物の屋上に設置されるルーフトップ型の太陽光発電が、中心的

な役割の一つを果たしていくことが見込まれている。また、工場跡地などの未用地、全国の農地面

積の 10％にも相当する耕作放棄地などを活用して大規模な太陽光発電設備を設置していくことが

できる。森林地域での自然破壊を防止しながら、太陽光発電を大量に導入していくことは十分に可

能である26。 

一方、日本での風力発電の拡大は立ち遅れており、その導入量は 2018 年末で 3.65GW にとど

まっている27。これはエネルギー基本計画の 2030 年見通しである 10GW の 3 分の 1 強程度の水準

である。固定価格買取制度の開始とほぼ同時に環境影響評価法の対象とされたこと、風況の良い北

海道や東北で電力系統への連系が制限されたことなどにより、世界的に進んでいる風力発電の拡大

が日本では実現されてこなかった。しかし、既に環境影響評価の行われている案件は約 26GW(2018

年 3 月現在）あり28、これらが順次、稼働を開始することにより、2020 年代初めには、国の 2030

年見通しを前倒しで達成することが予測できる。 

また 2018 年 11 月に「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関す

る法律（再エネ海域利用法）」29が制定されたことを契機に、洋上風力発電の開発に向けた機運が

高まっている。既に東京電力 HD、中部電力、オリックス、東京ガスなどの企業が参入を表明し、

秋田県、新潟県などの自治体も導入計画を進めている。しばしば「日本には遠浅の海域が少なく、

洋上風力発電の導入が加速している欧州のように『着床式』風力発電の設置が難しい」という意見

が聞かれる。しかし、日本風力発電協会が行った試算30によれば、日本でも「着床式」の風力発電

は 91GW のポテンシャルがあることが明らかになっている。同協会では、これを踏まえ 2030 年に

10GW の洋上風力発電を実現する目標を定めている。 

日本風力発電協会による陸上も含めた全体的な 2030 年目標は、2014 年に策定された「風力発電

ロードマップ：ビジョン V4.3」による 36GW から更新されていない31。陸上風力発電の導入は、こ

のビジョンの想定よりやや遅れる傾向にあるが、このビジョンが策定された時よりも、設備が大型

                                                   

25 株式会社資源総合システム「2030 年 国内 150GW 導入への行動計画提言 主力電源となる太陽光発電の今後の基軸 
－太陽光社会の到来を目指して－」エグゼクティブサマリー（2019 年 2 月） 
https://www.rts-pv.com/uploads/2019/02/rts_PV150_action_plan_summary.pdf 

26 公益財団法人 自然エネルギー財団「持続可能な太陽光発電拡大のために」(2019 年 1 月 7 日）
https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20190107.php 

27 日本風力発電協会 「What’s NEW 2018 年末日本の風力発電の累積導入実績 365.3 万 kW、2,310 基 (更新)」 
（2019 年 1 月 16 日）http://log.jwpa.jp/content/0000289646.html 

28 環境省 環境影響評価情報支援ネットワーク「手続中の環境アセスメント事例」 

29 法律の内容につき：経済産業省ニュースリリース「『海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促
進に関する法律案』が閣議決定されました」（2018 年 11 月 6 日） 
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181106001/20181106001.html 

30 一般社団法人日本風力発電協会「洋上風力発電の導入促進に向けて～特に洋上風力新法に係る課題と要望～」（2018
年 3 月 16 日）http://jwpa.jp/k5u8z6e6/gfisf4vk/180316_offshore_request_r.pdf 

31 一般社団法人日本風力発電協会「風力発電導入ポテンシャルと中長期導入目標 V4.3」（2014 年 5 月）
http://jwpa.jp/pdf/2014-06dounyuumokuhyou.pdf 



 

26 

化し設備利用率も高まる傾向にあること、また再エネ海域利用法の成立という環境整備を活かすこ

とにより、このビジョンが示す電力供給の目標を達成する十分な可能性がある。 

 

見えてきた日本の高コスト構造是正の方向 

日本における自然エネルギーコストは近年、低下傾向にある。特に顕著なのは太陽光発電である。

1000kW 以上の大規模設備で見ると、2012 年度に 33.6 円/kWh であったものが、2018 年度には

19.8 円/kWh へと 4 割低下している。また、2018 年 12 月に行われた国の太陽光発電入札では、落

札した 7 件の価格は 14.25～15.45 円/kWh にまで低下している（図 2-5）32。 

 

 
図 2-5 太陽光・風力発電コストの推移（2012~2018 年） 

出典）調達価格等算定委員会「調達価格等に関する意見」各年度数値より自然エネルギー財団作成 

 

このように日本でも太陽光発電の発電コストは低下してきているが、国際的な水準と比較すれば、

依然として大きな格差がある。日本の太陽光発電の高コスト構造の是正は、速やかな拡大を実現し

ていく上で最も重要な課題である。表 2-2 は、2018 年下半期データで太陽光発電の発電単価と費

用項目を日本とドイツ、英国、米国とで比較したものである。 

  

                                                   

32 一般社団法人低炭素投資促進機構「太陽光第 3 回入札（平成 30 年度下期）の結果について」（2019 年 1 月 21 日更
新）https://nyusatsu.teitanso.or.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=00P7F00000CaI1X 
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表 2-2 太陽光発電コストの国際比較 

 ドイツ 英国 米国 日本 

発電単価（円/kWh） 7.3 9.8 6.2 13.6 

資本費（万円/kW） 9.1 9.7 11.2 22.7 

運転維持費（万円/kW/年） 0.20 0.20 0.15 0.30 

設備利用率（%） 11 11 18 15 

資本調達コスト（%） 2.6 2.6 5.6 2.5 

 

出典）BloombergNEF, "Prices, Tariffs & Auctions" より自然エネルギー財団作成 

 

まず注目すべきは設備利用率である。太陽光発電は、年間の日照時間が長く日射量が多いほど設

備利用率が高くなる。日本の設備利用率は 15％であり、米国の 18％よりは低いものの、ドイツや

英国よりは 4 ポイント高い。日照条件が英独より良好なのに、日本の発電単価は英独よりも 1.4～

1.9 倍程度高い。 

この比較から明らかになるのは、日本の太陽光発電が割高なのは、日照の違いという自然条件に

よるものではない、ということである。そこで費用項目を見ると、日本が他の 3 ヶ国に比べ、特に

割高なのは資本費と運転維持費である。自然エネルギー財団のこれまでの研究成果によれば、資本

費については、太陽電池モジュールやインバーターといった機器自体のコストには大きな差はなく、

欧州に比べて極めて高いのは、土木・電気工事にかかるコスト、ファイナンスコスト、設置業者や

開発事業者のマージンである。 

また、国内プロジェクト間の比較でも、設置工事の工法や発注方法の違いによっても発電コスト

に大きな違いがあることが明らかになっている。ここで用いたブルームバーグ NEFのデータでは、

平均の 13.6 円/kWh であるが、下限値は 7.4 円/kWh となっている。これは英独の価格に比べ遜色

ない水準である。日本でも工法や発注方法の改善によって、大きなコスト低下が期待できる。また、

固定価格買取制度のあり方にも改善すべき点がある。 

資源総合システム（RTS)は、今後の太陽光発電コストについても見通しを明らかにしている（図 

2-6）33。これによれば、今後、モジュールなどの機器コストが低下を続ける国際価格に収れんして

いくとともに、O&M コストの低減なども加わり、1MW 以上の大規模システムでは、2025 年に

1kWh あたり 6.4 円まで、2030 年には 5.3 円まで低下していくと推計されている。住宅用太陽光発

電も、2025 年に 8.0 円/kWh、2030 年には 5.4 円/kWh になるとしている(いずれも導入・技術開発

加速ケース）。 

                                                   

33 株式会社資源総合システム（RTS）推計。「日本市場における 2030 年に向けた太陽光発電導入量予測（2018~19 年
版」P.20（2018 年 9 月） 
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図 2-6 太陽光発電システム価格の予測（2030 年まで／規模別） 

出典）株式会社資源総合システム（RTS）「日本市場における 2030 年に向けた太陽光発電導入量予測（2018~19 年
版」P.20（2018 年 9 月） 

 

一方、風力発電は導入が停滞する中で、これまでのところ、発電コストについても太陽光発電の

ような顕著な低減傾向を示してはいない。高止まりの要因のひとつは、風力発電市場の規模が大き

くならない中で、日本の開発事業者には開発コストの低減につながる経験と学習を積む機会が限ら

れてきたことにあると考えられる。また、電力系統への接続制限や不合理な土地利用の制約により、

開発コストが割高になるという状況も存在する。日本風力発電協会が 2019 年 1 月に公表した「コ

スト競争力強化タスクフォース報告書」34は、現在の発電コスト（LCOE）を「全体的にみれば概ね

14～15 円/kWh 程度」としている。 

風力発電コストについて、国は 2030 年に 8～9 円/kWh にするという目標を掲げており、日本風

力発電協会も同様の目標を掲げている。上記のタスクフォース報告書は、受風面積の拡大、長寿命

化、ナセルの軽量化など設計・整備面の改善、状態監視システム（CMS）採用による設備利用率向

上などにより、8～9 円/kWh という目標達成に必要な改善を、2020 年代の半ばまでに実現するロー

ドマップを示している。固定価格買取制度に基づき国に提出された定期報告データでは、陸上風力

発電事業者（64 件）のうち、6 件（9％）では、現在でも 10 円/kWh 未満で発電事業が実施できて

いる。 

                                                   

34 一般社団法人日本風力発電協会コスト競争力タスクフォース「JWPA コスト競争力強化 TF 報告書～グリッドパリ
ティ達成に向けて」（2019 年 1 月）http://jwpa.jp/jwpa_report/JWPAcostTF_report_jan.2019.pdf 
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ブルームバーグ NEF は、日本の発電コストについて今後の予測を公表している（図 2-7）。そ

れによれば、太陽光発電は 2020 年代の最初に天然ガス火力よりも安価になり、2020 年代半ばには

石炭火力よりも安価になるとしている。陸上風力発電についても、2020 年代の前半に天然ガス火

力より安価になると予測している。 

 
図 2-7 ブルームバーグ NEF による発電コストの予測（2050 年まで） 

出典）ブルームバーグ NEF 日本・韓国分析部門長 黒崎美穂「再エネ調達、日本での選択肢」（2019 年 2 月 1 日 自然
エネルギー財団主催「RE-Users サミット 2019」発表資料） 
https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/4-1_Kurosaki_RE-Users%20Summit%202019_JP.pdf 

 

長らく日本では、世界が享受している安価な自然エネルギー電力の恩恵を受けられずにきたが、

2020 年代には、高コスト構造を是正し、原子力発電はもとより火力発電よりも安い太陽光発電や

風力発電を実現できる展望が見えてきている。 

 

電力システムの安定性 

日本での自然エネルギーの活用に関して、高コストとともに、問題点として指摘されることがあ

るのは、電力系統の安定性を損なうことなく、大量の自然エネルギーを電力システムに導入できる

か、という点である。しかし、この点に関しては、既に先進的な国や地域で電力の供給側と需要側

の双方において、電力システムの柔軟性を向上させる様々な手法を活用し、日本よりずっと高い割

合の変動型自然エネルギーを安定的に系統に取り込むことに成功している。 

現在すでに確立されている手法としては、気象予測に基づく発電量予測、出力調整力の高い火力

発電の柔軟な運用、デマンドマネジメントの活用などがあり、これらを電力市場の運営に取り入れ

ることで、市場が自律的に変動型の自然エネルギーを優先的に取引できる仕組みを提供する。また、

太陽光や風力という変動型自然エネルギー電源そのものが系統に柔軟性を提供することで、より多

くの容量を系統に導入することができるようにもなっている。 
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他国との国際送電網の容量が小さいスペインは、こうした手法の活用で 20％を超える変動型自

然エネルギー電源を安定的に系統に取り込んでいる。一方、デンマークは緊密な国際送電網をいか

し、40％以上の変動型自然エネルギー電源を活用している。同様にアイルランドも英国との国際送

電網を活用し、大規模な風力発電の導入に成功している。 

なお、国際連系の事例に関し、現時点では日本には他国との国際送電網が存在しないため、高い

割合の自然エネルギーは導入が困難だ、という意見が聞かれることがある。しかし日本の人口や電

力需要の規模は、欧州の数ヶ国分程度の大きさがある。人口で見れば、日本の総人口は図に示すド

イツ、スウェーデンなど欧州の 6 ヶ国分と同等の規模である（図 2-8）35。また電力需要で比較す

れば、日本の総電力需要は英国の 3 倍に匹敵する。 

日本の北海道から九州までには、これまで 9 社の旧一般電力事業者が存在し、電力会社区域ごと

にバラバラの電力運営を行ってきた。日本全体を統括した系統運営を行えば、欧州の国際送電網の

ように、大量の自然エネルギー導入が可能になる。 

国際エネルギー機関(IEA)も、日本も対

象になったケーススタディの分析から、

2014 年に公表した報告書「電力の変革」

36において、「変動型電源のシェアを 25％

から 40％とすることは、電力システムの

現状の柔軟性の水準を想定しても、技術

的側面から達成可能である」と述べてい

る。 

自然エネルギー財団は、2018 年にドイ

ツのシンクタンク、アゴラ・エナギーヴェ

ンデ（Agora Energiewende）および欧州の

送電事業者エリア国際送電（Elia Grid 

International: EGI）とともに、日本におけ

る変動型自然エネルギーの大量導入と電

力システムの安定性に関する研究を行っ

ている37。この研究の結果、日本の電力シ

ステムは、少なくとも年間の電力消費の 33％以上の自然エネルギー（変動型自然エネルギー22%）

を容易に導入しながら、系統の安定性を維持することが可能であること、また、自然エネルギーの

比率がより高い 40%（変動型自然エネルギー30%）の場合でも、出力抑制を低く抑えつつ導入する

                                                   

35 国際連合「人口・人口動態報告」（Population and Vital Statistics Report）
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/seratab2.pdf を基に計算 

36 OECD/IEA「電力の変革 風力、太陽光、そして柔軟性のある電力系統の経済的価値」（2014 年）
https://www.nedo.go.jp/content/100643823.pdf 

37 公益財団法人 自然エネルギー財団 アゴラ・エナギーヴェンデ「研究レポート 2030 年日本における変動型自然エ
ネルギーの大量導入と電力システムの安定性分析」（エグゼクティブ・サマリー日本語版） 
https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_Agora_Japan_grid_study_SUMMARY_JP.pdf 

国名 人口（2016-
2017推計）

デンマーク 5,760,694

フィンランド 5,508,214

ドイツ 82,657,002

オランダ 17,099,796

ノルウェー 5,276,968

スウェーデン 10,057,698

6ヶ国計 126,360,372

日本 126,786,000

図 2-8 欧州 6 ヶ国と日本の人口規模比較 

（国連「人口・人口動態報告」による 2016-2017 年推計値） 
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ことが可能であることが明らかになった。前述の IEA の報告書の分析と同様の結論が、今回、自然

エネルギー財団がアゴラ・エナギーヴェンデなどと行った共同の研究でも得られたことになる。 

 

3. 2030 年、2050 年への電源選択 

2030 年の電力供給の展望 

国がエネルギー基本計画で定めた 2030 年の電源構成（図 2-9 右）は、自然エネルギーが 22～

24％、原子力が 20～22％、火力発電が 44％を占めるというものである。図 2-9（左）は 2017 年

度の電力供給の現状であるが、自然エネルギーが 16.1％まで拡大してきているのに対し、原子力発

電は国と電力会社をあげた再稼働の努力にも拘わらず、わずか 3.1％を供給しているにすぎない。 

 
図 2-9 日本の電源構成（左）2017 年度実績、（右）2030 年度（長期エネルギー需給見通し） 

出典）（左）経済産業省資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」（参照：2018/11/22）、（右）経済産業省「長期エ
ネルギー需給見通し」（2015 年 7 月）を基に自然エネルギー財団作成 

 

福島第一原子力発電所事故前に稼働していた 54 基の原子炉のうち、すでに 21 基が廃炉決定済み

か検討中であり、残りは 33 基である(東海 1、浜岡 1、2 は福島原発事故前に廃炉決定済み）。大

飯、高浜、玄海、川内、伊方の合計 9 基が再稼働したが、8 基は審査の申請にも至っていない。エ

ネルギー基本計画の原発での供給目標を達成するためには、下限の 20％の場合でも、設備利用率を

70％（2010 年の実績は 67.2%)と想定し、合計 35GW 程度の原子炉の稼働が必要である。この設備

容量を確保するためには、次の 3 つの課題がクリアされることを前提にする必要がある。 

①残っている 33 基が全て再稼働する。 

②2030 年までに 40 年の運転期限を迎える原子炉のすべてが 60 年運転を許可される。 

③建設がストップしている 2 基の原子炉（大間、島根 3）が 2030 年前に完成する。 

今日まで再稼働していない原発には、安全性への大きな懸念が示され、原子力規制委員会の審査

をクリアすることや地元合意が容易ではない原子炉も多い。また老朽原発の 60 年への運転延長に

は、更に反対が大きいだけでなく、東海第 2 原発のように延長に必要な改修コストの調達が困難に

直面している原発もある。運転期間が原則どおり 40 年のままなら、多くの原子炉が 2020 年代前半

から運転停止を迎える。こうした状況を踏まえれば、20～22％という目標はおろか、その半分程度

であっても実現は容易ではない。 

原子力
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石油等/廃棄物
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仮に原子力発電による供給が 10％であった場合、不足分を火力発電で補えば、2013 年比 26％減

という日本の温室効果ガス削減目標の達成は不可能になる。そもそもこの目標は、国際的には「著

しく不十分」と評価されており、1.5℃目標はおろか、2℃目標の達成のためであったとしても更な

る引き上げが必要な水準である。 

こうした状況を踏まえれば、日本がめざすべきなのは、自然エネルギーの供給を現在の 22～24％

という目標を大きく超えて拡大していくことしかない。 

基本計画の想定と比較すれば、前述のように太陽光発電は 2 倍以上、風力発電は 3 倍以上の供

給を実現できる現実的な見通しがある。水力、地熱、バイオエネルギーについて、基本計画の想

定に準じた供給量を見込めば、自然エネルギー全体では 400TWh 近くを供給できる（図 

2-10）。 

2017 年度の総電力需要は 950TWh であるから、これと比較すれば 40%強を自然エネルギーで供

給することが可能である。エネルギー効率化を進め、現在よりも総電力需要を 10 数％削減するこ

とにより、自然エネルギー50％を達成することが可能になる。 

 
図 2-10 2030 年の持続可能な電源構成（財団想定ケース） 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

自然エネルギー電力の拡大に対する否定的な意見として、固定価格買取制度による賦課金の増加

があげられる場合がある。しかし、2011 年以降の電力価格の分析は、火力発電の燃料価格の変化の

方が賦課金の変化よりも影響が大きいことを示している。 

2030 年に、ここで想定したように自然エネルギー電力で 40％強を供給するケース（財団想定ケー

ス）と、エネルギー基本計画の見通しのように 22～24％程度を供給する場合（政府見込みケース）
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で電力価格がどのように変化するかの試算を行った38。図 2-11 はその結果を示したものである。

財団想定ケースの方が政府見込みケースよりも賦課金単価は大きいものの、卸売電力単価が小さく

なるため、両者を合計した電力価格は小さくなる。財団想定ケースで卸電力単価が小さくなるのは、

自然エネルギー電力がより多く供給されることによって、火力発電のうち燃料価格の高いものが追

い出されるためである。これはメリットオーダー効果と呼ばれている。 

この試算は電力価格の安定化のためにも、自然エネルギーの拡大が有効であることを示している。 

 

 

図 2-11 2030 年度の電力価格試算結果（財団想定ケース・政府見込みケース） 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

2030 年 40～50％から 2050 年までの 100％へ 

これから見えてくる日本の電力供給の風景は、これまでとは大きく違ったものになってくる。

2025 年代の半ばには、太陽光発電が最も安い電源になり、風力発電も火力発電と十分に競争性の

ある電源になっていく。企業活動による気候変動への影響（カーボンリスク）の公開が必要になる

中で、ますます多くの企業が安価になっていく自然エネルギー電力の調達を進めることになる。

2030 年に電力の 40％以上を安価な自然エネルギーが供給する状態になれば、2050 年までに 100％

自然エネルギーを実現する可能性を、多くの人々が実感を持って受け止めることができるだろう。 

2050 年に向けて、安価になり、また発電効率の向上した太陽光発電は、これまで設置されてこな

かった建築物や都市施設の壁面、また屋内など様々な場所への設置が進んでいく。 

                                                   

38 試算の詳しい方法は、「固定価格買取制度 5 年の成果と今後の課題」（2017 年 8 月 10 日初版公開）を参照のこと。
試算の前提条件（自然エネルギーの導入量及び買取価格、化石燃料の燃料価格等）は最新の状況を反映して更新してい
る。掲載場所：https://www.renewable-ei.org/activities/reports/img/20170810/REI_Report_20178010_FIT5years.pdf 
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環境省が 2015 年に行った調査39では、風速、土地利用規制、生態系への影響などを考慮した上で

導入可能な風力発電のポテンシャルは、陸上・洋上をあわせて 608GW と推計されている。太陽光、

水力、地熱、バイオエネルギーなど他の自然エネルギー資源の活用も考えれば、ここで推計された

ポテンシャルの数分の 1 を実現するだけで、現在の日本の電力需要をまかなうことができる。 

 
図 2-12 日本の海域風況マップ 

出典）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「NeoWins（洋上風況マップ）」 
（2019 年 3 月 12 日アクセス）http://app10.infoc.nedo.go.jp/Nedo_Webgis/index.html 

 

更に、今後、実現に向けた取組みを本格化すべきものに国際送電網の実現がある。日本では、島

国には海をまたいでの国際送電線の設置は困難だという思い込みがあった。 

エネルギー基本計画は、「我が国のエネルギー環境は、国内炭を持つ一方で国際電力網を持ち再

生可能エネルギーの拡大が容易なドイツよりも、北海油田の生産が減少傾向にあり島国で国際連系

線の容量が限られる英国に近いと言える」としている。しかし、その島国の英国では、現時点でも

既に合計 4GW、4 本の国際連系線が稼働しており、英国とフランス、アイルランド、オランダを結

んでいる。更に 4 本の連系線が建設中であり、これに加えて認可済みのプロジェクトが 6 本、認可

途中が 1 本ある。既設・建設中の設備とあわせ、総合計は 17.9GW になる。これは英国の最大電力

需要の 3 分の 1 にも達する規模である。エネルギー基本計画の認識は、欧州で進む国際連系線増強

の現実に遅れている。 

                                                   

39 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社「平成 25 年度 再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統整備等調査事業委
託業務 報告書」（2015 年 1 月）https://www.env.go.jp/earth/report/h27-02/mat01_zentai.pdf 
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自然エネルギー財団が設置した「アジア国際送電網研究会」では、日本と韓国、ロシア間の国際

送電線ルートの検討を行い（図 2-13、図 2-14）、2018 年 6 月に公表した第 2 次報告書40で次のよ

うに結論づけている。 

「日本が国際連系線を建設することは物理的・技術的に可能であり、陸揚げ後の国内ネットワーク

との接続にも大きな問題がないということである。また、2GW の国際連系線の建設費用は、国内

の系統拡充の費用まで含めても、2,000 億円強（日韓）から 6,000 億円弱（日露）の範囲内であり、

十分に回収可能であることがわかった。」 

中国、韓国、ロシアでも政府や電力会社などにより、国際送電網実現に向けたプロジェクトが

進められている。東アジアの国際送電網の整備は、この地域全体の脱炭素化に向け、各国に存在

する自然エネルギー資源の最大限の活用を可能にするインフラストラクチャーになる。 

 
図 2-13 アジア国際送電網（日露連系ルート） 

 
図 2-14 アジア国際送電網（日韓連系ルート) 

出典）図 2-13/14 ともに自然エネルギー財団「アジア国際送電網研究会第 2 次報告書」（2018 年 6 月） 
https://www.renewable-ei.org/activities/reports/img/20180614/20180614_ASG_SecondReport_JP.pdf  

                                                   

40 自然エネルギー財団「アジア国際送電網研究会第 2 次報告書」（2018 年 6 月） 
https://www.renewable-ei.org/activities/reports/img/20180614/20180614_ASG_SecondReport_JP.pdf 
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先にエネルギー基本計画の設定した 2030 年の原発による電力供給目標が極めて困難であること

を指摘したが、2050 年にむけて原発からの電力供給は一層難しくなる。仮に現存する全ての原発

が再稼働したとしても、40 年間稼働のルールに従った場合（60 年までの運転期間延長を得ている

4 基は 60 年で計算。）には、2050 年時点では 2.8GW が残るに過ぎない（図 2-15）。但し、この

2.8GW は震災後に建設が中断された 2 基の設備容量であり、これを除外すればゼロになる。 

 
図 2-15 2050 年までの原子力発電設備容量推移 

注）既存（33 基）の再稼働による容量増加、廃炉計画公表済みの福島第二 1～4 号機、玄海 2 号機、女川 1 号機の運転
終了に伴う容量減少をすべて 2018 年度末に反映 

新設（2 基）：島根 3 号機は 2020 年、大間は 2026 年に稼働開始と仮定（世界原子力協会ウェブサイト “Plans For 
New Reactors Worldwide – updated February 2019” による） 

運転期間：美浜 3 号機、高浜 1・2 号機、東海 2 号機については 60 年（期間延長認可済みのため）、その他はすべて
40 年 

出典）IAEA ウェブサイト”Power Reactor Information System - Japan”、（一社）日本原子力産業協会 ”Current Status 
of Nuclear Power Plants in Japan”（2019 年 3 月 4 日）、世界原子力協会ウェブサイト ” Nuclear Power in Japan – 
updated February 2019”を基に自然エネルギー財団作成 

 

今や 1 基の建設に 1 兆 5 千億円程度も要する原子炉の建設が、全く採算の合わないものであるこ

とは、トルコや英国への原発輸出プロジェクトが中断に追い込まれた事例からも明らかである。更

に福島原子力発電所事故を経験した日本では、原子炉の新増設を住民の同意を得て進めることは不

可能と言ってよい。 

こうした状況の中で、国は長期削減戦略の議論に関連付け、小型モジュール炉（SMR）など「次

世代原子力」なるものの開発を提唱し始めている。SMR の開発は中国、米国、ロシアでも進められ

ているが、未だに開発途上にあり発電コストも従来の原発よりも高くなる見通しだ。ますます安価

になる自然エネルギー電力で大量の供給が可能になる時代に、安全性も検証されず、高コストの「次

世代原子力」の開発を進める合理性を見出すのは難しい。 

今後、既存の原子炉のいくつかが運転期間延長が認められることはあるかもしれないが、2050 年

とその先を展望し、原子力発電は脱炭素社会を担う電源にはなりえない。 
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現在、日本は火力発電用の燃料として石炭、天然ガス、石油のほぼ全力を海外から輸入しており、

その総額は約 16 兆円にのぼる41。国内に化石燃料資源、また核燃料も殆どない日本は、欧米各国な

どとくらべても、脱化石燃料、脱原子力発電を進めることに合理性が高い。 

四季折々の多彩な自然を享受する日本は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスという自然エ

ネルギーを視野に入れれば、決して資源小国ではなく、持続可能なエネルギー資源に恵まれた豊か

な国である。自然エネルギーのポテンシャルを活用することが、エネルギー資源の輸入依存を脱し、

エネルギー安全保障を確立する最善の道であり、最も確実に脱炭素化を成し遂げる道である。 

  

                                                   

41 環境省「平成 30 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」 
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/html/hj18010102.html 
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第 2 節 石炭火力発電を 2030 年以前にフェーズアウトする 

電力部門の脱炭素化に向け、自然エネルギー拡大と同時に世界で進んでいるのは、火力発電の中

でも最も二酸化炭素排出量の大きい石炭火力のフェーズアウト（段階的廃止）である。多くの国が

2030 年までの脱石炭火力を打ち出し、金融機関は石炭ビジネスからの投融資引き上げ、保険業界

は保険引き受けの中止を宣言しはじめている。 

こうした世界の流れとは異なり、日本では未だに石炭火力推進政策が続いている。国内で新設プ

ロジェクトが進められるとともに、海外への石炭火力輸出支援政策も継続されている。日本の石炭

政策は国際的な批判を浴びており、発電事業には関与していない他業界の企業も含め、日本企業全

体のイメージを悪化させている。今後、より CO2 排出の少ない製品が世界的に求められる中で、こ

のまま石炭火力推進政策を続ければ、日本の製造業・サービス業が国際的サプライチェーンから外

され、国際競争力を落としていく要因となり得る。また世界的にも石炭火力の発電設備マーケット

が今後ますます縮小していくことは明らかであり、石炭火力推進政策は、気候変動対策として誤っ

ているだけでなく、成長戦略、経済政策としても大きな誤りである。 

パリ協定合意に沿って、国内の石炭火力新増設計画、また海外への公的資金支援を早急に中止す

るとともに、既存の石炭火力も 2030 年より以前にフェーズアウトさせることが必要である。日本

が石炭火力推進政策からの転換を長期戦略で打ち出せるかどうかは、気候変動対策に対する日本の

真剣度が問われる試金石である。 

 

1. 世界で進む石炭火力フェーズアウト 

2030 年をターゲットとする「脱石炭連盟」の発足と拡大 

2017 年の COP23 において、カナダと英国政府が中心となり「脱石炭連盟」（Powering Past Coal 

Alliance）42が発足した。このイニシアティブの基礎になっているのは、パリ協定の目標を達成する

には、EU 及び OECD 諸国が 2030 年までに石炭火力発電を廃止しなければならない、とした報告

書43である。COP24 では連盟の閣僚級会合が開催され、80 の国、自治体、事業者がメンバーとし

て加わったこと、世界銀行との連携などが発表された。 

OECD35 ヶ国のうち少なくとも 20 ヶ国が石炭火力の縮小を検討、もしくは既にフェーズアウト

期限を発表している（表 2-3）。現時点で発表されている「脱石炭連盟」の 12 ヶ国のフェーズア

ウト期限はすべて 2030 年以内である。国家政府だけでなく、カナダの 2 倍の容量の石炭火力が立

地する韓国の自治体、忠清南道（チュンチョンナムド）44も参加し、稼働中の 30 基（18GW）中、

14 基の石炭火力については 2026 年までに廃止すると発表した。 

                                                   

42 Powering Past Coal Alliance‐英国政府とカナダ政府のリーダーシップによって、2017 年末の COP23 で設立された
脱石炭火力をめざす国際連盟。https://poweringpastcoal.org/ 

43 Climate Analytics (2016). Implications of the Paris Agreement for Coal Use in the Power Sector 

44 Powering Past Coal Alliance, News, 2 October 2018 
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多くの欧州諸国政府が石炭火力フェーズアウトを発表する中で、これまで脱原発の取組みを優先

してきたドイツでも、成長・構造変革・雇用委員会（通称・石炭委員会）が 2019 年 1 月末、2038

年までの石炭火力廃止を提言した。ドイツには、日本とほぼ同規模の 42.6GW の石炭発電設備があ

る上に、産炭国として炭鉱労働者の雇用問題を抱えている。石炭フェーズアウトへの障壁は日本以

上に高い。2038 年までの工程として、2022 年に 3 割(-12.6GW)、2030 年までに 6 割（-25.6GW）

減で 17GW まで減らす内容である。 

一方、米国ではトランプ政権が、オバマ政権の気候変動政策の骨抜きを試み、石炭火力擁護政策

に転換した。しかし、天然ガスと自然エネルギーの価格低下や脱石炭火力を進める NGO の活動、

更に積極的に自然エネルギー拡大を進める州政府の政策などによって、オバマ政権時を上回る速さ

で石炭火力が廃止されている。米国の環境保護庁の予測によれば、2018 年の石炭利用量は過去 39

年で最低レベルに縮小した45。 

 

表 2-3 各国の石炭火力フェーズアウト期限 

国 石炭火力フェーズアウト計画 PPCA 

ベルギー 2016 年、EU 初石炭火力 0％達成 加盟 

フランス 2021 年までに 0％ マクロン大統領声明 加盟 

スウェーデン 2022 年までに 0% EU 初の化石燃料フリーへ 加盟 

英国 2025 年までに 0％ 石炭フェーズアウト宣言第一号 発起 

オーストリア 2025 年までに 0% 2 か所を残すのみ 加盟 

イタリア 2025 年までに 0% 国家エネルギー戦略の一環 加盟 

フィンランド 2029 年までに 0％ 2018 年立法化予定 加盟 

オランダ 2030 年までに 0% 近年完成の 3 発電所含む 加盟 

カナダ 2030 年までに 0％ 発起 

デンマーク 2030 年までに 0％ 加盟 

ポルトガル 2030 年までに 0％ 加盟 

メキシコ 2029 年までに 4GW になる見込み 加盟 

ドイツ 2038 年までのフェーズアウトを検討中 

2022 年に 13GW 減、2030 年に 26GW 減 

ベルリンは 2030 年までに 0% 

 

－ 

チリ 石炭火力のフェーズアウトを宣言、すべての新設計画が中止に － 

出典）PPCA、各国発表資料などより自然エネルギー財団作成 

  

                                                   

45 USA EIA “U.S. coal consumption in 2018 expected to be the lowest in 39 years” December 4, 2018 (2019 年 3 月 20 日
URL 閲覧) 
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IPCC1.5℃特別報告書が求める石炭火力からの早期撤退 

IPCC の 1.5℃特別報告書は、世界のどの地域であれ石炭火力新設の余地はほぼ残されていない

ことを明らかにした。この報告書に示された様々な排出削減のシナリオの多くが、石炭火力は最も

炭素集約的な化石燃料として、急速に廃止されなければならないという点で一致している。現在、

石炭火力は世界の電力部門の排出の約 37％を占めている46が、報告書は 2050 年までに 0％にする

必要性を強調している。また、2050 年 0％への道筋として、2030 年までには電力部門における石

炭火力のシェアを現在の約 37％から 10％以下まで、発電量を 3 分の 1 程度まで下げていく必要が

ある47。  

 

石炭フェーズアウト政策 

脱石炭火力をめざす国では、規制的手法と経済的手法が活用されている。イギリスやカナダでは

まず新設石炭火力に対して既存の最新技術では達成できない厳格な排出基準が設定された。イギリ

スの排出基準は 450gCO2/kWh48、カナダは 420 gCO2/kWh49である。この排出基準は後に既設の発

電所についても設定され、フェーズアウト期限までにこの基準を満たしていない石炭火力はすべて

停止される予定である。一方、経済的手法としては欧州ではカーボンプライシングのひとつである

排出量取引制度が、2005 年以来、導入されてきた。しかし、取引価格が低迷し十分な効果をあげて

いないことから、2025 年までの石炭フェーズアウトをめざす英国は、2013 年に火力発電施設を対

象とするカーボンプライスフロア制度（2018 年：18GBP/t-CO2）を導入している50。 

こうした政策の効果により、英国では 2006 年に石炭火力が全発電量の 42％を占めていたが、

2017 年には 7％まで低下している51。 

2. 石炭火力依存に固執する日本 

2017 年のエネルギー起源の CO2 排出量のうち、事業用及び自家発電を含む発電所からの排出が

約 44%を占めている（速報値）。その半分以上が石炭火力からの排出である。1990 年から比較す

ると、エネルギー起源 CO2 排出が全体で 1.6 億トン減少しているのに対し、石炭火力からの排出は

1.0 億トンから 2.8 億トンへと 3 倍近く増加している。 

                                                   

46 IEA より https://www.iea.org/tcep/power/coal/ 

47 石炭火力からの排出削減については、ドイツのシンクタンク Climate Analytics などが IPCC の 1.5℃報告書にそった
排出削減経路を分析している。 

48 UK Department for Business and, Energy and Industrial Strategy "IMPLEMENTING THE END OF UNABATED 
COAL BY 2025 Government response to unabated coal closure consultation" January 2018 

49 Government of Canada “Proposed amendments to coal-fired electricity regulations and proposed natural-gas-fired 
electricity regulations” Date modified: 2018-02-16 (ウェブサイト閲覧 2019 年 3 月 24 日) 

50 House of Commons Library “Carbon Price Floor (CPF) and the price support mechanism”（2018 年 1 月 8 日） 

51 IEA “Electricity Information”(2009 edition, 2018 edition)より算出 
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発電用の石炭消費量も大幅に増加している。1990 年には 2600 万トンであったものが 2015 年に

は 8300 万トンと 3 倍以上になっている（図 2-16）。石炭火力からの燃料転換を進めることで、大

幅な排出削減が可能である。 

 

図 2-16 日本における電気事業の石炭消費量の推移 

出典）経済産業省「エネルギー白書 2018」を基に自然エネルギー財団作成 
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2018html/2-1-3.html 

日本の電力業界は、気候変動対策を大義名分の一つにして原子力発電を推進する一方で、火力発

電の中でも最も排出係数の高い石炭火力発電の増強を続けてきた。国の気候変動政策も、原発推進

に依存し、火力発電での排出基準の設定やカーボンプライシングの導入など、欧米で進められてき

た削減対策を導入してこなかった。石炭火力の新増設が続く一方で、自然エネルギー電力の拡大は

真剣に取り組まれてこなかった。 

東日本大震災と福島原発事故により、全国的に原発が稼働停止に追い込まれ、長年続いた原発頼

みの排出削減対策の弱点が一気に表面化した。2011 年の時点では、日本では太陽光発電と風力発

電を合わせた電力供給は全体のわずか 0.02％にすぎなかった52。電力会社は失われた原発に替わる

電力の供給確保のために、老朽化していた石油火力も稼働させ、電力の排出係数は一気にはねあが

ることになった。震災後、国は石炭火力のリプレースの環境影響評価の迅速化、新規火力発電の入

札制度等の導入等の措置をとり、2013 年に入って石炭火力の新増設計画は加速した。福島原発事

故後初めて、2014 年に改定された国のエネルギー基本計画は、石炭火力を原子力と共に重要な「ベー

スロード電源」と位置づけ、2018 年の見直しでもその位置づけは変わっていない。 

震災以降は、21GW の石炭火力新増設計画が公表された。このうち 7GW の計画は、市場環境の

変化にともなう採算性の悪化や内外からの批判を受けて中止されたが、1.3GW が既に運転を開始

し、8.6GW の建設が始まっている。また 4.4GW が環境アセスメント中か、アセスを終えて着工前

                                                   

52 IEA “Electricity Information” (2014 edition) より算出 
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の状態にある（図 2-17、2019 年 2 月末現在）。更に、震災前から日本では、石炭火力設備が 43.4GW

導入されている。このうち、効率が特に悪い亜臨界圧（Sub-C）及び超臨界圧（SC）が全体の 58％

（25GW）を占めており、6.9GW(32 基)は 40 年を超えて運転している。一方で、公に廃止が決まっ

ているのは 0.6GW にすぎず、これに休止予定を加えても 1GW に満たない。 

 

 
図 2-17 既設の石炭火力及び新増設計画の累積設備容量、開発状況と運転開始・廃止/休止予定 

出典）「火力原子力発電所設備要覧（平成 29 年改訂版）」、電力会社発表資料などより自然エネルギー財団作成 

 

国が定めた 2030 年の電源構成では、石炭火力の割合を 26％としている。OECD 各国では 2030

年までの石炭火力フェーズアウトが目標とされている時に、この時点でも 26％もの電力を石炭で

供給しようという日本の計画は大きな問題だが、石炭火力の新増設がこのまま続けられ、既存設備

のフェーズアウトが進まなければ、この数値すら上回ってしまう可能性がある。そうなれば、「地

球温暖化対策計画」（2016 年）で定められた 2030 年に 2013 年比で温室効果ガス 26%削減という

低い目標の遵守さえ危うくなる可能性がある。 

火力発電の排出抑制に向け、国がこれまで導入した施策は、「エネルギーの使用の合理化等に関

する法律（省エネ法）」による新設火力発電への効率基準（42％）と 2030 年における火力発電全

体の効率基準（44.3％）、およびいわゆる「エネルギー供給構造高度化法（高度化法）」による小

売電気事業者への 2030 年非化石電源比率 44％基準のみである。2018 年に多くの新増設計画が着

工した状況を見る限り、これらの基準は現状で多くの事業者にとって抑制的な役割を果たしてない。 
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2018 年に改訂された現行のエネルギー基本計画では、「非効率な石炭火力のフェーズアウト」と

いう文言を登場させ、「非効率な石炭火力（超臨界以下）に対する、新設を制限することを含めた

フェードアウトを促す仕組み」を導入するとしている。こうした文言を用いるのは、国際的に高ま

る日本の石炭火力批判への対応のように見えるが、その一方で国は「高効率」とよぶ石炭火力推進

政策を継続している。国が高効率と定義するのは超々臨界（USC）以上の石炭火力のことだが、超々

臨界の排出係数は従来型の石炭火力と大きな差はない。まだ本格的な導入が始まっていない石炭ガ

ス化複合発電（IGCC）であっても、2025 年頃までの技術確立が目標になっている石炭ガス化燃料

電池複合発電（IGFC）にしても、通常に用いられているガス火力発電（GTCC）の 2 倍程度の二

酸化炭素を排出することに変わりはない（図 2-18）53。世界で進む石炭フェーズアウトは、こうし

た「高効率」と称するものも含め、一切の石炭火力を無くしていく取組みであり、国の政策は全く

不十分である。 

 
図 2-18 火力発電所の排出係数比較（燃料種別） 

出典）環境省「カーボンプライシングのあり方に関する小委員会 」（第 1 回）資料 5「カーボンプライシングの意義」
（2017 年 6 月）https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cp/arikata/conf01/cp01_mat5.pdf 

 

3. 国際的に批判されている石炭火力輸出支援政策 

国内の石炭火力推進政策とともに、国際的に大きな批判の対象となっているのは、石炭火力輸出

支援である。日本は石炭関連事業融資大国であり、日本のメガバンクも化石燃料資源への投融資額

は世界トップレベルである。パリ協定を採択した今、特にエネルギーに投資される資金の流れを切

り替えていく必要がある。

                                                   

53 環境省「カーボンプライシングのあり方に関する小委員会」（第 1 回）資料 5「カーボンプライシングの意義」
（2017 年 6 月）https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cp/arikata/conf01/cp01_mat5.pdf 



 

44 

国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI) 、 国際協力機構(JICA)による石炭火力設備の海外融

資及び保険引き受けは 2009 年から 2018 年末までの 10 年で少なくとも 161 億米ドル、25GW にの

ぼる。その大部分はインドネシア（7GW）、インド（6.4GW）、ベトナム（6.7GW）である。また

このような石炭火力設備以外にも、石炭採掘や送電線整備などに関する石炭火力支援がある。更に、

JBIC や JICA が絡む公的資金以外で、民間ベースで日本のメガバンクが関わっているものが多数あ

る。 

こうした支援は、これまで「先進的な石炭火力技術」を使うことによる CO2 排出量の削減、電化

や貧困対策という名目で推進されてきた。しかし、途上国においても自然エネルギー価格の劇的な

低下やエネルギー需要の変化により、支援の根拠は失われている。インドやインドネシアの一部で

は電力余剰で設備過剰の懸念が生じている。インドでは 2027 年まで石炭火力の新設計画を打ち止

めにするとし、更に環境基準の厳格化で 2017 年からの 5 年間で 22.7GW の石炭火力発電所の閉鎖

を予測している。2018 年の「国家電力計画」では、これらの石炭火力が閉鎖されても電力需要は満

たされると指摘している。2016 年以降、設備容量では新設の自然エネルギー発電が石炭発電を上

回っており、LCOE コストも国内石炭を利用した石炭火力より太陽光が安い状況になっている。 

また、「環境・持続社会」研究センターによれば、南アジア、東南アジアで運転・建設・計画中

の石炭火力発電用ボイラー支援のうち、国が「最新技術」と位置付ける超々臨界（USC）ボイラー

は 12.09GW の施設容量のうち、2GW だけで、残り 10GW が従来型の超臨界（SC）ボイラーであ

る。中国や韓国からも USC ボイラーは提供されており、日本が格別にエネルギー効率の高いプラ

ントを輸出しているわけではない。実際、過去 5 年間に JBIC、JICA が支援した案件で USC レベ

ルのプラントは半分に満たない。最近では 2018 年に低効率の SC の石炭火力がベトナムに支援さ

れている。 

このような状況の中で民間あるいは公的資金による日本企業の石炭火力事業が続けられれば、被

援助国での石炭火力利用と二酸化炭素排出が固定化され、結果的により安くかつ汚染の少ない自然

エネルギーへの転換を遅らせることになる。また、特に脆弱な地域の気候変動の影響を深刻化させ

るだけでなく、地域の環境を悪化させ、近い将来において座礁資産となる可能性のあるものである。 

4. CCS を根拠とした石炭火力延命の試み 

「日本の石炭火力は高効率」だという理屈づけとともに、石炭火力推進政策のもうひとつの根拠

とされてきたのは、CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)の開発と利用である。二酸化炭素の

排出量を削減する技術として、発生した二酸化炭素を分離・回収して地中などに貯蔵する CCS と

呼ばれる手法は、1970 年代から提唱されてきた。エネルギー基本計画に記載されているとおり、

CCS は「環境負荷の一層の低減に配慮した石炭火力発電の導入を進める」ことを目的とされてい

る。エネルギー基本計画では、「CCS の実用化の状況を踏まえつつ、段階的に CCS 付の石炭火力

輸出を増加させていく」との記述もあり54、国内の削減対策だけでなく、これを海外に輸出しよう

とする意図までが示されている。

                                                   

54 「エネルギー基本計画」（2018 年 7 月 3 日閣議決定） 
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/180703.pdf 
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しかし、1980 年代末から世界でも日本でも CCS の研究開発が進められてきたにもかかわらず、

30 年後の今日においても実用的な削減対策として活用されていない。パリ協定により 2℃未満目標

が決定され、更に 1.5℃目標が目指される中で、国際的にも、CCS 技術の可能性を引き続き検討し

ようとうする動きが存在するのは確かである。しかし、自然エネルギー発電のコストが劇的に低下

し、発電部門の脱炭素技術としてはるかに優位性が高くなっている中で、CCS を発電用の対策に用

いる意義を見出すことは困難になっている。 

欧州委員会が 2018 年 11 月に公表した 2050 年までの脱炭素戦略55では、エネルギー効率化、自

然エネルギー活用など他の技術によって徹底して削減を進め、それでもなお最後に残る二酸化炭素

の排出を抑える手法として、CCS の必要性を検討する、という位置づけをしている。欧州の戦略で

は、電力部門の削減対策として CCS 技術は一切活用を予定していない。 

実際、CCS を推進している Global CCS Institute が公表している世界のプロジェクトリスト56に

よれば、これまでに火力発電所に適用された実例は米国で 1 件、カナダで 1 件の合計 2 件しかな

い。カナダの事例の発電容量は 11 万 kW57、米国の事例は 24 万 kW58であり、火力発電所としては

大規模なものではない。また、この 2 件はともに回収された二酸化炭素を油田に投入し石油の増産

を狙う EOR（Enhanced Oil Recovery：石油増産回収法)のプロジェクトであり、排出削減対策とし

てのみ実施されたものではない。 

欧州では火力発電の排出削減対策として、CCS の実用化に向けて積極的な取り組みが行われた

時期もある。2008 年に欧州理事会は CCS 実証プロジェクトを支援する方針を定め、12 件の商業

規模プロジェクトを 2015 年までに実施することを目指した。2009 年からは 2 種類の資金支援プ

ログラムも始まったが、結果的に今日まで 1 件の小規模なパイロットプロジェクトを除き、1 つの

プロジェクトも実現されていない。 

2018 年 10 月に欧州会計監査院(The European Court of Auditors)が公表した報告書59は、2008 年

から 2017 年にかけて欧州委員会が実施した CCS 支援プログラムは、ほとんど何の成果もあげられ

なかったと結論づけた。欧州会計監査院の報告書は、失敗の理由の一つとして炭素価格の低迷をあ

げているが、同じ支援プロジェクトが同時に対象とした洋上風力プロジェクトは大きく成長し、高

い評価を得ている。  

                                                   

55 European Commission "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy COM(2018) 773 final"（2018 年 11 月 28 日）
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf 

56 Global CCS Institute “Facilities Database” https://co2re.co/FacilityData（2019 年 3 月 7 日アクセス） 

57 SaskPower “Boundary Dam Carbon Capture Project” 
https://www.saskpower.com/our-power-future/infrastructure-projects/carbon-capture-and-storage/boundary-dam-
carbon-capture-project 

58 NRG Energy “PETRA NOVA Carbon capture and the future of coal power” 
https://www.nrg.com/case-studies/petra-nova.html 

59 European Court of Auditors “Special Report Demonstrating carbon capture and storage and innovative renewables at 
commercial scale in the EU: intended progress not achieved in the past decade” （2018 年 10 月 23 日） 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EN.pdf” 
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実現の展望を描けていない日本の CCS プロジェクト 

国のエネルギー基本計画は、「2020 年頃の CCS 技術の実用化」を目標に掲げており、経済産業

省と環境省が個々に、また共同して複数のプロジェクトを推進している。CCS の実現には、排出ガ

スから二酸化炭素を分離回収する技術、これを貯留地まで輸送する技術、そして永久的に貯蔵する

技術の 3 つが必要である。このうち輸送と貯留の技術は、そもそも日本のどこにどれだけの貯留適

地が存在するのか、という点に依存する。これまで世界で実施された CCS プロジェクトの大半（18

件中 16 件）は、陸上にある石油採掘地などに貯留しているが60、日本には陸上の適地はほとんど存

在しない。このため国のプロジェクトが主な対象としているのは、海底地下への貯留である。 

環境省が本年（2019 年）3 月に開催した「CCUS の早期社会実装会議」61では、技術開発の現状

についての報告が行われた。この会議に提出された資料62では、「我が国の貯留ポテンシャルは大

きそう･･･」「･･･だが、どのくらい貯留できるかはまだわかっていない」と記載されている。実際

に具体的な貯留適地は未だに発見されていない。この会議の内容から明らかなのは、「2020 年頃の

実用化」という目標にはほど遠く、CCS 技術開発が「基本的なコンセプトの構築」や 「地中貯留

に関するリスク評価手法の構築」という段階にとどまっている実態である。 

 

コスト競争力を持てない CCS 付き火力発電 

経済産業省が 2018 年 8 月に公表した「CCS の実証および調査事業のあり方に向けた有識者検討

会」の報告書63では、輸送手段として 20km のパイプラインを前提とした場合、CCS による CO2 削

減に要するコストは約 6.3 円/kWh、船舶輸送を含むコストでは、約 9.8 円/kWh という試算結果が

紹介されている。 

この報告書は、2015 年に国が行った発電コスト検証報告における石炭火力発電コストである 8.9 

円/kWh(CO2 対策費を減）に、上記の CCS コストを加え、「CCS を含む石炭火力の発電コストは

15.2～18.7 円/kWh と試算される」としている。その上で、同じ発電コスト検証報告における自然

エネルギー電力の試算と比較し、「太陽光（メガソーラー）は 12.7～15.6 円/kWh、風力発電（陸

上）は 13.6～21.5 円/kWh、バイオマス（専焼）は 29.7 円/kWh とされており、一定の前提条件下

においては、CCS は低炭素技術としてのコスト競争力を有することが期待される。」と結論づけて

いる。 

第 1 節で見たように、日本においても 2018 年に行われた太陽光発電入札で、既に 14 円台のプ

ロジェクトが登場している。ブルームバーグ NEF が示す 2018 年下半期のデータでは、7 円台の事

                                                   

60 Global CCS Institute “Facilities Database” https://co2re.co/FacilityData（2019 年 3 月 7 日アクセス） 

61 環境省主催「CCUS の早期社会実装会議～実証事業の到達点と今後の道筋～」（2019 年 3 月 5 日） 
http://www.env.go.jp/earth/ccs/ccus-kaigi/post_50.html 

62 環境省主催「CCUS の早期社会実装会議～実証事業の到達点と今後の道筋～」資料 2-1（2019 年 3 月 5 日）
http://www.env.go.jp/earth/ccs/ccus-kaigi/2-1_CCUS_storage.pdf 

63 経済産業省「CCS の実証および調査事業のあり方に向けた有識者検討会報告書」（2018 年 8 月） 
http://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_jissho/pdf/20180822_01.pdf 
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例も報告されている。2030 年には、太陽光発電は 5 円台、風力発電も 8 円～9 円台まで低下すると

推計されている。2015 年のコスト検証 WG の試算を前提として、CCS 付石炭火力にコスト競争力

があると主張しても、説得力を持たない。 

 

時代遅れの CCS Ready 政策 

このように日本での CCS 技術開発は未だ基礎的な段階にあり、実用化の展望は見えていない。

また 2030 年以降にコスト競争力を持つとは想定しづらい。国は CCS の技術開発に合わせて、「CCS 

Ready」と呼ばれる政策の導入を検討している64。これは、排出量が大きい石炭火力発電所の設置を

認める際に、将来、CCS が利用可能になったときに、この技術の導入によって排出削減を行うこと

を予め定めておく、典型的には義務化しておく政策である。 

先に紹介した欧州の事例でも、支援プロジェクトの実施とともに CCS Ready 政策の導入が進め

られた。しかし支援プロジェクトが失敗する中で、この政策は排出削減対策としての現実性を失っ

ている。欧州各国で最も強力に CCS Ready 政策を進めた英国は、2025 年までの脱石炭火力を決め

気候変動税など、より強力な政策を導入し石炭火力発電を既に大きく減少させている。 

日本においても、実用化の見通しがたたずコスト競争力のない CCS の将来の導入を想定し、石

炭火力発電の新増設や既存施設の利用継続を容認することは、全く妥当ではない。CCS Ready は既

に時代遅れの政策となっている。 

現実的な展望がないのに CCS Ready の導入を議論し、石炭火力の延命を狙う政策は、国際的な

批判の対象にならざるを得ない。そもそも、CCS の二酸化炭素排出はゼロではない。国際エネル

ギー機関は、CCS を付けたとしても、石炭火力発電からは、依然として約 100g～140g/kWh の CO2

が排出されると想定している65。脱炭素社会を目指すのに適した技術とは言えない。 

 

5. 脱石炭火力を日本からも明確に発信する 

日本でも、ようやく座礁資産を懸念する民間金融機関が、国内外での石炭火力の新規投融資を止

めると表明し始めたが、その発表内容には濃淡がある。多くの資金を化石燃料に投融資しているメ

ガバンクは、超々臨界（USC）レベルの石炭火力事業を継続する方針のままである。日本では保険

会社で保険を引き受けないと公言したところはないが、大手保険会社の仏アクサ、独アリアンツな

どは石炭火力に加えて石炭採掘への投融資、保険も引き受けない方針である。保険を付ける保険会

社が減れば、今後は石炭価格への影響も考えられる。また、2018 年には Swiss Re や MunichRe と

いった再保険会社も石炭火力及び採掘への融資や保険引き受け方針を厳格化した。MunichRe によ

                                                   

64 環境省「国内外の CCS Ready に関する取組状況等について」（2017 年 2 月）
https://www.env.go.jp/press/files/jp/105492.pdf 

65 IEA "Energy Technology Perspectives 2017"（6 June 2017） 366 ページ http://www.acs-
giz.si/resources/files/Energy_technology_perspectives.pdf 
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れば66、2018 年の自然災害による被害額は世界で 16 兆円(1600 億米ドル)に上り、深刻化する災害

への危機感は強い。ここでも、日本政府が推進の立場を変えていないために、国内の動きは世界に

比べて明らかに鈍い。 

IPCC の 1.5℃特別報告書が公表され、世界が排出削減対策のいっそうの強化に向かう中で、石炭

火力の先行きは見えている。多くの先進諸国が 2030 年以前のフェーズアウトを発表し、銀行、保

険、年金基金が手を引き始めた石炭火力は、どのような効率であっても早晩、退出していく技術で

ある。このような状況の中で、将来の発展性のない技術に補助金を与えている余裕はない。政府は

日本企業が長期的に国際競争力を持てるようにするためにも、2050 年に向けて成長が見込める分

野に資金を振り向ける方針転換を長期戦略において発表すべきである。 

今必要なのは、小手先の政策ではなく、電力部門の脱炭素化に向けて石炭火力を廃止していくと

いう根本的な戦略転換である。2030 年以前のフェーズアウト期限を決めた上で、具体的なフェー

ズアウトプランを検討する必要がある。例えば 2019 年中に稼働期間 40 年を超える亜臨界（Sub-

C）及び超臨界（SC）の合計 35 基（約 8GW）をまず停止させ、次に残りの亜臨界及び超臨界の合

計 56 基（18GW）を停止する、そして最後に超々臨界（USC）を停止するなど、順次廃止していく

具体的なスケジュールとプロセスの策定を始めるべきである（図 2-19 参照）。政策的なシグナル

が遅れれば遅れるほど、座礁資産や将来の対策コストは増え、温暖化の影響と対策のつけを将来世

代に残すことになる。 

 
図 2-19 技術別導入済み石炭火力設備と稼働年数 

注）IGCC などその他の技術は除く。技術不明の 11.2 万 kW の 6 基の小規模発電については亜臨界圧と仮定。 

出典）「火力原子力発電所設備要覧（平成 29 年改訂版）」や電力会社情報などより自然エネルギー財団作成  

                                                   

66 8 January 2019, Munich Re Press release: Extreme storms, wildfires and droughts cause heavy nat cat losses in 2018 
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第 3 節 日本から素材産業の新たな脱炭素ビジネスモデルを 

産業部門からの CO2 排出量は、世界的にもエネルギー転換部門に次ぐ第 2 位（約 19％）のシェ

アであり、削減対策における重要性は高い。「ものづくり大国」を誇ってきた日本では、その割合

は更に高く 2017 年度で 27％を占めている。 

このような重要性に鑑み、各国では産業部門に高い削減目標が設定されている。たとえば、ドイ

ツでは 2030 年までに 49～51％の削減（1990 年比）となっているし、フランスも 2030 年までに

24％削減、2050 年までに 75％削減（2013 年比）と高い削減を目指している。それに対して、日本

における産業部門の 2030 年削減目標は 6.5%減（2013 年度比）にとどまり、各国より各段に低い。

国内他部門の削減目標との比較でも、業務（40％）、家庭（39％）、運輸（28％）と比べ産業部門

の低さは際立っている67。 

日本の産業部門の削減目標がこのように低い背景には、「日本は省エネ大国であり、産業部門で

の削減の余地は大きくない。乾いた雑巾のような状態だ」という誤った概念が流布されていること

がある。実際には産業部門にも排出量削減の大きな余地が残されている。更に、新たなうねりとな

りつつある循環型経済（サーキュラーエコノミー）やバイオエコノミーへの転換が、脱炭素社会を

担う新たなビジネスモデルを生み出す可能性を秘めている。 

日本の産業部門の中で特に二酸化炭素排出量が大きいのは、鉄鋼、化学、セメント、製紙の素材

4 業種で、産業部門の約 8 割を占めている。素材産業の削減対策には困難な要素があることは確か

だが、脱炭素社会への転換の流れを避けて通ることはできない。素材産業をはじめ日本の産業部門

に求められているのは、化石燃料依存からの転換をいち早く進め、新たな脱炭素ビジネスモデルで

世界をリードすることである。 

 

1. 産業部門の大きな排出削減ポテンシャル 

停滞してきた日本の製造業のエネルギー効率化 

「日本の産業は省エネの余地のない乾いた雑巾」状態にあるという思い込みは、1973 年の石油

危機から 1980 年代の前半に、大幅なエネルギー効率化が進んだ経験に由来している。確かに、省

エネ法が 1979 年に策定されて以来、それに沿った対策が講じられ、1970 年代～80 年代前半は設

備の近代化による効果も大きく、日本全体で 35％程度のエネルギー効率の改善が見られた。しか

し、その後 1980 年代後半からの 30 年間、国のエネルギー白書にも示されているように、製造業の

効率は停滞したままである（図 2-20）。 

 

                                                   

67 ドイツ、フランスは直接排出、日本は各部門とも間接排出に基づく削減目標 
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図 2-20 日本の製造業のエネルギー消費原単位の推移 

出典）資源エネルギー庁「エネルギー白書 2018」 

 

この効率改善の停滞は対策の余地がないことを意味しない。改善余地の存在を端的に示すのは、

経済産業省の設置した「省エネルギー小委員会」で指摘された、ボイラーの配管などに用いられる

断熱材の劣化により、「我が国の製造業のエネルギー消費の 10%以上になる大きな損失」が生じて

いる、という事例である68。素材 4 業種でも、製紙業以外には CO2 排出量原単位に目に見える改善

は認められず、むしろ増加している業種もある（図 2-21）。 

 

 

図 2-21 日本の素材 4 業種の CO2 排出量原単位指数の推移 

注）業界により基準年に不一致があったため、2005 年を 1 として調整して表示。 

出典）経団連「低炭素社会実行計画」2018 年度及び 2017 年度「フォローアップ結果 総括編」を基に自然エネルギー財
団作成 

 

                                                   

68 省エネルギーセンター（2014）「産業分野における今後の省エネルギー推進の方向性」
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/003_02_00.pdf 
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省エネ法は年平均 1％以上、エネルギー原単位を改善する努力義務を定めている。また、2009 年

から始まったベンチマーク制度69では、上位 1～2 割の事業者のみが満たしている水準を「全ての事

業者が目指すべき水準」として定めた。しかし 2017 年度の報告でも、ベンチマークを達成してい

る事業者の割合は必ずしも高くない。そのため、全ての企業がこの基準を達成しただけでも、業界

単位で 30%～50% 程度の大きな削減率が見込まれる業種もある（図 2-22）。 

 

 
図 2-22 ベンチマーク水準を全ての事業者が達成した場合の削減率 

出典）資源エネルギー庁「エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくベンチマーク指標の実績について（平成
29 年度定期報告分）」（2018 年 6 月 20 日）
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/benchmark/2017/benchmark29.pdf から自然エネルギー財団
作成 

 

石炭からの燃料転換 

産業部門における CO2 削減のもう一つの大きな可能性は燃料転換である。一般産業（発電部門を

除く）においても、石炭の消費量は増加傾向にあり、1995 年の 1,300 万トン弱から 2,500 万トンへ

と、およそ 2 倍に増加している（図 2-23）。石炭の温室効果ガス排出係数は天然ガスの 1.8 倍であ

り、使用する燃料を石炭から天然ガスに転換するだけで、大幅な削減が可能である。 

                                                   

69 省エネ法では年平均 1%以上のエネルギー消費効率の低減を評価基準としてきたが、既に省エネ対策を進めて来た事
業者の負担が大きくなるため、各業種や分野ごとにエネルギー消費効率の指標（ベンチマーク指標）を設定し、他の事
業者と比較することで省エネを促す仕組み。 
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図 2-23 日本における一般産業の石炭消費量の推移 

注）対象業種は、食品、繊維、紙パルプ、化学工業、石油製品、窯業土石、鉄鋼コークス、輸送機械、IPP・PPS、そ
の他である。 

出典）石炭エネルギーセンター「石炭灰全国実態調査報告書（平成 29 年度実績）」（2018 年 2 月）
http://www.jcoal.or.jp/ashdb/ashstatistics/upload/H29_ashstatistics.pdf を基に自然エネルギー財団作成 

 

図 2-24 は鉄鋼業の燃料構成を先進国で鉄鋼生産の多い日本、米国、ドイツ（及び OECD 全体）

で比較したものだが、日本の石炭割合が高い。日本では石炭の価格が他の燃料より安価なことに加

え、エネルギー課税の中でも税率が安いことがこうした状況を生み出す一因になっていると考えら

れる。 

 
図 2-24 鉄鋼業の燃料構成（2016 年、日本・米国・ドイツ・OECD） 

出典）各国鉄鋼業は IEA “World energy balances(2018)”を基に自然エネルギー財団作成 

 

鉄鋼業における高炉から電炉への転換 

鉄鋼業の二酸化炭素排出量は、2017 年度で産業部門全体の 47％、全部門の 13％を占めており、

その削減対策は特別な重要性を持っている。鉄鋼生産には、大きく高炉によるものと電炉によるも

のがあるが、日本の鉄鋼業の特徴は、1 トン当たりの排出量が電炉の 3 倍から 4 倍に達する高炉に
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よる粗鋼生産が約 8 割という高い割合を占めることである。これは米国（33％）や欧州（60％）と

比べ相当高い（図 2-25）。 

ドイツ鉄鋼協会等のレポート70によると、1990 年から 2010 年にかけて EU 加盟国 27 ヶ国（当

時）の鉄鋼生産に伴う CO2 排出量は約 25%減少した。生産量の低下になどに加え、高炉から電炉

へのシフトが進んだことも要因として挙げられている（電炉シェア：28% → 41％）。日本の鉄鋼

業でも脱炭素化にむけた目標が表明されているが、2050 年までの脱炭素化がめざされる中、21 世

紀末という超長期の目標ではなく、一層の加速化が必要である。 

 
図 2-25 主要国の電炉シェア推移 

出典）普通鋼電炉工業会「世界・主要国の粗鋼生産に占める電炉鋼比率の推移」（2019 年 3 月 28 日アクセス） 
http://www.fudenkou.jp/about_03.html 

 

素材産業の CO2 削減には、この産業固有の難しさがあるのも事実である。製造プロセスの中で高

温熱利用が必要であるが、これまでのところ化石燃料以外に利用可能なエネルギー源が乏しかった。

また、鉄鋼（鉄鉱石の還元過程）や、セメント（石灰石の焼成過程）の生産過程では、原材料の炭

素分子が CO2 として排出される。しかし、日本の素材産業では、上述してきたようにエネルギー効

率化にまだ余地があることに加え、石炭からの燃料転換や電炉の利用割合を高めるなど、他の国々

でこれまで行われてきた削減対策も十分に進んでいない。 

  

                                                   

70 BCG, Steel Institute VDEh（ドイツ鉄鋼協会 鉄鋼研究所）”Steel’s Contribution to a Low-Carbon Europe 2050”
（2013 年 6 月）https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2013/metals-mining-environment-steels-contribution-low-
carbon-europe-2050.aspx 
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世界で進む産業部門の更なる削減対策 

世界の動きは早い。産業部門においても様々な検討が行われ、エネルギー効率化、自然エネルギー

の利用、資源効率の改善の対策を組み合わせることで、2050 年までのネットゼロ化は実現可能で

あるという結果が出始めている71。 

素材産業を含む産業部門一般においても、第一に重要なことは、エネルギー効率化をさらに進め

ることである72。産業部門で重要なエネルギーの需要は、ポンプやモーターの動力として使われて

いるモーターが消費する電力である。これらのモーターの小型化・高性能化はもちろん、必要な時

に必要な出力で稼働するようにインバーター制御の導入が考えられる。これにより、消費電力を半

分程度に削減することができると言われている73。 

加えて、産業部門では、エネルギー消費のおよそ半分は熱の形態で利用されているが、熱のカス

ケード利用、熱の使い回しと呼ばれるように、排熱の利用をしっかり行うことは、エネルギー効率

の改善に貢献する。排熱利用を実現するために、熱導管の敷設などにより、近隣の工場はもちろん、

場合によっては業務・家庭部門に熱を融通することもできる。更には、化学産業における副生ガス

や製紙産業における黒液のように、副産物を回収し、エネルギー利用することが可能である。 

また、工場内の電力や蒸気の供給に必要な電線や配管も、その材料や配置などの工夫により、抵

抗を下げることで、エネルギー効率の大きな改善が期待される74。その他、工場や事務所の空調（ヒー

トポンプ化）や照明（LED 化）の対策も重要である。 

1970 年代からエネルギー効率化政策に関し、世界の議論をリードしてきた米国ロッキーマウン

テン研究所のエイモリー・B・ロビンス博士は、2018 年に公表した論文「拡大し続けるエネルギー

効率化資源」の中で、「効率化の効果が低減するという多くの人が抱いている想定は誤りであり、

効率化は、その資源の全体をみて、適切な方法によって実践されれば、効果がますます拡大してい

く資源である」と指摘している。素材産業も含め日本の産業部門で、省エネルギーという資源は決

して枯渇していない。不足しているのは、その可能性を引きだす適切な政策である。 

 

2. 素材産業のあり方を変える循環型経済の台頭 

エネルギー効率化など、これまでに行われてきた削減対策に加え、脱炭素社会に向けて、素材産

業のあり方を大きく変える可能性を有しているのが、循環型経済（サーキュラーエコノミー）の台

頭である。 

 

                                                   

71 Energy Transition Commission (2019) Mission Possible: Reaching net-zero carbon emissions from harder-to-abate 
sectors by mid-century 

72 エイモリー・B・ロビンス、ロッキーマウンテン研究所（2012）「新しい火の創造」 

73 日本では、工場の電力消費の最大の用途は、3 相誘導モータの使用であり、産業用電力消費量の 70％、日本の電力需
要のおよそ 55％を占めている（槌屋 2019） 

74 エイモリー・B・ロビンス（2018）「拡大し続けるエネルギー効率化資源」Environ. Res. Lett. 13 
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気候変動対策としての循環型経済 

産業革命以来、エネルギー消費量が急増してきたが、これとほぼ軌を一にして、金属や土石、化

石燃料などの資源消費量も増加の一途を辿ってきた。2017 年の世界の総資源消費量は 92.1Gt と推

定されており、1970 年に比べておよそ 4 倍に増加している。2050 年にはさらに 177Gt まで増加す

ると予測されている75。こうした資源を大量に採掘・加工することよる環境負荷は極めて大きい。

また処理すべき廃棄物の急増も深刻な問題である。現状ではリサイクルされている資源は全体の 1

割程度にすぎない。 

このような一方通行（Linear）の経済から、一度生産された資源を社会的なストックとして、半

永久的に循環利用していく循環型経済（Circular Economy）への転換は、これまでも持続可能な社

会構築に不可欠だと考えられてきた。加えて、近年は、この循環型経済への移行は、気候変動対策

としても重要な役割を果たすことが明らかになり、改めて注目が集まっている。具体的には、循環

型経済に移行するための次の 3 つの取組が、それぞれ温室効果ガスの削減に寄与する。 

第一の柱は、リサイクル率の向上により二次原料の使用量を増加させ、資源・素材の再循環を推

進することである。鉄鋼、アルミニウム、プラスチック、紙、セメントなど、主要な素材産業の多

くは、リサイクル性に優れており、リサイクル原料を再利用することで、CO2 排出量を劇的に減ら

すことができる（表 2-4）76。アルミニウム生産では一次原料であるボーキサイトから製造する場

合に比べ、リサイクル原料から作る場合には 97％ものエネルギーを節減することができる。 

鉄鋼生産において、スクラップ鉄を原料とする電炉法の CO2 排出量が、高炉法より格段に小さい

ことは既に述べた。世界的にスクラップ鉄の利用可能量は伸びており、2050 年には 13 億トンにな

ると推計されている。2017 年の需要実績が約 16 億トン、2050 年の需要予測が 20～25 億トン程度

であることと比較し、大きなシェアを占めることになる77。すでに大量の鉄を生産・蓄積してきた

先進国では、さらにスクラップ鉄の利用率が高まることが想定され、EU では 2030 年くらいから、

その比率は 80％程度になると予測されている78。同じく日本でも、「人工物・鉱物の飽和」状態を

迎えつつあり、「都市鉱山」を活用するかたちで、循環型経済に向かっていくと考えられている79。 

  

                                                   

75 The Platform for Accelerating the Circular Economy: PACE (2019), The Circular Gap Report 2019 

76 河瀬・松岡（2014）では、日本を対象とした研究で、高炉（転炉）の場合 2.31tCO2/t 粗鋼、電炉の場合 0.58tCO2/t
粗鋼としている。 

77 Baris Bekir Çiftçi  The future of global scrap availability. World Steel Association Blog (2018) 
(https://www.worldsteel.org/media-centre/blog/2018/future-of-global-scrap-availability.html, 2019 年 3 月 20 日アクセ
ス)  

78 Material Economics  "The Circular Economy - A Powerful Force for Climate Mitigation -"(2018) 

79 小宮山宏・山田興一「新ビジョン 2050」（2016） 
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表 2-4 一次原料とリサイクル原料を用いた場合の CO2 排出量の比較（tCO2/素材 t） 

素材 
現状 2050 年 

一次原料 リサイクル原料 一次原料 リサイクル原料 

鉄鋼 2.3 0.4 1.9 0.1 

アルミニウム 13.5 0.3 9.7 0.2 

プラスチック 2.4 0.4 2.2 0.3 

セメント 0.7 0.3 0.6 0.1 

 

出典）Material Economics  "The Circular Economy - A Powerful Force for Climate Mitigation -"(2018) 
http://materialeconomics.com/latest-updates/the-circular-economy 

 

循環型経済への移行のために重要な第二の柱は、資源・素材使用量の減少である。デザインの改

良や強度の向上による軽量化に加え、従来の切削加工から 3D プリンターを用いた積層工法への転

換といった生産プロセスの改良などにより、使用量の削減が可能になる。更には、素材そのものが、

より環境負荷の低い素材に転換していく。例えば、鉄筋コンクリートの替わりに木材を、プラスチッ

クの替わりにバイオ系の素材を用いることが実現化しつつある。 

そして第三に、革新的なビジネスモデルの実現がある。デジタリゼーションの進展により、遊休

資産の活用・シェアリング、PaaS モデル（モノではなくサービスの購入）などが、急速に拡大し、

より少ない資源で、付加価値の高い必要なサービスを提供することが可能になってきている。 

このような循環型経済への移行により大きな CO2 削減の実現が見込まれている。例えば、ヨー

ロッパを対象に行なった試算では、鉄鋼、アルミニウム、セメント、プラスチックの主要素材 4 業

種において、エネルギー効率化や自然エネルギー利用に加えて、循環型経済への移行に向けた対策

を取ることにより、追加的に 2.96 億トン CO2/年の CO2 削減が可能である（表 2-5）。これは、エ

ネルギー効率化と自然エネルギー活用後に残る排出量(5.30 億トン）を、更に 56％削減することに

相当する。また、世界規模では、2050 年までの 36 億トン CO2/年の削減ポテンシャルがあると推

計されている。 
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表 2-5  

ヨーロッパにおける循環型経済への移行対策を行った場合の素材 4 業種の排出削減ポテンシャル 

想定シナリオ 
排出量 

（億 tCO2/年） 
備考 

参照ケース 5.30 需要量増加するもののエネルギー効率化実施 

（自然エネルギー活用含む、ただし CCS は含まない） 

素材再循環 ▲ 1.78 リサイクル率を向上し、二次原料の使用量を増加 

製品の素材利用効率 ▲ 0.56 製品に用いる素材量を削減 

循環型ビジネスモデル ▲ 0.62 シェアリングモデルなど新たなビジネスモデルの普及 

循環型対策計 ▲ 2.96  

循環型対策実施後 2.34  

出典）Material Economics  "The Circular Economy - A Powerful Force for Climate Mitigation -"(2018) 
http://materialeconomics.com/latest-updates/the-circular-economy 

 

このように循環型経済への移行は、気候変動対策としても効果が大きいことから、気候変動枠組

み条約に基づく国連の取組みの中でも、2018 年の技術専門家会合（Technical Expert Meeting）の

テーマとして取り上げるなど、注目が高まっている80。 

EU や各国の長期削減戦略でも循環型経済への移行に関連する記述が盛り込まれてきている。例

えば、EU の戦略的長期ビジョン（A Clean Planet for all）では、循環型経済への移行を全てのシナ

リオに組み込んで検討を行っている。また、ネットゼロ排出社会に向けた経路に共通する 7 つの構

成要素として、競争力のある産業界のためのイノベーションを挙げ、具体的には、リユース・リサ

イクル、エネルギー集約的素材の代替素材を挙げている。 

ドイツの気候変動計画 2050 では、生産活動に必要なエネルギーだけではなく、資源も削減する

高効率化戦略が必要とし、デジダル化とインダストリー4.0 が貢献する、としている。フランスの

国家低炭素戦略でも、原材料のリユース・リサイクルによる消費最適化として、各素材のリサイク

ル率の向上を掲げている。 

 

循環型経済への移行を牽引するビジネスセクター 

このような循環型経済の重要性は、世界のビジネスセクターでいち早く理解されつつある。むし

ろ、世界のビジネスセクターでは、このようなビジネス環境の大変化をチャンスと捉えて、変革に

乗り出している。表 2-6 に、循環型経済に取り組む企業の主な事例を示した。トヨタ、アップル、

コカ・コーラなど世界的に影響力の大きな企業が、業種を問わず、幅広くこの課題にチャレンジし

ていることがわかる。 

                                                   

80 UNFCCC "Technical Expert Meetings in 2018"  
https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/technical-expert-meetings#eq-2 
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循環型経済のコンセプトは、ビジネスの収益性向上に貢献する。つまり、省資源、再利用、リサ

イクルを進めることで、資源調達のリスクやコストを低減させることができる。加えて、サービサ

イジング（これまで製品として販売していたものをサービス化して提供すること）やリサイクル拠

点の整備を通じて、顧客のロイヤリティを高めることに繋がることも認識されている。また、この

ような循環型経済の実現は素材産業の経済規模を縮小させるが、リサイクル産業を成長させること

などにより、マクロレベルで経済成長に有効であるとも言われている81。 

表 2-6 循環型経済に取り組む企業の主な事例 

業種 会社名 目標設定、主な取組 

自動車 ルノー（フランス） ・2025 年までに、100％プラスチックをリサイクル可能に。その他の素

材も含めて、85％をリサイクル可能に。 

トヨタ自動車（日本） ・トヨタ環境チャレンジ 2050 の中で、低 CO2素材の開発、リサイクル

素材の拡大、適正処理の展開などを目指す 

電機 アップル 

（アメリカ） 

・2017 年に製造においては再資源化したあるいは再生可能な原材料の

みを使用する計画を発表 

フィリップス 

（オランダ） 

・2025 年までに大型機器を全て回収する体制を整える。 

・収益の半分を循環型経済のイニシアティブに充てる。 

リコー（日本） ・2030 年に 50%、2050 年に 93%の新規投入資源を削減 

食品・ 

衛生 

コカ・コーラ 

（アメリカ） 

・2025 年までに包装を完全に最資源化可能にする。 

・2030 年までに包装の半分に再利用された材料を用いる。 

・2030 年までにボトルと缶の回収とリサイクルを徹底する 

ユニリーバ 

（オランダ） 

・2025 年にプラスチック包装を完全に再利用、再資源化、堆肥化可能に

する 

衣服 

家具 

玩具 

H&M 

（スウェーデン） 

・2030 年までに 100％循環型で再生可能なビジネスを実現する 

イケア 

（スウェーデン） 

・2020 年までにイケアのオペレーションで発生する埋め立て廃棄物を

ゼロにする 

レゴ（デンマーク） ・2030 年までに化石燃料利用由来のプラスチックの使用を禁止 

出典）各社ホームページ等より自然エネルギー財団作成 

日本では、以前から循環型社会形成推進基本法（2000 年）及び、個別のリサイクル関連法（容器

包装、家電、小型家電、建設、食品、自動車、パソコン）により、循環型社会形成の取組が行われ

てきた。ただし、その取組は、関連省庁の連携もあったものの、廃棄物行政を所管する環境省が中

心となって来たこともあり、いわゆる静脈産業が中心となっていた。 

他方、近年世界的に注目を集めている循環型経済（サーキュラー・エコノミー）では、製品・サー

ビスを提供する、いわば動脈産業の企業が、自らの企業活動を持続可能に行っていくためにイニシ

                                                   

81 Ellen Macarthur Foundation (2015) Towards a circular economy: business rationale for an accelerated transition  
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アティブを発揮している点に特徴がある82。こうした循環型経済の実現のために、CE100 と呼ばれ

る循環型経済を進める企業のイニシアティブも発足し、変革を牽引している（BOX）。 

 

■BOX：CE100 

CE100 は、Ellen Marcharthur 財団が立ち上げたイニシアティブ。2019 年 2 月末現在、

のべ 143 の企業、政府、研究機関などが参加している。日本からは、ブリヂストンがメン

バーとして参加している。 

CE100 の活動内容は、協働（collaboration）、能力強化（capacity building）、ネットワー

ク、研究などとなっており、各団体が循環型経済実現のために協働のプロジェクトを企画・

実行したり、学習素材を提供したりするなどを行っている。 

Ellen Marcharthur 財団は、企業や政府、研究機関と連携して、サーキュラー・エコノミー

への移行を推進することを目的に 2010 年に設立された団体である。企業との協働が重視

されており、グローバルパートナーに名を連ねているのは、ダノン、グーグル、H&M、イ

ンテーザ・サンパオロ（金融）、ナイキ、フィリップス、ルノー、SC ジョンソン、ソルベ

イ（化学）、ユニリーバである。 

出典）Ellen MacArthur 財団ホームページ https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 

 

こうした変革は、自動車メーカーや電機メーカー、建設業界や食品産業など、素材産業にとって

の重要な顧客である産業界全体で起こりつつある。循環型経済への移行にともなう製品設計思想や

調達方針の変化を通じて、今後の素材産業のビジネスのあり方に劇的な変更を迫ることが予想され

る。例えば、欧州では、自動車産業と建設産業の 2 つの業界だけで、鉄鋼、アルミニウム、プラス

チック、セメントの 4 つの素材の 50％程度の資源を消費しており、この業界の変化によるインパ

クトは甚大である。ちょうどエネルギーの分野で RE100 のようにエネルギー利用企業が自然エネ

ルギーを調達するようになり、サプライヤーとしての発電業界に変革を迫っているのと同じ構図と

言える。 

実際に、こうした動きを受けて、世界の素材産業も大きく変わりつつある。例えば、鉄鋼生産メー

カーの中にも、脱炭素化を目指す企業が現れ始めている。これまでは、スクラップ鉄を用いた電炉

で生産された鉄鋼は、品質確保の観点から事務機器などには利用できないとされてきた。しかし、

日本では、東京製鐵が、事務機器大手のリコーと協働で、鉄スクラップ 100%を原料とする電炉鋼

板の開発・採用に成功している83。 

 

                                                   

82 ただし、Ellen MacArthur 財団の定義では、循環型経済においては、廃棄物という概念そのものが無くなり、全て有
効な資源としてカスケード利用されていくことになる。 

83 株式会社リコー ニュースリリース「鉄スクラップを 100%原料とする電炉鋼板の採用開始 東京製鐵と共同で事務機
用鋼板を開発」（2012 年 3 月 27 日）https://jp.ricoh.com/release/2012/0327_1.html（2019 年 2 月 25 日アクセス） 
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再生可能資源への移行を促すバイオエコノミー 

さらに、今後大きな役割を果たしていくと期待されるのが、鉄やコンクリート（セメント）、化

石燃料をベースとした素材ではなく、様々なバイオマスを原材料としつつも、現代的なニーズや機

能を満たす素材である。このような変革は、化石燃料に基づく経済（Fossil-based economy）から

バイオエコノミー（Bioeconomy）への移行という、もう一つのパラダイム・シフトとして捉えられ

ている。特に近年は気候変動対策だけではなく、プラスチックによる海洋などの生態系の汚染が人

体にも広がっているという危機感もあり、生態系内で分解されるバイオ系の素材への注目が高まっ

ている。 

こうした流れの中で、バイオ系の資源を用いた様々な素材を供給することをビジネスチャンスと

して捉え、製紙・木材産業が様々な再生可能な素材生産に乗り出し始めている。例えば、製紙・木

材産業大手の Stora Enso（フィンランド）は、自社を「Renewable Material Company」と再定義し、

木材を原料に、繊維や樹脂、さまざま容器などの供給を開始している。 

一方、石油化学産業もバイオ系の原材料を取り込む動きを見せている。オランダの DSM 社は、

元々は 1902 年設立の国営石油精製会社だったが、その後化学工業会社に大きく変革し、更に現在

はバイオ燃料の製造や、バイオ資源の精製（バイオリファイナリー）に必要な微生物の開発に乗り

出している。また、フィンランドの同じく国営石油精製会社だった Neste は、すでに世界最大のバ

イオ燃料生産企業に変貌しており、さらには IKEA と連携し、バイオプラスチックの開発に乗り出

している。 

日本でも、中大規模の木造建築は増加傾向にあり、住友林業は「環境木化都市」というビジョン

を掲げ、2041 年を目標に 350m の木造超高層建築を実現するプロジェクトをスタートさせている。

清水建設も、木材に含まれるリグノフェノールからの、バイオプラスチック製造の研究開発に着手

した84。また、日本製紙は、セルロースナノファイバーという、鋼鉄の 1/5 の軽さで 5 倍以上の強

度を有すると言われる素材を開発し、すでに量産ラインの整備を完了している。様々な用途が期待

されているが、自動車部品としての利用も期待され、京都大学やトヨタ自動車、環境省などとの産

学官のコンソーシアムが実用化に向けた研究開発に取り組んでいる。 

3. 脱炭素の時代における新たな「ものづくり大国」へ 

最後に、こうした世界の潮流を踏まえて、日本の素材産業における、大幅な排出削減戦略の方向

性を整理する。 

まず前提とすべきことは、すでに述べたように、石炭からの燃料転換やベンチマーク水準の達成

率の向上などを通じた二酸化炭素排出量削減ポテンシャルがまだまだある、ということである。こ

れまで、産業部門のエネルギー効率化の対策は、省エネ法と、経団連を中心とした主要業界団体の

自主的な取組（環境自主行動計画・低炭素社会実行計画）を二本柱として行われてきた。しかし、

                                                   

84 清水建設株式会社 ニュースリリース「隠岐の島町にバイオプラスチック原料の研究施設を建設」 
（2018 年 12 月 17 日）https://www.shimz.co.jp/company/about/news-release/2018/2018037.html 
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これまでの削減実績は停滞しており、加えて 2050 年までの大幅削減にむけて取組の加速が必要で

ある。原単位改善だけでなく排出量の総量削減を求めるような規制的枠組み、またカーボンプライ

シングのような経済的手法など、より踏み込んだ政策の導入が求められる。 

また、人口減少局面に入った日本においては、生活の豊さを維持し高めながらも内需の総量を無

理なく減少していくことが可能になる。これまでの日本の排出削減シナリオには、こうした大きな

変化は組み込まれておらず、高い活動量の継続が前提となっていた。政府の「長期エネルギー需給

見通し」では、2015 年から 2030 年への生産量の増減について、粗鋼は 115％、紙・板紙は 103％

と増加を見込んでいる。セメントは 90％、エチレンは 84％と減少を見込むがその率は小さい。今

後の政策立案にあたっては、生産量の想定を現実的なものに見直しスリム化・高付加価値化を追求

すべきである。 

産業部門の脱炭素化に関しては、「非連続的な技術開発」の必要性が強調されることが多い。も

ちろん 2050 年までに産業部門において、ネットゼロを実現するためには、さらなるいくつかの新

技術が必要になる。たとえば、中温熱帯以上については、自然エネルギー電力による電化技術の開

発が必要である。また、自然エネルギー由来の水素やバイオエネルギーについても、生産・輸送工

程も加味した LCA 計算や持続可能性の確認をしつつ、活用の検討を行う必要がある。 

しかし、この分野に一番欠けているのは、エネルギー効率化と自然エネルギーという既存の技術

を全面的に活用する社会的・制度的な枠組みである。カーボンプライシングなど、この意味での真

のイノベーションを実行することによってこそ、日本における脱炭素社会に向けた産業部門の転換

を加速することができる。 

更に重要なことは、日本企業も含めた世界のビジネスセクターが、循環型経済の実現にコミット

し、素材産業も含めたサプライチェーンのあり方そのものが大きく変わろうとしているという点で

ある。循環型経済、バイオエコノミーへの移行に積極的に取り組むことにより、日本は脱炭素の時

代における新たな「ものづくり大国」として再生してくことができる。 
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水素の正しい作り方と使い方（コラム） 

日本の気候変動対策で特徴的なのは、水素の活用が強調され、「世界最先端を行く日本の水素技

術で世界のカーボンフリー化を牽引」などの文言が多用されていることである。 

2017 年 12 月には水素基本戦略が策定され、「エネルギー安全保障の確保と温室効果ガスの排出

削減の課題を同時並行で解決するとともに、水素利用において世界をリードしていくため、国を挙

げて水素利用に取り組み、世界に先駆けて水素社会を実現する」とされた。また、2019 年 3 月に

は、水素・燃料電池戦略ロードマップが改訂され、将来の見通しとアクションプランが整理されて

いる。 

国際的には、水素は、2050 年までに CO2 排出の実質ゼロの社会を構築する上で、必要なオプショ

ンの一つとして捉えられている。その背景には、太陽光や風力などの自然エネルギー由来の安価な

電気を大量に利用して、電気分解により水素を生産できる見込みが高まって来ていることがある。

大量の安価な自然エネルギーで水素を製造・供給することが想定されている。 

その位置づけは、あくまでもエネルギー効率化と自然エネルギーの拡大により 90％以上といっ

た大幅な削減を行った上で、なお残る温室効果ガスの排出を削減するというものである85。具体的

には、産業、運輸部門の中で電化が困難な一部の用途での利用が想定されているが、その寄与はま

だ様々に検討されているところである。例えば、イギリスでは 2018 年に、将来的な水素利用につ

いての包括的なレビューを行い、「（政府は）後悔の少ない発展の機会を特定することが重要」と

指摘している86。 

一方、日本における水素利用の推進政策を見ると、水素の作り方や使い方のあるべき姿がよく整

理されぬまま、「水素社会実現」の掛け声の下、政策が進められているように見える。水素利用の

大前提になる自然エネルギー電力の導入目標を、2030 年に 22～24％という国際的にみて極めて低

い水準にすえおいたまま、水素社会の実現を提唱するのは合理的な政策とは言い難い。以下に、水

素の作り方と使い方のそれぞれに分けて、課題を指摘する。 

 

水素の作り方に関する問題点 

第一に、どのように水素を製造するかという点が極めて重要である。そもそも、水素は自然界で

は、分子の状態ではほとんど存在しないので、人工的に製造する必要がある。つまり、水素は二次

エネルギーであり、自然エネルギー由来の電気で水素を生産すれば、水素をエネルギーキャリアと

                                                   

85 IRENA（2018）「再生可能エネルギーを利用した水素生産：エネルギー移行のための技術的概観」、Committee on 
Climate Change, UK (2018) Hydrogen in a low-carbon economy、Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2019) 
Hydrogen Roadmap Europe 

86 Committee on Climate Change, UK (2018)同上 
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して、大量の自然エネルギーを供給し、脱炭素化を実現することができる87。このことは、自然エ

ネルギー側から見れば、余剰電力の吸収となるというメリットにもなりうる88。 

逆に、天然ガスや石炭などの化石燃料からの水素生産は、確立された技術であるが、化石燃料が

持つエネルギーを水素に変換して、輸送・利用しているということに他ならない。現在日本で想定

されているのは、まさにこのような化石燃料、具体的には海外の安価な化石燃料資源である褐炭か

らの水素生産であるが、この生産方法は脱炭素化の手段にはなりえない。 

なぜなら、原料となる化石燃料が持つ炭素原子の数だけ、最終的には CO2 分子が排出されるた

め、CO2 の大きな排出が避けられないからである89。また、水素製造の過程で、膨大なエネルギー

の投入を必要とする90。天然ガスの水蒸気改質では、改質炉において 500℃～1,000℃まで、石炭を

用いる場合も、最初に石炭ガスを作る段階で 800～1,000℃までの加熱が必要であり、現状では化石

燃料が用いられている。 

そのため化石燃料からの水素生産については、CCS との組み合わせが前提となっているが、本提

言の第 2 章第 2 節で述べたように CCS の実用化・商用化の道筋は立っておらず、2020 年前半まで

の実用化という、政府の目標の達成は厳しい。特に、日本国内では炭素貯蔵可能な適地が限られて

いることから、少なくとも相当の期間は海外での生産に頼らざるを得ず、エネルギーの海外依存と

いう構造を変えることができない。 

また、水素は極めて軽く密度が低いため、効率的な輸送のため、高圧（700 気圧）での圧縮、も

しくはマイナス 253℃以下で液化が行われる（LNG の場合はマイナス 160℃程度）。この場合、エ

ネルギー効率は高圧ガスの場合 54.5％、液化水素の場合 55.7％であり、水素の持つエネルギーの半

分程度が失われてしまう91。 

こうしたことから、自然エネルギー由来の電気の大量導入が実現して初めて、CO2 フリーの水素

の大量利用が実現するのであり、気候変動対策、そして一次エネルギーの国内自給率を高めること

にも貢献すると考えられる92。 

  

                                                   

87 その点で、第 5 次エネルギー基本計画での記載「水素を再生可能エネルギーと並ぶ新たなエネルギーの選択肢とすべ
く・・・」は、一次エネルギーである再生可能エネルギーと、二次エネルギーである水素を同等に取り扱っている点で
問題がある。 

88 IRENA (2018)同上, Agora Verkehrswende, Agora Energiewende and Frontier Economics (2018): The Future Cost of 
Electricity-Based Synthetic Fuels 

89 例えば、天然ガス（メタン）からの水素製造の全体の化学式：CH4+2H2O→4H2+CO2 

90 化石燃料資源の替わりにバイオマス資源から水素を製造することもできる。ただし、この場合も、バイオマス資源の
ガス化、水素改質時に発生する CO2 の回収などが、同様の課題になる。 

91 NEDO(2010)「水素キャリアに応じたフィージビリティスタディ」 

92 EU では、天然ガスの水蒸気改質から水素を製造する経路に比較して、60%以上の CO2 削減した水素を低炭素水素と
定義している。 
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水素の使い方についての問題点 

前述のとおり、水素は人為的に製造することが必要なエネルギーキャリアである。したがって、

その製造コストや運搬コストを考慮すれば、自然エネルギー電力の使用がどうしても困難なセク

ターに絞って活用を考えていくことが、社会的コストの低減に繋がる。 

具体的には、産業部門における脱炭素化のために、水素を原材料として各種の化学製品の製造を

行うことや93、産業プロセスで必要な高位熱の生産などが想定されている。また、業務・家庭部門

における熱利用の脱炭素化は進展が芳しくないため、既存のガスインフラを活用して、水素を混入

し、一気にこの部門の脱炭素化を図るという方向性も提示されている。 

他方、日本では、大局的な戦略を欠いたまま、推進の政策が進められている。例えば、日本では

官民挙げて普及が推進されている燃料電池自動車であるが、小型で短距離輸送の乗用車などは、EV

の普及により自然エネルギー由来の電気からの供給を受けるため、水素を燃料とした燃料電池自動

車などの貢献は限られると考えられている。 

また、日本の水素基本戦略では発電部門において、天然ガスの代替に水素を大量に用いるシナリ

オを描いている。「水素を安定的かつ大量に消費する水素発電は、国際的なサプライチェーンの構

築とセットで進めるべき最重要のアプリケーションである 」と位置づけ、「1960 年代に LNG の

サプライチェーンを構築した際は、総括原価方式の下、天然ガスを長期・固定価格で買い取った上

で発電や都市ガス用途で消費」との注釈をつけている。 

自然エネルギーで電力の 100％を供給する段階では、グリッドの効率的な運用や連系線の増強、

蓄電池の活用などとともに、余剰電力を吸収する手段として水素を製造し、また発電用に水素発電

を用いる可能性もなくはない。しかし、日本には既に 27.5GW もの巨大な揚水発電設備がある。水

素発電が調整電力としても大きな役割を果たすことは想定が難しい。また LNG サプライチェーン

を例示として示す水素基本戦略の記述からは、水素発電を電力供給の本体に位置付けようとしてい

るようにも読み取れる。このような利用方法に経済合理性を見出すのは困難である。  

                                                   

93 水素を原料にアンモニアや各種の化学製品を製造することが想定される。 
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第 4 節 ゼロエミッションビル戦略 

業務・家庭部門からの CO2 排出は、ほぼすべてが住宅やオフィスビルなどの建築物において消費

されるエネルギーを起源としている。このため、この二つの部門をあわせて建物分野ととらえ、そ

の脱炭素化への取組みを、本提言では「ゼロエミッションビル戦略」として提起する。 

第 1 章でみたように業務・家庭部門からの CO2 排出は、直接排出のデータでは、日本全体の 10％

に過ぎない。しかし、エネルギー消費でみると、そのシェアは 31％に及ぶ。また、建物分野で使用

するエネルギーの中では、電力が約半分を占めている。このため、排出量の大きさは電力の脱炭素

化が順調に進むかどうかに大きく影響を受ける。電力が完全に脱炭素化すれば、自動的に排出量は

半減することになる。 

これまでのエネルギー消費の推移をみてみると、業務（非住宅建築物）部門においては 2000 年

代半ばをピークに減少傾向に転じている（図 2-26）。この間に業務部門の床面積は増加し、経済活

動規模も拡大している。この中でもエネルギー消費量が減少したことは、業務部門におけるエネル

ギーの効率化が進行したことの表れと評価できる。 

 

 
図 2-26 建物分野（業務・家庭）の最終エネルギー消費の推移と目標（PJ） 

出典）資源エネルギー庁 総合エネルギー統計等より自然エネルギー財団作成。 

 

一方、家庭（住宅）部門のエネルギー消費は 2011 年を境に微減の傾向だったが、2016、17 年と

微増するなど、業務部門に比べ総量の削減幅は小さい。この間、個人消費や世帯数、新築着工数の

増加があり、エネルギー効率化の効果が相殺されていると考えられる。 

以上のように、業務部門、住宅部門で程度の違いはあるが、建物分野は全体としてみれば、エネ

ルギー効率化が進んでいる。また、近年では、ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）、ゼロ・エネルギー・
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ハウス（ZEH）94が増加するなど、建物分野においては脱炭素技術が既に普及段階に入ったといっ

てよい。 

しかし問題は、2050 年までに建物分野全体での排出ゼロ、カーボンニュートラルを達成できる

か、間に合うのかということだ。建築物は、いったん建設すると、長期にわたり使い続けられる。

2050 年はほぼ 30 年後の近未来である。今、建築される新築建物は、2050 年でも十分現役として

使われていることになる。2050 年に向けて、いち早く新築の建物をネット・ゼロ・エネルギー化す

ることが必要だ。同時に、膨大な既存の建物についても、エネルギー効率を引き上げる改修を進め、

残る部分については、自然エネルギー電力・熱利用へと転換していくことが必要となる。 

膨大な数の新築・既存建物で、所有者、居住者、設計者、建設事業者、金融セクターなどあらゆ

る関係者の認識を高め、ゼロエミッションに向けた協働を進めるには、強力な政策的リーダーシッ

プが必要だ。今、世界で多くの国や地方政府が住宅・建築物の脱炭素化に向け新たな政策に取り組

んでいる。ゼロエミッション化をめざす建物改修を新たなビジネス分野として育成することは、長

期的な成長戦略としても有効だ。日本でも 2050 年の脱炭素化に間に合うよう、早い段階で実効性

のある施策を発動させる必要がある。 

 

1. 日本の建築物の現状と改善の必要性 

建物分野全体ではエネルギー消費の低減傾向がみられ

るが、個々の建物のエネルギー性能はどうだろうか。 

 

断熱性能の低い日本の住宅 

住宅では、省エネ性能の大きな部分を占める断熱（熱）

性能がエネルギー性能を示す指標となる。図 2-2795で分

かるように、2015 年の調査では、現在の省エネ基準を満

たしている住宅は 8％とごく僅かであり、断熱材が壁や床、

天井にはいっていない無断熱住宅も 35％と非常に多い。 

  

                                                   

94 建築計画でエネルギー効率を高め、かつ自然エネルギーを導入することで年間の一次エネルギー消費量がネットでゼ
ロとなる住宅（ZEH）、非住宅建築物（ZEB）。その建築計画上の定義がロードマップ検討委員会でとりまとめられて
いるが、新築の ZEH は、2016 年では全国で約 3.4 万戸、ZEB は、約 141 件を数える。 

95 住宅省エネ基準は、省エネ法のもと、住宅の熱性能の基準として昭和 55 年導入されてから、平成 4 年基準、平成 11
年基準と強化された。2013 年には、外皮（壁・窓・天井・床）の熱性能基準に加えて設備の基準も加えた一次消費エネ
ルギーの基準が加わるなどの改正があったが、外皮性能は平成 11 年基準と同レベルに設定されている。2015 年に成立
した建築省エネ法のもと、現行の平成 28 年基準が作られたが、熱性能としては、平成 25 年基準を継承したものとなっ
ている。 

図 2-27 住宅ストックの断熱性能 

出典）国交省 今後の住宅・建築物の省エネル

ギー対策のあり方について（第二次答申） 

（参考資料）2019 年１月 
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しかし、このように断熱性能が低い状況にありながら、日本の住宅のエネルギー消費量は小さい。

図 2-28 でみると、欧米諸国・韓国に比較し日本では、暖房用途のエネルギー消費が際立って少な

いことがわかる。住宅全体を 24 時間暖房することが多い欧州等と異なり、日本では、在室時にそ

の部屋だけ暖めることが通常で、深夜は切るといった控えめな暖房の使い方をすることに起因する

といわれる。 

 
図 2-28 家庭用 用途別エネルギー消費原単位の国際比較 

出典）国土交通省 「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会とりまとめ（参考資料）」 

（2018 年 3 月）http://www.mlit.go.jp/common/001229009.pdf 住環境計画研究所 中上委員発表資料を邦訳 

 

その一方、日本では毎年多くの高齢者が住宅内でヒートショックにより死亡しており、その要因

として、室温の低い住宅における入浴（入浴時の溺死事故は 2016 年では 4866 人）、冬季の室内温

度の低下が挙げられている。無断熱も多い日本の住宅で、在室時のみの暖房では、夜間早朝の温度

低下のみならず、室温の差によって健康に大きな影響がでていることを否めない。近年の調査96で

は、断熱改修による室温上昇が、血圧や入浴習慣への好影響をもたらすことが解ってきており、住

宅のエネルギー性能の重要性が明らかになっている。 

 

いまだ不十分な非住宅建築物のエネルギー性能 

非住宅建築物（新築時）のエネルギー性能を省エネ基準の適合状況からみてみると、図 2-29 に

示すように、延床面積 2000 ㎡以上の大規模建築では、2017 年時点で 98％が省エネ基準を満たし

ている。また中規模建築物（300～2000 ㎡）でも 91％が適合している。しかし、現在の省エネ基準

                                                   

96 断熱改修等による居住者の健康への影響調査 2014 ～（日本サスティナブル建築協会スマートウェルネス住宅委員
会）断熱改修工事前後の居住者の健康状態の比較測定を継続的に実施している。 

米国 (2009)

英国 (2010)

仏 (2010)

独 (2010)

韓国 (2008)

日本 (2012)

暖 房

照 明

冷 房

給 湯

家 電

その他

厨 房

照明・家電

世帯当たり需要端エネルギー消費 （GJ/世帯/年）

http://www.mlit.go.jp/common/001229009.pdf
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は、20 年前の基準と熱性能のレベルとしては同等であり、かなり甘い値といえる。にもかかわらず

300 ㎡未満の小規模建築物については、75％（2018 年）しか適合していない。 

また、省エネ基準より 20％少ないエネルギー消費量を「誘導基準」としているが、この基準では、

2015 年時点で大規模でも 59％、中規模では 54％しか満たさない97。約半分の建築物が現在の省エ

ネ基準から誘導基準の間にはいっているということだ。2050 年でほとんどのビルが求められるゼ

ロ・エネルギー・ビル（ZEB）のレベルとなるには、省エネ基準に比べ 50％少ないエネルギー消費

量の基準を満たすことが要件であるが98、現在の建築物はまだその水準から大きく隔たっている。 

 

 
図 2-29 省エネ基準・適合率の推移 

出典）国土交通省「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について （第二次答申）（参考資料）」2019 年

1 月、「住宅・建築物のエネルギー消費性能の 実態等に関する研究会とりまとめ（参考資料）」2018 年 3 月より自然

エネルギー財団作成。2015 年以降は新基準による。 

 

既存の非住宅建築物に、なお十分なエネルギー効率化のポテンシャルが存在することは、全国の

業務系ビルの 19％が立地する東京都の取組からも示すことができる。東京都においては、大規模施

設に二酸化炭素排出量の総量削減を義務付けるキャップ＆トレード制度など、国を上回る積極的な

エネルギー削減政策がすすめられている。この中で、大規模建築物のエネルギー原単位などが公表

されており、面積割合の大きい事務所用途を中心に 8 年にわたり削減が進んでいることが示されて

いる99。 

                                                   

97 国土交通省「住宅・建築物のエネルギー消費性能の実態等に関する研究会とりまとめ（参考資料）」 
（2018 年 3 月） 

98 ZEB ロードマップ委員会によって定められた(2015 年)ZEB の定義による。 

99 東京都「削減義務実施に向けた専門的事項等検討会」第 1 回会合 資料
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/overview/after2020/kentokai/、および「東京都★省エネカル
テ」（2016 年度実績）（区分Ⅰ）http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/data/karte.html 
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キャップ＆トレード制度の対象施設に、エネルギー消費量や CO2 の排出量とともに報告が求め

られる「点検表」は、各建築物が実施している省エネの取組と程度を、200 以上の項目に渡ってチェッ

クするしくみだが、この結果からも省エネ対策の余地が広範に存在することが示されている。日本

の建築物には、大いにエネルギー削減の可能性がある。 

第 3 節でも述べたように、ロッキーマウンテン研究所のエイモリー・B・ロビンス博士は「拡大

し続けるエネルギー効率化資源」100の中で、エネルギー効率化は枯渇しない資源だと指摘している。

この資源からいかに豊かなエネルギーを生み出せるか、エネルギー削減を実現する政策を生み出し、

実施していくかが、今、日本にとっても重要な課題といえる。 

 

2. ゼロエミッションビル実現に向けた政策の方向 

省エネ基準からネット・ゼロ・エネルギー基準へ 

これからの新築建物は、2050 年でも通用するエネルギー性能を備えることが求められる。特に

建築後では改修が難しい躯体の性能（断熱や日射遮蔽など）は、当初から十分なものとしていく必

要がある。新規に建築する時点であれば、追加コストを抑えつつ高いエネルギー性能を実現するこ

とが可能であり、新築建物に対する施策の強化を早い段階で実現しなければならない。 

新築建物の性能を引き上げていくためには、省エネ性能の最低基準の引き上げ、ベストプラク

ティスの拡大とともに、ファイナンスを確保できる仕組みを提供するなど、総合的な取り組みが求

められる。大幅なエネルギー削減に向けて多くの関係者とどのように協働していくかが重要であり、

市場を先導するためにも、明確で力強いシグナルを送らなければならない。 

新築建物の性能を引き上げる政策として、世界的な「王道」は、省エネ基準の設定とその適合義

務化である。日本では長らく省エネ基準が「建築主の判断の基準」として示され、基準を守らない

と建築できない義務的制度ではなかった。ようやく 2015 年から延べ床面積 2000 ㎡以上の建築物

（非住宅）を対象に基準への適合義務化が開始された。 

2018 年のエネルギー基本計画では、「2020 年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネ

ルギー基準への適合を義務化する」と記載され、住宅を含む更なる義務化対象の拡大が見込まれて

いた。しかし、2019 年 1 月、国は中規模建築物（非住宅）には適合義務化を求めるが、大中規模住

宅では届出制度の強化、小規模住宅・建築物に関しては、適合義務ではなく、説明義務を課すとい

う方針を示した。現在の適合率が低いため（大規模住宅で 60％、小規模建築物で 75％）、適合義

務化は市場の混乱をきたすという理由である。長期エネルギー需給見通しで建物分野に求められる

2030 年の省エネ目標については、住宅トップランナー制度、ZEH の普及の効果で達成が可能だと

している。 

                                                   

100 ロビンス氏は、多くの人が、対策を進めてエネルギーを節約すればするほど、効率化の余地が少なくなり、コスト
も高くなるという誤った認識をしていると指摘。効率化は、全体をみて、適切な方法によって実践されれば、効果がま
すます拡大していく資源であり、より多くのエネルギー量をより少ないコストで削減することができると、建築物、産
業、自動車などの豊富な例をひいて説いている。日本語訳「拡大し続けるエネルギー資源」https://www.renewable-
ei.org/pdfdownload/activities/20190122_DrAmoryReport.pdf 
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住宅・小規模建築物の義務化見送りは、「無理のない法施行」を重んじる従来型の行政に沿った

ものである。しかし 2050 年に向けて、大幅なエネルギー削減を実現しなければならない目標があ

る以上、今や省エネ基準は、「90％以上が達成している水準を全員に遵守させる」という従来の運

用を超えた役割を果たすべきだ。 

これからの建物の省エネ基準とその適合制度は、2050 年までに建物分野全体がゼロエミッショ

ン化するためのステップを視野に入れたものになる必要がある。最終的にはゼロエミッションが最

低基準となることを予定し、それまでに何回、何年おきに基準改定のステップを踏むかというスケ

ジュールを示すことが大きな意味を持つ。2050 年より早期の新築のゼロエミッション基準導入の

期日を定め、バックキャスティングで長期的、継続的に基準強化のスケジュールを定めることは、

数多い建築関係者へのシグナルとして重要である。 

基準強化のステップは、最初が低ければ、その後は高くなる。強化の回数を少なくすれば、各ス

テップの強化レベルは高くなる。最終期日を決定しておけば、ある回の見送りは次回以降の強化が

より厳しくなることを意味する。最終ゴールの高さとその期日を示さずに最初のステップを低く設

定するのは、建物分野のステークホルダーに対してフェアな行為とはいえない。ゼロエミッション

に向けた明確なロードマップが必要だ。 

現在、これに近い役割を担っているのが新築建物に対する ZEB、ZEH ロードマップである。2014

年のエネルギー基本計画において、ZEB および ZEH の 2020 年、2030 年の導入目標が定められた

が101、その後、ZEB、ZEH の統一的な定義を定め、実現普及に向けたロードマップが 2015 年に策

定されている。パリ協定の批准や、取組状況も踏まえて、フォローアップが実施され、現在 2030 年

までのロードマップが策定されている。取組状況をみて課題を検討しつつ、次の目標時点にむけて

改定するサイクルの考え方、また、図 2-30 が示すような、かつてなく幅広い対策が総合的に勘案

され、取り組まれている点が大いに評価できる。 

 

                                                   

101 エネルギー基本計画において、ZEB・ZEH 目標は、「2020 年までに新築公共建築物等で、2030 年までに新築建築
物の平均で ZEB の実現を目指す」、「2020 年までに標準的な新築住宅で、2030 年までに新築住宅の平均で ZEH の実
現を目指す」と設定されている。 
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図 2-30 ZEB の実現・普及に向けたロードマップ（フォローアップを受けた更新・簡易版） 

出典）「ZEB ロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」（2018 年 5 月） 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000174301 

 

このロードマップの課題は 2050 年の究極目標が提示されておらず、2050 年のストックでのゼロ

目標を見据えた計画とはなっていないこと、それ故に、省エネ基準との整合や連携、既存建物の

ZEB・ZEH 改修への取組が薄いことである。2050 年までロードマップの射程を伸ばすこと、そし

て最終的には ZEB・ZEH（少なくとも ZEB・ZEH の省エネ基準）が適合すべき最低基準になると

いうことを前提に、省エネ基準と ZEB・ZEH 基準、ロードマップを統合していく必要がある。 

世界の先進的な国や地域は、2050 年を射程においたネットゼロエネルギー基準へと移行しつつ

ある。表 2-7 は 2017、18 年に改訂、策定された新築対象のエネルギー基準等の例である。ドイツ

のように、着々と断熱基準を強化し続けている例もあれば、カナダや、カリフォルニアのようにす

でにネットゼロエネルギーのゴールが明確に示されているところもある。日本でもこれからの 30

年をどのように段階的な取り組みを進めていくのか、2050 年を見据えたゼロエミッションに至る

省エネ基準についてのロードマップを早急に示すべきである。 

  



 

72 

表 2-7 建築物のエネルギー基準、最近の動き（新築） 

国・地域 建築物エネルギー基準等、最近の動き 

ドイツ 

エネルギー保全法（2016 年施行）新築ビルは一次エルギー消費を 25％削

減することを義務付け、2018 法で 20％の断熱強化 

1975 年以来の断熱強化政策で、75％省エネを達成 

カナダ 
2030 年までに net-zero energy ready building を目標に基準を段階的に強

化するとして、2017 基準は、2011 基準より 10％省エネ 

加・ブリティッシュ・

コロンビア州 
2032 年までに net-zero energy ready building を義務付け 

米・カリフォルニア州 

2018 年 5 月、カリフォルニアゼロ・ネットエネルギーコードの導入 

2016 年基準より 53%(住宅)、30%(非住宅）省エネ 

2020 年から、新築住宅に太陽光発電システム導入義務 

米・ニューヨーク市 

最新の全米モデルコードの改定を取り入れて建築物のエネルギー効率、サ

スティナビリティの向上を義務化。 

モデルコードは 3 年ごとに改訂 

出典）Global Alliance for Buildings and Construction “2018 Global Status Report” 

https://worldgbc.org/news-media/2018-global-status-report-towards-zero-emission-efficient-and-resilient-buildings-and

を基に自然エネルギー財団作成 

 

既存住宅・建築物の改修を 

近年建設された ZEB、ZEH の一部を除き、ほとんどの現存の建物はこのままでは 2050 年に求め

られる省エネ性能を満たさない。耐震その他の性能も総合的に勘案して、建替えのために除却され

るものもあるだろうが、新築に比して非常に大量の建物ストックを 2050 年までに着実に改修して

いく必要がある。 

これにも、基準設定、ラベリング、診断やコンサルティング、ファイナンス支援と、総合的な政

策パッケージが必要となるが、いまのところ日本には既存改修をターゲットにした政策は、国レベ

ルでは、控えめな補助金制度しか存在しない102。早急な拡充が必要だ。 

欧州では EU の EPBD103制度を始めとして、既存建築物に対してもエネルギー基準を設定し、そ

れを段階的に強化してネットゼロまで持っていこうとする考え方がある。フランスでは、エネル

ギーの実消費量の削減が求められる（表 2-8）。 

  

                                                   

102 東京都の排出総量削減と取引制度（キャップ＆トレード制度）は、既存建築物対策としても実効性が高いことが示
されている。この制度の経験を活かした施策を他の地域に拡大していくこともまた重要なオプションである。 

103 Energy Performance Building Directive 
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表 2-8 建築物のエネルギー基準、最近の動き（既存建築物） 

国・地域 既存建築物に関するエネルギー基準等 

EU 

2018 年 EPBD 改正―既存建物の改修の促進策を導入。コスト効果の高い手法

で nearly net zero energy building へ転換することで、2050 年までに既存建

物ストックのエネルギー効率を高め、脱炭素化を図る。メンバー国は 2020 年

3 月までに立法化が求められる 

フランス 

2017 年法により、主要な建物改修の際には、エネルギー性能を向上させるこ

とを義務付け。外壁の 50％以上を改修（ファサード改修、屋根材の交換、非

空調域の変更など）する際には、断熱強化が求められる。 

エネルギー転換法は、テナントビルの所有者と使用者に対し、その最終エネ

ルギー消費を 2010 年と比較して、2030 年までに 40％、2040 年までに

50％、2050 年までに 60％の削減を義務付け、運用または設備の改良で実現す

ることが求められる。 

スイス・ベルン 

ベルンでは、2017～18 年改定で、建物改修に対し㎡当たり 75kWh という基

準を設けた。非住宅では延床 500 ㎡超で電力使用制限があり、5 年ごとに改良

が求められる。2020 年以降は、再エネ熱、電力の導入が求められる。 

2018 年 1 月の新エネルギー法で、建築物のエネルギー効率向上のため、化石

燃料へ CO2課税（産業と暖房用）実施、それを財源に建物改修、地中熱利用

へ補助 

出典）Global Alliance for Buildings and Construction “2018 Global Status Report” 

https://worldgbc.org/news-media/2018-global-status-report-towards-zero-emission-efficient-and-resilient-buildings-and

を基に自然エネルギー財団作成 

 

また既存建物対策では、東京都のみならず世界の都市・自治体が多様な施策を展開している（表 

2-9）。住宅・建築物は、気候やデザイン、住まい方など地域的な特徴があり、地域特性を生かせる

地域の政府の政策が適しているところがある。ステークホルダーの規模も国レベルの施策に比べれ

ば小さく、実践的な対応が可能だ。 

改修を行う際に、エネルギー性能をアップグレードさせることを義務づけるバンクーバー市や、

シンガポールでの冷凍機の効率基準による改善義務、現在、ニューヨーク市で立法プロセスの最終

段階にある、エネルギー消費原単位の最高限度を決める制度など、既存のビルの改修のきっかけに

なる施策が多様にみられることで、国レベルの施策の検討にも大いに役立つ。これからも世界の施

策を牽引していく役割を積極的に担うことが期待される。 
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表 2-9 都市・自治体が進める既存建築物対策 

カテゴリ 建築物エネルギー政策 都市・地域 

エネルギー改修の 

義務化 
 省エネ改修、アップグレード義務 

バンクーバー 

 チューニング義務、レトロ・コミッショ

ニング 

NYC、シアトル 

 冷凍機の性能基準適合義務 
シンガポール 

エネルギー基準の強化 
 建築物エネルギーコードの既存建物への

適用 

NYC など 

 エネルギー基準の強化（パッシブハウス

基準） 

ブラッセル 

エネルギー性能の 

見える化 
 ベンチマーク制度 

NYC など 

 エネルギー性能ラベリング／性能証書、

グリーンビル格付け 

シンガポール、 

EU など 

 エネルギー性能に関する報告制度 
東京都 

 見える化の強化 

オープンデータ、ビジュアライゼーショ

ン 

NYC など 

エネルギー監査、 

省エネ診断 

 エネルギー監査義務 
シンガポール、 

サンフランシスコ 

 省エネ診断の提供 
東京都 

カーボンプライシング 
 キャップ＆トレード制度 

東京都 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

表示制度の導入と義務化 
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もう一つ大きな政策で積み残されているのが、建築物のエネル

ギー性能の表示の義務化である。現在新築の住宅・建築物について

は、表示努力義務として BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）

が存在する。これまでも、住宅性能表示、CASBEE、東京都の建築

物環境計画書制度などの表示制度が既に活用されていることもあ

り、特に大規模建物ではすぐにでも義務化が可能である。全国的に

統一されたエネルギー性能表示の義務化を一刻も早く開始するべ

きである。 

新築に加えて、既存建築のエネルギー性能表示も重要である。不

動産取引の重要事項説明に加えるなど、売買や賃貸のタイミング

で、その住宅・建築の性能を認識するとともに、いかに改善するか

を検討する機会を提供する。欧州の EPC 制度はすでに多くの国で

実践されており、参考にすべきである。 
出典） 
（一社）住宅性能評価・表示協会 
パンフレット「ZEH 表示はじまります」
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/ 
bels/pdf/bels_leaflet02.pdf 

 

また、大規模ビルには、アメリカの都市が実施しているようなベンチマーク制度を実施すること

も効果的だ。日本で行われているエネルギー性能評価はあくまでも設計上のものであり、実際の値

との乖離がある。エネルギー消費がユーザーの使う機器や消費傾向に大きく左右されるものである

以上、ビルの関係者（オーナーやテナント、管理者など）が実際の数値を把握し、他と比較をする

機会は貴重である。ベンチマーク制度により、対象規模の全ての建物に実際の消費データ報告を義

務付けることで、エネルギー消費の平均値や偏差値などベンチマークとなる指標が算定され、評価

をフィードバックすることができる。建物所有者が自らのビルのエネルギー消費のレベルを把握し、

エネルギー効率化への改修に進むための優れたきっかけとなる。 

ニューヨーク市など先進的な都市では、個々のビルのエネルギー消費の生データや偏差値などが

情報開示の対象となっている（図 2-32）。 

日本ではプライバシー配慮などの理由で公表されない場合が多いが、大規模な建築物による大量

のエネルギー消費は、都市や地域全体の脱炭素化にも重大な影響を及ぼす。ニューヨークなどの施

策は、大規模建築のエネルギー効率に関する情報は、公共性を持ち公表すべきであるという考え方

に立っているといえる。これらのデータは、所有者や行政のみならず、第三者の研究者やコンサル

タントも活用し、既存建築物のエネルギー改修の手法や今後の可能性の検討に使われている。 

図 2-31 BELS 表示マーク

（イメージ） 
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日本では、既存建築への性能表示が遅れているということを逆に生かして、欧州、米国双方のハ

イブリッドの制度として、性能表示とベンチマークをあわせて導入するのが得策と考えられる。日

本の住宅・建築物の中古市場を育成、成熟させるためにも、物件情報の蓄積・透明化に寄与する意

義がある。 

図 2-32 ベンチマーキングの見える化 ニューヨーク市 エネルギー・水性能マップ 

注）単なるデータ公開だけでなく、「見える化」を実施している。ニューヨーク大学（NYU）の協力でベンチマークを

GIS 地図上にマッピングし、個々のビルの評価をビジュアルに示す。個々のビルの性能が色分けされ、クリックすると

さらに詳細なデータが表示される。 

出典）New York City Energy & Water Performance Map  

https://serv.cusp.nyu.edu/projects/evt/（2019 年 3 月 27 日アクセス） 
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自然エネルギー政策との連携 

カリフォルニア州では昨年決定された 2019 エネルギー基準により、2020 年から新築住宅には太

陽発電設備の設置が義務付けられる。スイス（ベルン州）でも 2020 年には、自然エネルギー熱利

用・電力の導入が義務化される。新築においては、比較的容易な住宅から創エネも含めてゼロエミッ

ションを基準化する動きがでてきた。 

一方、日本の ZEH では、実際に導入されたルーフトップ型太陽光発電の容量は、4～5kW 程度

で、太陽熱や地中熱など熱利用はあまり進んでいない。また、エネルギー需要の大きさに比べてパ

ネルの設置面積が限られる高層ビルについては、ZEB ready、 nearly ZEB104が多く、自然エネルギー

を敷地内に導入した ZEB 達成のケースは少ない。 

しかし、第 1 節で紹介した資源総合システムの太陽光発電の長期導入予測をみてみると、今後は

ルーフトップでの供給が大きく伸びていくこと予測されており、建物の新築、改修のタイミングで、

太陽光発電が最大限導入されるようなインセンティブや規制を展開することは自然エネルギー政

策としても重要である。 

カリフォルニア州では、建物側にデマンドレスポンスの機器を設置して、オフピーク時へのエネ

ルギー消費のシフトを可能にすることを「スマート・レディ」として奨励している。電力会社の時

間帯別価格付けによって、州の気候変動対策に貢献しつつ、同時にエネルギー代を節約するという、

自然エネルギーをより柔軟に活用する次世代のゼロエネルギー住宅を目指す試みである。 

 

3. ゼロエミッションビル戦略で魅力的な都市と社会を実現する 

住宅・建築物改修を長期投資戦略の柱に 

2050 年の世帯数は 5000 万を下回ると予測される。現在の住宅で、2050 年時点でも性能的に合

格点という住宅はあまりないため、大半が改修か建て替えを必要とする。今後 30 年で対応してい

くと考えると、年間約 100 数十万戸を改修・建替する必要があるということになる。現在、年間の

新築件数は 90 万戸のレベルで推移している。今後は、ライフサイクルでの二酸化炭素排出量（エ

ンボディドカーボン）を削減する必要からも、長寿命化に真剣に取組む必要があり、新築を減らし、

改修を推進する方向に向かうべきだ。現在の省エネ改修は年間 40 万戸のレベルである。2050 年ま

で必要な毎年 100 数十万戸の改修・建て替えを実現するためには、省エネ改修件数を現在の 2 倍程

度まで増やしていく必要がある。 

                                                   

104エネルギー基準の 50％以上をエネルギー効率化により達成するのが ZEB Ready、75％以上の削減を達成するものが 
Nearly ZEB（エネルギー効率化基準 50％以上は要件）で、100％削減の ZEB に満たなくとも ZEB ファミリーとして評
価される。 
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一方、非住宅については、現在のストック量は、26.2 億㎡であり105、新築は 5,000 万㎡／年程度

である106。しかし今後、新築のペースは落ちていくことを考えると、改修も現在の新築に等しい規

模で進めていく必要がある。これは相当大きな規模であるが、それぞれの事業が多くのコベフィッ

トを生み出し、経済的な付加価値生み出す。従来から、住宅・建築物含の建築工事は日本の経済を

支える役割を果たしてきた。 

2018 年度の建築物への建設投資額は、住宅・非住宅合わせて 31 兆円と見込まれている107。GDP

に占める投資全体の 4 分の１程度に相当する。現段階ではこの多くが新築投資に向いているわけだ

が、人口の減少を考慮し、LCCO2 の視点もいれると、新築建替より、既存建物を改修し、質の高い

建築物に転換していくことを建設投資の大きな柱として据えていくべきだ。そのためにも建物の改

修を重要な産業として育成していく戦略が必要である。 

ただし、現在のままの小規模で、単発の省エネ改修事業では、産業としてスケールアップしてい

くことが難しい。地域の中小産業を活用し、地域に雇用を生み出す、地域の資源を利用するという

地域経済に寄与する特性を生かしつつも、さらなる産業規模の拡大が必要だ。改修事業のコストダ

ウンや、スピードアップにより、普及拡大への好循環を生み出しうるからだ。海外でも、多くの事

業者や自治体が多様なビジネスモデルを展開、支援しており、補助金に頼らないファンディングス

キームで成功している事例などベストプラクティスが生まれている108。こうした事例を参考に日本

でも省エネ改修ビジネスを発展させていくべきだ。 

 

快適で健康的な居住空間、就業空間の実現 

冒頭でみたように、日本の住宅のエネルギー性能は低い。日本の世帯当たりのエネルギー消費量

は欧米などと比べ少ないが、現状では、消費量の少なさは健康維持や快適性の点で好ましくない状

況をともなっている。このまま順調に大幅なエネルギー削減を進めることは難しい。いまこそ日本

の住宅を快適で、健康な環境に変えていく良い機会であると捉えるべきだ。エネルギー消費量を大

きく増加させず、むしろエネルギーを削減しつつ、室温を確保し、カビや結露の心配のない快適な

環境を日本に住むすべての人が享受できるようにするためにも、住宅の断熱性能を上げていく意義

がある。 

求められる断熱性能としては、間歇、在室暖房の条件でも室温を人の健康を害さない程度で確保

できることが重要な基準の考え方となっていくだろう109。気候変動の進行により、厳冬や酷暑と

いった極端な気候も増加していく可能性が高いことも考えると、冷暖房需要の高まりに対して、エ

                                                   

105 国土交通省 建築物ストック統計（2017 年）より、法人等および公共の非住宅建築物の合計 
http://www.mlit.go.jp/common/001198960.pdf 

106 国土交通省 建築着工統計（2018 年計）より、非住宅建築物の合計 
http://www.mlit.go.jp/common/001271052.xls 

107 国土交通省「平成 30 年度 建設投資見通し 概要」（2018 年 8 月） 
http://www.mlit.go.jp/common/001240810.pdf 

108 オランダで始まり、英・仏・米・加に拡大している Energysprong の例など。 

1092020 年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会 HEAT20 の G1,G2 基準の考え方 
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ネルギー消費を高めない性能が是非とも必要だ。また、さらに頻発が予想される水害その他の災害

時に、外部からのエネルギー供給無しで、環境を維持できるかどうかという、レジリエンスの視点

も重要だ。 

省エネルギー性能の分野は、既に汎用化された技術、商品が市場にあり、これから革新的な技術

が開発され、商用化を待つ必要はない。断熱性能の高い住宅への需要が拡大することで、建材、そ

して住宅自体のコストが低減し、さらに多くの人の手の届くものになっていく。近年のサッシをは

じめとする省エネ建材の質の向上と価格の低下はその兆しだろう。 

職場空間の環境、快適性も多くの人の関心事である。世界的にも仕事の生産性を高めるための建

築設備設計が求められており、健康なオフィスを格付けする評価システムも導入されはじめた110。

健康、生産性といったワーカー・ユーザーに関連する要素がビルの価値を決めるものとして重要に

なってくると、早晩、既存ビルの改修需要は高まり、それにエネルギー性能の改修を繋げていくこ

とが可能となる。海外では、様々な改修事業を実施する際に、エネルギー性能のグレードアップを

義務付ける動きが始まっている（表 2-7、表 2-8）。 

脱炭素化しつつ、快適な空間を持つビルが都市の魅力を高め、世界的にみても競争力のある都市

を作り出す。世界の大都市は競ってゼロエミッションビル戦略へと進んでいる。日本も国を挙げて、

既存ビルも含めた戦略を浸透させるタイミングだ。業務ビルは、設備機器の交換、改修を定期的に

行うものであり、大規模な改修も 15～20 年の単位で実施しなくてはならない。こうした機会を逃

がさず、費用対効果の高い対策を導入していくことが必要だ。全ての既存ビルのゼロエミッション

化に強力なシグナルを送る、政府の目標、基準、ロードマップが待たれる。 

 

2050 年 建築分野のゼロエミッションにむけて 

最後に、上記の観点から家庭、業務部門の 2050 年にむけた対策・シナリオを整理する。重要な

点は、建物分野においては、今すでに汎用化している技術で、さらに大幅なエネルギー効率化を実

現できるということだ。主な対策を表 2-10 に示す。新奇なものはないが削減効果は高い。 

一方、建物分野の活動量は世帯数の推移と、業務床面積の推移に大きく影響されるが、人口減に

より、世帯数、業務の運用面積はいずれ減少していくことが想定される。こうした条件を勘案する

と、建物分野のエネルギー消費は、2050 年には家庭・業務ともに 2016 年比で半減させることは可

能だ。 

残ったエネルギー需要に対しては、太陽熱、バイオマスなど自然エネルギー熱利用以外は、全て

電力で賄う。この時点までに自然エネルギー100％電力を実現することにより、建物分野全体で脱

炭素化、ゼロエミッションを達成できる。電力がカバーする範囲は大きく広がるが、断熱性能の強

化などエネルギー効率化により、現在に比べ電力消費量を増加させないか、削減することができる。 

                                                   

110 WELL 認証（空間のデザイン・構築・運用に「人間の健康」という視点を加え、より良い住環境の創造を目指した
評価システム。 米国で開発され、2014 年にスタートしている）、CASBEE SMO（CABBEE シリーズの一つとし
て、オフィスのスマートウェルネスを評価するもの。暫定版が公開されている。）などがある。 
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このように建物分野の脱炭素化は、エネルギー効率化、電力の 100％自然エネルギー化により実

現可能であるが、これを経済的、社会的コストが最小となるように実施できるかどうかは、政策次

第である。エネルギー効率化、負荷削減、エネルギー転換、どれについても、現在導入が難しいと

して先送りにすればするほど、先の対策量、コストが大きくなり、経済・社会へのインパクトが強

くなるだろう。今後いかに早く転換政策を行うことができるか、長期削減戦略はその試金石である。 

 

表 2-10 建物分野（家庭・業務部門）における対策リスト 

主な対策（家庭） 主な対策（業務） 

 冷暖房のヒートポンプエアコン化 

 給湯ヒートポンプ化（電化）、太陽熱利

用 

 断熱性能向上 

 照明 LED 化 

 厨房電化 

 家電エネルギー効率向上 など 

 冷暖房のヒートポンプ化 

 躯体断熱性能強化 

 ポンプインバーター化、配管断熱 

 給湯ヒートポンプ化(電化) 

 照明 LED 化 

 厨房電化 

 その他動力の効率化 など 

出典）自然エネルギー財団作成 
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第 5 節 運輸部門の脱炭素化の追求 

運輸部門は日本の最終エネルギー消費の 23％を占め、二酸化炭素排出量の 19％を占める(2017

年度）。2000 年以降、GDP の伸びとは異なり貨物需要、旅客需要が伸びていないこと、エネルギー

効率化が向上していることから減少傾向で推移している（図 2-33）。 

 

 

図 2-33 運輸部門の最終エネルギー消費の推移 

出典）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」等より自然エネルギー財団作成 

運輸部門の脱炭素化を実現するために必要な技術は、乗用車、トラック、鉄道、船舶、航空など

の分野によって異なる。自家用乗用車、二輪車、タクシー、小型トラック・バスの脱炭素化は、既

に商用化している電気自動車（EV）111への転換と、電力の 100％自然エネルギー化で実現できる。

これに対し、大型トラック、航空や船舶などについては、未だ脱炭素化技術が全面的に商用化され

る段階にはなく、今後、技術開発や汎用化への取組を早める必要がある。 

また、既に EV 化が可能な分野であっても、今後の技術開発が必要となる分野であっても、効率

化を進めエネルギー消費の削減に取り組むことが必要である。他の部門と共通する重要なメッセー

ジは、新たな技術の開発を待つのではなく、2030 年までに今、利用可能な技術の最大限の活用で、

削減を進める必要があるということだ。 

1. EV による乗用車の脱炭素化 

電気自動車の技術開発の進展と低価格化 

運輸部門で最も大きな期待を担っている脱炭素技術は電気自動車（EV）である。表 2-11 は EV

とガソリン車等をエネルギー効率と CO2 排出量の観点から比較したものである。走行時のエネル

ギー効率（1 キロ走行当たりのエネルギー消費量）は、EV が最も低い。また燃料製造から走行時ま

                                                   

111 本稿では EV は主に電気自動車（BEV バッテリー電気自動車）のことをいうが、普及状況の記述ではプラグインハ
イブリッド（PHV）車も含めている。 
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での CO2 排出については、使用する電力の排出係数によって決まるため、一定ではないものの、現

段階でも EV が最も排出が少なくなっている。今後電力が低炭素化すればさらに CO2 排出が低くな

る。 

表 2-11 日本における自動車 1k ㎡走行当りのエネルギー消費量および CO2 排出量 

 
電気自動車 

(BEV) 

ガソリン車 

(内燃自動車) 

ハイブリッド車 

(HEV) 

燃料電池車 

(FCV) 

走行時のエネルギー効率 

(MJ/km)  
0.36 1.69 1.09 0.73 

走行時・燃料製造時を含めた 

CO2 排出量(g-CO2/km) 
55(59) 147(132) 95(69) 78 から 132 

 

出典）日本自動車研究所「総合効率と GHG 排出の分析」(JC08 モード)2011 年、経済産業省 自動車新時代戦略会議
（第 1 回）資料より自然エネルギー財団作成。CO2 排出量は 2009 年度の電力排出係数による。カッコ内は 2015 年度排
出係数による（経産省資料）。 

 

EV は、従来技術的課題とされていた航続距離の短さ、充電時間の長さをある程度克服し、乗用

車では、満充電で 400km 走り、30 分～1 時間で 80％の充電ができるレベルになっている。残され

た課題であるコストについても、バッテリー価格の低下にともない低下が進むと見込まれている。

交 通 部 門 の 環 境 政 策 を 専 門 と す る 研 究 機 関 、 ICCT （ The International Council on Clean 

Transportation）は、EV 価格は 2025 年前後でガソリン・ディーゼルを使う内燃自動車（ICE 車）

と同等またはそれ以下になるとの予測を示している（図 2 34）112。 

 

図 2-34 電気自動車（バッテリー車）とガソリン車の価格予想 

注）バッテリー車の年の下の値はバッテリーパックのコスト。2025 年は二つのコスト（$130/kWh と＄100/kWh）で見
積もっている。 

出典）ICCT “Power play: how governments are spurring the electric vehicle industry”（2018 年 5 月）
https://www.theicct.org/publications/global-electric-vehicle-industry  

                                                   

112 ほかにも Bloomberg NEF, 2018 Long-term electric vehicle outlook 2018 などがある。 
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こうした状況を反映し世界的に EV 販売が拡大している。ストック量もこの数年で飛躍的に伸び、

2017 年には 300 万台に達した（図 2-35）。EV 車には脱炭素性能の高さに加え、大気汚染物質の

排出ゼロ、静音、運転のしやすさなどのメリットもあり、内燃自動車との価格差が縮小していけば、

現在のような政策支援がなくても自立的に販売・保有が拡大していく局面に入っていくことが見込

まれる。 

 

図 2-35 世界における EV 保有台数の急増（2013～17 年） 

注）ストック量は 2005 年以降の累積販売台数を基に推計。各国提出の公式統計を利用（販売台数の増加傾向と整合性
があり、データが利用可能な場合）、ACEA、EFAO の資料で補完。 

出典）IEA "Global EV Outlook 2018" （2018 年 5 月）
http://centrodeinnovacion.uc.cl/assets/uploads/2018/12/global_ev_outlook_2018.pdf 

 

世界各国の EV 化政策 

世界各国は EV の普及に向け、様々な政策支援を行っている。2025 年のノルウェーを筆頭に、フ

ランス、英国、インド、オランダなどが目標年次を決め、内燃自動車の新規販売禁止を発表してい

る。気候変動対策への寄与と合わせて、ガソリン車、ディーゼル車による大気汚染を減少させたい

とする地方政府の政策も進んでいる。 

また自動車単体に対する燃費、CO2 排出規制も各国で年々強化され、EV 化の流れを促進するも

のとなっている。さらに、ゼロエミッション車販売を自動車メーカーに義務として割り当てるカリ

フォルニア州の ZEV 規制は、全米 10 州で実施され、その効果は高い。2018 年からは、割当基準

において、ハイブリッド車が EV などに比べ厳しくカウントされるようになった。各地で様々な形

で提供されている補助金や税制優遇も相まって、さらに EV 化に拍車がかかるものと予想されてい

る。 

中でも中国における EV 政策ドライブは強力だ。2015 年から開始された補助金制度の影響は大

きく、2017 年には中国市場では 78 万台の EV が販売され世界一の大市場となった。さらに 2019

年からは、カリフォルニアの ZEV 規制に似た NEV（新エネルギー車）規制が開始される。燃費規

制の対応のためにもメーカーは EV 導入に向かう。大気汚染に悩む大都市が、内燃自動車の新車登

録には、抽選やオークションが必要となる等の政策を導入したことも大きく影響し、2017 年には 6

大都市（北京、上海、深圳、天津、杭州、広州）での EV 販売は、全国の半数を占めた。中国の自
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動車メーカーも呼応して、2025 年以降、EV のみを販売するという方針を打ち出す企業もでてきて

いる。中国政府には、気候変動対策や大気汚染という環境面だけでなく、産業政策として、世界的

に競争力のある自動車・バッテリー産業を育成する強い意図がある。日本の自動車メーカーにとっ

ても、世界の販売台数における中国のシェアは、ホンダが 28％、ルノー日産が 16％、トヨタが 12％

となっており、中国の EV 化動向は無視できない。 

図 2-36 は、IEA による 2℃未満に抑えるシナリオにおける EV の導入予測であるが、2030 年で

世界の保有台数の 14％、2060 年で 84％が EV（ここではバッテリー車とプラグインハイブリッド

車）となっている。1.5℃目標を達成するには、さらに速い展開が必要だ。 

 

 

図 2-36  世界平均気温上昇を 2℃未満とするためのシナリオにおける車種別保有台数の予測 

出典）IEA “Energy technology perspectives 2017”（2017 年 6 月） 

 

日本の EV 戦略の明確化 

政府は 2019 年 4 月から「自動車新時代戦略会議」を開催し、8 月には「中間整理」が公表され

ている。この中では、世界に供給する日本車について、2050 年までに自動車 1 台あたりの温室効

果ガスを 2010 年と比べて 8 割程度削減するというゴールが設定されている。乗用車 1 台あたりに

換算すると 9 割程度の削減を目指すことになり、この水準が達成される場合には、乗用車の xEV 率

は 100%となることが想定されるとしている。ここでいう xEV 車とは電動車のことであり、BEV

（電気自動車）・HEV（ハイブリッド自動車）・PHEV（プラグインハイブリッド自動車）・FCV

（燃料電池自動車）を包含する。特徴的なのは、この中で電動車ごとの目標を示していないことで

ある。 
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また、日本国内に向けた目標としては、2010 年に策定された「次世代自動車戦略 2010」の目標

がそのまま掲げられている。これは、2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割

合を 5～7 割とするというものだ。次世代自動車の中で、電気自動車については、販売台数の 20～

30％とすることが目標となっているが、世界の自動車メーカーが次々に撤退している「クリーン

ディーゼル自動車」を 5～10％普及するという目標が含まれている。また、この戦略の中では燃料

電池自動車について 3％という目標が掲げられている。 

各国が電動車の中でも EV に焦点をしぼり、その拡大にむけて重点的に施策を展開していること

と比べると、今後の乗用車について、日本がどのような方向をめざすのか明確になっておらず、ガ

ソリン車やディーゼル車の販売に対する政策も提起されていない。 

主要な自動車メーカーであるトヨタとホンダの 2 社は、燃料電池車技術開発への大規模な投資を

続けてきており、それぞれ商用化モデルも市場に投入された。しかし、いまだ価格が高く、水素ス

テーション網の整備に莫大なコストがかかること、さらには燃料コストが電気自動車に比べ高く、

CO2 フリーとなるには自然エネルギー電力の拡大が前提になるなど大きな課題を抱えている。世界、

中国市場の EV 化の波の中で、トヨタ、ホンダの両社も EV への戦略的展開を開始した。 

欧州等に比べて少ない日本市場の EV ラインナップも、2025 年までには、国内各社の新モデルが

市場にでて、EV の販売環境が改善され、販売は拡大するといわれている。今後、自動化や IoT の

活用を始めとして、モビリティサービスでの大きな変革が見込まれており、各社とも技術開発、投

資を集中させている時期である。脱炭素化に向けてさらに加速が必要になっていく。急速に EV 化

の進む世界の乗用車市場の中で、日本がどのような戦略をとるのかが問われる。 

 

2. トラック、バスの脱炭素化―EV 化の展望 

図 2-37 は、運輸部門の CO2 排出量のモード別のシェアである。電化の展望が大きい分野を示し

てある。現在の EV 技術で脱炭素が可能な乗用車は 49％と最もシェアが高い。次いで大きい 37％

のシェアを占めるトラックの約半分が小型トラックであり、走行距離が比較的短く、ルートも域内

にとどまることから EV 化しやすいとされている。特に市街地での走行は、大気汚染や静音等で EV

のメリットが生かせることから、既に導入が始まっている。現在、日本のトラックメーカー3 社が

それぞれ小型 EV トラックの商用モデルを展開しており、宅配便、コンビニ各社などが導入してい

る。また、三菱ふそうトラック・バス株式会社は、米国大手輸送会社 UPS への納入を開始すると

ともに、世界市場にむけて電気トラックの量産体制が整ったことを発表している。 
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図 2-37 モード別排出シェアと電化展望 

出典）資源エネルギー庁「エネルギー白書 2018」より自然エネルギー財団作成 

大型トラックの EV 化についても、従来から課題であった航続距離が伸びつつあり、実証事例が

でてきている。2017 年 11 月に発表されたテスラの大型 EV トレーラー・トラック SEMI は、満充

電で 300 マイル(480 キロ)あるいは 500 マイル（805 キロ）走り、約 36 トンを輸送可能、価格は

15 万ドル（約 1600 万円）からとなっており、競合するディー ゼル車との価格差は 1 割程度となっ

ている。運用コストが 2 割安くなることから、数年で追加コストは回収できるとされている。現在

自社のネバダ州の工場から、カリフォルニア州の組み立て工場まで、荷物を運ぶ実証テストを開始

し、2019 年中には販売開始の予定だ。フォードも 2018 年のモーターショーで、EV 大型トラック

のコンセプトカーを発表している。 

大型トラックでは、乗用車、小型トラックとは異なり、燃料ステーションの整備も限定的なもの

で済むことから、燃料電池―水素の組み合わせも可能性がある。しかし、商用化目前の大型電気ト

ラックの動向をみると、開発・汎用化・インフラ整備のスケジュールを相当急ピッチで進める必要

がある。 

バスに関しては、路線バスの場合はルートが決まっており、航続距離が比較的短く、バスの車体

価格とランニングコストを含めた保有コストでは、燃費および整備費が安いため、現在でもディー

ゼルバスや CNG バスよりも安くなりうる。このため大気汚染や騒音などの環境対策に迫られる都

市が導入を始めている。特に中国では世界の E バス市場の大半、10 万台以上が販売されており、

2017 年には、人口 1300 万人を超える深圳市で、市バス 16,359 台が全て EV となった。中国、ヨー

ロッパの都市では政府や EU の支援もあり、さらに導入が進むだろう。また、大都市による気候変

動対策のネットワークである C40 も E バス導入のイニシアティブを展開している。 

日本では横浜市や、岐阜市など、ごく限定的な区間で E バス導入が始まっているが、まだスケー

ルは小さい。東京オリンピックを契機に 100 台以上の燃料電池バスを導入する計画が進んでいる

が、当面はコストが高いと思われる水素燃料費や、ステーション整備などが、中長期的にみても経

済的に持続可能な選択肢であるのかどうかは、再評価が必要だろう。 
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3. 船舶・航空における脱炭素化 

船舶は航空とともに最も脱炭素化が遅れている分野といえる。とはいえ、パリ協定に直接的には

包含されていない国際海運の排出の枠組みが、2018 年に国際海事機関 International Maritime 

Organization（IMO）で決定された。まだその脱炭素化に向けた歩みは遅いが、OECD の国際交通

フォーラムは 2035 年までの脱炭素化を掲げ、対策を提言している113。国内海運は、国際海運に先

駆けて対策を進めるべきであるが、レポートに挙げられている脱炭素化策は、国際、国内問わず共

通している（表 2-12）。 

表 2-12  海運における脱炭素化策 

対策の種類 主な対策 

技術 材料の軽量化、船体の痩身化、空気抵抗の軽減、推進装置の改良、熱回収 

運用 低速化、船体の大きさ、船舶―港湾インターフェイス（荷揚げ／降し、バージ、

港湾関連手続き、など）、陸電、スマートシッピング 

代 替 燃 料 ／

エネルギー 

先進バイオ燃料、LNG、水素、アンモニア、燃料電池、電気、風力、太陽光 

出典）International Transport Forum, OECD 2018, “Decarbonising Maritime Transport- Pathways to zero-carbon 

shipping by2035” （2018 年 3 月） 

 

船舶の脱炭素化に向けては、新たなエネルギー源の開発やそれを活用する燃料効率の高い新船舶

技術だけでなく、エネルギー効率化技術、航行や港湾側の取組も含めた運用など、全ての面での対

策が追求されなければならない。そのために、燃費規制の強化や新造船の燃料効率化デザインへの

誘導が必要だ。 

脱炭素化に向けた取り組みはまた、新たなビジネス機会の創出を意味する。2018 年、日本郵船

は、CO2 排出ゼロのコンセプト船「スーパーエコシップ 2050」を発表した。海外では、2017 年に

電力フェリー船がスウェーデンとデンマーク間で就航しており、4 キロメートルの区間で 1000 人

を超える旅客、240 台の自動車を運ぶ。ノルウェーではヤラ社をはじめとする企業グループが自動

運転の電力貨物船を開発中で、2019 年に運航開始と発表されている。すでに脱炭素に向けた競争

が始まっている。日本ではまだ C 重油を使用している船舶も多く、国際的な SOx 規制の強化は、

エネルギー効率化、脱炭素に向けた取組を強化する好機でもある。 

航空分野からの現在の排出量は、旅客貨物合わせても運輸部門全体の 5％と大きなシェアではな

いが、今後航空需要の増加が見込まれており、対策の強化が必要である。国際民間航空機関

（International Civil Aviation Organization: ICAO）は、新造航空機の燃費規制を定めるとともに、

国際線の運航に伴う CO2 排出について、CORSIA（Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation）と呼ばれるカーボンオフセットのプログラムを 2020 年から開始する準備

                                                   

113 International Transport Forum, OECD, “Decarbonising Maritime Transport- Pathways to zero-carbon shipping by 
2035”（2018 年 3 月） 
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を進めている。しかし、将来の需要増加が国際線を中心に見込まれ、加えて電化が困難であること

から、脱炭素化の実現が最も難しい部門の一つとなっている。 

そのため、バイオマスを原料としたバイオジェット燃料に大きな期待が集まっている。すでに、

ロサンゼルス国際空港やオスロ空港など、世界 6 箇所の空港で、バイオ燃料を混合したジェット燃

料の供給が始まり、KLM や SAS、ルフトハンザなどの 15 万便以上のフライトでバイオ燃料が使わ

れている114 。ただし、現在のバイオ燃料の生産能力は世界の需要量の 0.1%にとどまっており、大

幅な CO2 削減に寄与するためには、国際的な協調の下、大幅な技術発展と増産が不可欠な状態であ

る。 

その際に前提となるのが、バイオエネルギー全般に当てはまることであるが、生産地の環境や生

産・運搬までのサプライチェーンの LCA 評価などに配慮した持続可能性の確保である。この点で、

食料を原材料としない、次世代バイオ燃料（廃棄物やセルロースを原材料とした第 2 世代、藻類な

どに燃料を生産させる第 3 世代）への期待が高まっている115 。 

日本でも、2017 年度よりバイオジェット燃料の開発プロジェクトが行われている116 。国際的な

航空業界の脱炭素化をリードし、海運と同様、運用も含めた技術革新によるエネルギー効率の向上、

バイオ燃料等の自然エネルギー利用に向けて舵を切っていくことが必要である。 

 

4. EV 化とエネルギー効率化で運輸部門の脱炭素をめざす 

運輸部門の脱炭素化には、表 2-13 に示すような様々な技術が存在する。図 2-37 に示したよう

に、運輸部門全体の排出量の 7 割程度は乗用車、トラック、バスなどの EV 化による脱炭素化が展

望できる。したがって EV 化の徹底的な促進策を進めるべきだ。100%の自然エネルギー電力が実

現すれば、燃料としての電気だけでなく、バッテリー製造時に消費する電力も脱炭素化することが

できる。LCCO2 削減の観点からも、自然エネルギー電力 100％と EV 化が重要である。 

運輸部門の脱炭素に向け重要なのは、他の分野と同様に、需要側からの動きが既に始まっている

ことである。2017 年ニューヨークのクライメートウィークを機に発足した EV100117は、先進的な

企業が一団となって EV 化への変革に拍車をかけ、2030 年までに EV の利用を新たな常識とするこ

とを目指す国際イニシアティブだ。現在イケア、バンクオブアメリカ、ドイツ郵政 DHL グループ

など 35 社が署名、日本からもイオンモール、アスクル、NTT が参加している。参加企業は、2030

年までに少なくとも下記の条件のひとつを実行するとしている。 

                                                   

114 ICAO “Global Framework for Aviation Alternative Fuels”  
https://www.icao.int/environmental-protection/GFAAF/Pages/default.aspxx 

115 IRENA (2017) Biofuels for aviation 
https://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_biofuels_for_aviation_2017.pdf 

116 NEDO「バイオジェット燃料生産技術開発事業（2017～2020 年度）」において、微細藻類と木くずからの生産の 2
つの経路の技術開発が行われている。 

117 “The Climate Group EV100” ウェブサイト https://www.theclimategroup.org/project/ev100 
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 企業が直接所有またはリース保有する車両の EV 化 

 サービス契約に電気自動車の使用に関する規約をいれる 

 関連するすべての施設内に EV 充電設備を設けて、従業員の電気自動車利用を推奨す

る 

 関連するすべての施設内に EV 充電設備を設け、顧客の電気自動車採用を推奨する 

また、大都市による気候変動対策のネットワークである C40 のイニシアティブ「Fossil Free 

Streets Declaration」118は、2025 年までにゼロエミッションバスのみを購入すること、2030 年まで

に主要なエリアをゼロエミッション地域とすることなどへのコミットを宣言するものだが、現在パ

リ、ロンドン、ロサンゼルス、コペンハーゲン、東京など 27 都市が参加、その実施にむけ協働し

ている。 

貨物輸送においても、荷主が率先して脱炭素に資する物流を進めることが脱炭素化への鍵となる。

現在、荷主に対しても省エネ法が強化され、荷主同士の連携や、荷主と運送事業者の連携など、協

働化を促進する方向が打ち出されているが、さらに対象を拡大して、個人を含めて広く荷主の責任

を問い、対策を求めるなど、需要側への働きかけを強めるべきだ。 

冒頭でも記したとおり、2050 年に向けて最も重要なことは、EV 化によるエネルギー転換と同時

にできるだけ早くエネルギー消費の大幅削減、エネルギー効率化に向けて効果的な対策を導入して

くことだ。そのためには、燃費規制の前倒しや、EV を含めた燃費規制を可能にする CO2 基準の導

入、カリフォルニア、中国が導入しているような ZEV 割当規制の導入も考えるべきである。 

社会の成熟期にはいった日本では、人口減とともに旅客輸送量を無理なく抑えていくことができ

る。従来の公共交通だけでなく、コミュニティレベルで運用可能な新たなモビリティサービスが出

現することで、自家用車の単独利用から脱却し、さらに輸送効率が向上する可能性もある。高齢化

はこれに拍車をかけるだろう。単にこれまでの政策の延長として交通、輸送手段のエネルギー効率

化を進め、エネルギー転換を図るだけでなく、この機会にクリーンで安全で自由、そして効率的な

脱炭素のモビリティーを全ての人に届けることを目標として、まちづくり、エネルギー、福祉や医

療も含めた政策が脱炭素を機に総合的に進めることを志向したい。 

  

                                                   

118 “C40 Cities” ウエブサイト https://www.c40.org/other/fossil-fuel-free-streets-declaration 
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表 2-13 運輸部門の脱炭素化技術 

出典）自然エネルギー財団作成 

  

カテゴリ 種類 脱炭素技術 技術評価 
経済性 

評価 
メリット・課題 

運輸旅客 自家用乗用車、

二輪車、 

タクシー、 

小型バス 

EV＋100％RE 電力 商用化 

2025 年ごろ 

ガソリン車と

同等 

蓄電池として活

用可能、バッテ

リーの高 LCCO2 

大型バス 
EV＋100％RE 電力 

または燃料電池車 

EV は商用

化間近 

路線バスでは

早期ペイバッ

ク可能 

海外で路線バス

は実用化、長距離

バスに課題 

運輸貨物 
小型トラック EV＋100％RE 電力 一部商用化 △  

大型トラック 
EV＋100％RE 電力 

または燃料電池車 

EV は実証

段階 
 

EV は航続距離ま

たは充電速度が

課題 

鉄道・船舶・

航空 

鉄道（非電化） バッテリー駆動など    

船舶 電動、バイオ燃料、水素 

商用化は 

まだ先 

（大型） 

 重油船舶規制 

航空 電動、バイオ燃料、水素 
商用化は 

まだ先 
 

代替バイオ燃料

の開発が進行中 
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第3章 脱炭素社会への社会・制度イノベーションの展開 

3.1 日本の長期削減戦略に求められるもの 

第 2 章では、日本において脱炭素社会を実現するために特に重要な 5 つの戦略を提起した。これ

らは排出部門別の戦略を示したものだが、長期削減戦略には、全体を貫く明確な目標と戦略を織り

込むことが必要である。その内容としては、以下の 3 点が不可欠だ。 

⚫ 2050 年に CO2 の国内排出実質ゼロをめざすことを明確にする 

⚫ 2030 年までの排出削減を加速する 

⚫ いま既に利用可能なエネルギー効率化と自然エネルギー技術を全面展開するための社会・制

度イノベーションを実行する 

2050 年国内排出ゼロを明確な目標として掲げることにより、めざすべき日本の姿が明らかにな

る。企業も自治体もみずからの活動の大きな方向性を描くことが可能になる。 

また、日本の長期戦略は IPCC の 1.5℃特別報告書が公表されてから初めて策定される先進国の

長期戦略になる。2050 年の実質排出ゼロを目指すべき目標として掲げることにより、日本が世界

の気候変動対策をリードする姿勢を明確に示すことができる。 

このように 2050 年目標の明確化は重要だが、それだけでは不十分だ。2050 年排出ゼロは、2030

年までの排出削減を加速することによってのみ可能になる。第 2 章で述べたように、自然エネル

ギーの利用拡大、エネルギー効率化、産業・運輸部門での削減など、どの分野についても、今から

2030 年までに脱炭素化への大きな転換を実現してこそ、2050 年目標の達成を具体的に描くことが

できる。 

実際に気候変動の進行を抑制する上でも早期の対策が必要だ。気温上昇の程度は温室効果ガスの

累積的な排出量によって左右される。2050 年近くになって削減対策を強化するのでは間に合わな

い。 

排出ゼロ目標の実現はもちろん容易ではないが、世界はエネルギー効率化と自然エネルギーとい

う、いま直ちに利用可能な排出削減技術を手にしている。国際機関や先駆的に対策を進める国と地

域の戦略が示しているように、排出ゼロに至る削減のほとんどの部分をこの二つの技術の全面適用

で達成することができる。長らく取り組まれてきた気候変動への世界の取組みは、技術的にも経済

的にも利用可能な強力な武器を与えてくれている。 

本提言でデータと共に示したように、太陽光発電や風力発電などの劇的な価格低下が進み、安価

に大量の供給が可能になっている。自然エネルギー電力による脱炭素化のインパクトは他部門にも

及ぶ。これまで化石燃料に依存していた自動車燃料の多くも電気自動車への転換により、自然エネ

ルギーによる脱炭素化を進めることができる。業務・家庭部門のエネルギー消費で大きな割合を占

める低温の熱利用も、ヒートポンプの利用による自然エネルギー電力での対応が可能だ。鉄鋼生産

における電炉の活用など、産業部門での電化が可能な分野も多い。電力部門で先行する自然エネル
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ギーの急成長は、電化の進展を通して、運輸・産業・業務・家庭という他部門の脱炭素化を可能に

していく。 

本提言のゼロエミッション戦略や素材産業の脱炭素化の提言で示したように、エネルギー効率化

のポテンシャルも、これまで思われていたよりも遥かに大きいことが明らかになっている。 

日本の長期戦略が明確に発信すべきなのは、いま利用可能な削減技術を経済活動、社会生活の

隅々までに適用する社会・制度イノベーションを実施するというメッセージだ。 

 

3.2 国が提起する「不確実性戦略」の弊害 

2018 年のエネルギー基本計画改定以降、2050 年までの削減戦略策定に関し、国が発するメッセー

ジの中には、「再生可能エネルギーの主力電源化」や「もはや温暖化対策は、企業にとってコスト

ではない。競争力の源泉」だという認識など、脱炭素社会をめざす世界の流れに沿った積極的な内

容もある。 

一方その反面で、気候変動対策の前進を妨げかねないメッセージも発せられていることを指摘し

なければならない。 

エネルギー基本計画は、2050 年への戦略を語る中で、しきりに将来の「不確実性」を強調する。

「2050 年という長期展望については、技術革新等の可能性と不確実性、情勢変化の不透明性が伴

い、蓋然性をもった予測が困難である」119。 

この認識に立って国が打ち出したのは、「全方位の複線シナリオ」なるものである。「現時点で

は経済的で脱炭素化した、変動するエネルギー需要を単独で満たす完璧なエネルギー技術は実現し

て」いないため、「再生可能エネルギーや水素・CCS、原子力など、あらゆる選択肢を追求する『エ

ネルギー転換・脱炭素化を目指した全方位での野心的な複線シナリオ』を採用する」というのが、

国が打ち出した戦略なのである。 

2050 年までの展開に一定の不確実性があることは当然である。しかし、世界のエネルギー選択

の現実の中でますます明らかになっている結論を、「不確実性」の強調で覆い隠すのは誤りだ。 

自然エネルギー（再生可能エネルギー）、水素・CCS、原子力というエネルギー技術は、国が描

くような選びとることの難しい選択肢ではない。既に述べたように自然エネルギーによる 100％の

電力供給は、達成可能な実践的な目標となっている。その反面で原子力発電は放射性廃棄物処理の

展望が一向に見えないことに加え、高コスト化が進み経済的にも選択肢になりえなくなった。火力

発電の排出削減策としての CCS が現実的な選択肢でないことは既に指摘した。 

「不確実性」と「複線シナリオ」の強調は、次の 3 点で脱炭素化に向けた日本の取組みを誤らせ

るものになる。 

                                                   

119 「エネルギー基本計画」P.10（2018 年 7 月 3 日閣議決定） 
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/180703.pdf 
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第 1 に、国と民間の資源を集中し、急速に進めるべき自然エネルギー拡大の重要性をあいまいに

する。企業は長期的・安定的に自然エネルギーの大量導入をめざす目標と戦略が示されてこそ、こ

の分野に大きな投資を進めることができる。欧州各国で、洋上風力発電が急速に拡大し価格低下が

進んだのは、その端的な事例である。現実の基づかない「不確実性」を強調するのは、民間の投資

意欲を損なう誤ったメッセージである。 

第 2 は、その裏返しであり、石炭火力発電と原子力発電という、できるだけ速やかなフェーズア

ウトを進めるべきエネルギー源を温存する口実となる、という点である。日本の金融機関も、新規

の石炭火力発電投資を避ける方向性を示し始めているが、「高効率」の石炭火力を選択枝に残すな

ど海外の金融機関の姿勢に比べ、あいまいさが残るのは、国が石炭火力を温存する政策を維持して

いるからである。 

そして第 3 は、複線シナリオの実現のためとして、「非連続の技術開発」の必要性を強調し、こ

こへの資源投入を重点化しようとする点である。エネルギー基本計画は、「2050 年エネルギーシナ

リオは、非連続の革新技術での対応を念頭に置く」という方向を示している120。 

もちろん温室効果ガスの排出ゼロを完遂していく過程では、既存の技術だけでは対応できない部

分が残ることはあり得る。利用可能な技術を徹底活用して、なお残る排出を削減する対策として、

「非連続の技術開発」自体に取り組むこと自体は必要だ。しかし、国の描くシナリオは、自然エネ

ルギーとエネルギー効率化という既存技術の徹底的な活用を怠りながら、水素やカーボンサイクル、

CCU のような「非連続の技術開発」を強調するという特徴がある。 

本来、国が選択すべきなのは、脱炭素社会への実現に向け、自然エネルギーとエネルギー効率の

徹底活用を進めるシナリオである。具体的には、まず 2030 年の排出削減目標と自然エネルギー導

入目標を大幅に引き上げることが必要だ。現在、利用可能な技術の徹底した活用を怠り、また石炭

火力を温存しながら、脱炭素化のために「非連続の技術開発」が必要だと強調しても、その主張に

は全く説得力がない。 

 

3.3 脱炭素社会の基本ルールを日本に 

世界がその実現を目標として定めた脱炭素社会は、化石燃料の大量消費によって発展したきたこ

れまでの社会とは異なる行動原理を求めている。経済の成長、生活の豊かさの追求のためであって

も、大気中への放出を許される温室効果ガスの量には厳しい制限が課せられ、CO2 の実質排出量は

2050 年にはゼロになることが求められる。気候変動の危機を回避しながら、世界が排出すること

のできる温室効果ガスの限度量、カーボンバジェットの残りは僅かだ。 

企業の活動、社会生活のあり方にも、これまでとは違ったルールが求められる。だが脱炭素社会

が求めるルールは、豊かさを犠牲することを求める規制ではない。安価な自然エネルギーの利用と

                                                   

120 「エネルギー基本計画」P.105（2018 年 7 月 3 日閣議決定） 
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/180703.pdf 
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エネルギー効率化により、脱炭素社会において、成長と豊かさを持続可能な形で実現することが可

能になったのだ。 

外務大臣の下に設置された「気候変動に関する有識者会合」の提言は、「エネルギー効率化と再

生可能エネルギーを脱炭素化の中心におく」ことを求めている。また、世界で進む脱炭素化のルー

ルメイキングに言及し、「脱炭素経済のルールづくりが日本不在のまま続けば、世界的に活動する

日本の企業にとって、大きなマイナスになりかねない」と警鐘を発している121。 

脱炭素社会の実現に向け、企業活動、社会生活のあり方を変える社会・制度イノベーションを実

行することが必要だ。「経済の血液」ともよばれる金融では、投融資の判断基準に気候変動リスク

など持続可能性の考慮を求める ESG 金融が急速に拡大している。また、金融機関のみならず企業

にも気候変動のリスクと機会の開示を求める TCFD の提言が広く受け入れられつつある。TCFD

に賛同し署名した日本の企業・機関は既に 62 に達している。これは世界全体（計 602 企業・機関）

の 10%強を占める（2019 年 3 月 14 日現在）122。 

ESG 金融や TCFD 提言のように、日本でも脱炭素社会の実現に必要な基本ルールとして定着が

始まったものもある。しかし、他方、国際的には広がりつつも日本での導入が遅れているものもあ

る。その代表例はカーボンプライシングだ。 

カーボンプライシングは、温室効果ガス排出量に対して均一の価格を付け、それまで無料で排出

を許されていた温室効果ガスの費用を「見える化」するものだ。具体的な制度としては、炭素税と

排出量取引制度がある。その意義については、「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」

の報告書123が次のように指摘している。 

「カーボンプライシングの下では、温室効果ガス排出による費用が公平に「見える化」されるた

め、各排出削減対策に要する費用と、カーボンプライシングによる負担とを比較しながら、排出削

減を行うことが可能になる。」「各主体が安い排出削減対策、すなわちコストパフォーマンスの高

い対策から順に選択し、実行することで、社会全体の削減コストが最小化されるため、明示的カー

ボンプライシングが削減目標の達成のために最も費用効率的な手段となる。」 

また、カーボンプライシングは、汚染防止対策と規制措置の費用を汚染者が負担するべきという

汚染者負担の原則を気候変動対策に適用するという意義もある。大気汚染や水質汚染を引き起こす

公害物質の排出には、汚染者負担の原則が適用されているのに、人類の存続自体も脅かす危険な気

候変動の原因物質の排出には、この原則が適用されないのは、合理的な状況ではない。 

                                                   

121 外務省 気候変動に関する有識者会合 エネルギーに関する提言「気候変動対策で世界を先導する新しいエネルギー外
交の推進を」（2018 年 2 月 19 日）https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000335203.pdf 

外務省 気候変動に関する有識者会合 気候変動に関する提言「脱炭素国家・日本を目指し、気候変動対策を日本外交の
主軸に」（2018 年 4 月 19 日）https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000356248.pdf 

122 経済産業省ウェブサイト「気候変動に関連した情報開示の動向」 
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/disclosure.html 

123 「『カーボンプライシングのあり方に関する検討会』取りまとめ～脱炭素社会への円滑な移行と経済・社会的課題と
の同時解決に向けて～」（2018 年 3 月）https://www.env.go.jp/earth/cp_report.pdf 
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カーボンプライシングは世界では既に、44 ヶ国・27 地域で導入されている（図 3-1）124。アジ

アだけで見ても、韓国が 2015 年に排出量取引制度（ETS）を導入し、中国は 2013 年 6 月～2014

年 6 月にかけて北京・上海など 2 省 5 市でパイロットプログラムを導入したのに続け、2017 年 12

月には、電力部門を対象に全国大の ETS を開始する通達を出している125。 

 

 
図 3-1 各国・地域のカーボンプライシング導入・検討状況 

出典）World Bank “Carbon Pricing Dashboard Map & Data”（2019 年 3 月 15 日アクセス） 
https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data 

 

日本でも、制度導入に向けた議論は、20 年近く前、2000 年から延々と続けられている126。国で

の導入が進まない間に、東京都は「二酸化炭素の総量削減と排出量取引制度」を 2008 年に条例化

し、既に 2010 年度から実施している。東京都の制度は、当時の日本経団連や電気事業連合会、鉄

鋼連盟などが強硬な反対論を繰り返す中でも、都の環境局が導入反対論に根拠がないことを示し、

対象となる都内企業の意見を踏まえた制度設計を行い、東京都議会の全会一致の賛成で実現したも

のだ。導入後、今日にいたるまで都内企業の積極的な参加により着実に運営されている。都の発表

によれば、2017 年度は対象となっている大規模事業所の排出量を 27％削減する実績をあげている

127。 

国では、2012 年 10 月に「地球温暖化対策税」が導入された。これは炭素税の一種であるが、そ

の税率は 1 トンあたり 289 円という極めて低いものである128。先行的にカーボンプライシングを導

                                                   

124 World Bank “Carbon Pricing Dashboard Map & Data”（2019 年 3 月 15 日アクセス） 
https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data 

125 環境省 中央環境審議会 カーボンプライシングの活用に関する小委員会 第 2 回（2018 年 8 月 27 日） 
資料 2「カーボンプライシングの意義・効果及び課題等」https://www.env.go.jp/council/06earth/y0619-02/mat02.pdf 

126 2000 年には環境省が「排出量取引に係る制度設計検討会」を設置している。 
環境省中央環境審議会「我が国における国内排出量取引制度の在り方について（中間整理）」（2010 年 12 月）
https://www.env.go.jp/council/06earth/r0610-01.pdf 

127 東京都環境局「東京都 キャップ＆トレード制度 第二計画期間 3 年度目の実績」（2019 年 2 月 19 日）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/data/index.files/CapandTrade2017result_J_.pdf 
注）対基準排出量比。基準排出量は、事業所が選択した 2002 年度から 2007 年度までのいずれか連続する 3 か年度の排
出量の平均値である。 

128 環境省「地球温暖化対策のための税の導入」https://www.env.go.jp/policy/tax/about.html 

排出量取引制度（ETS）【導入済み／予定】

炭素税 【導入済み／予定】、ETS【検討中】

ETS 【導入済み／予定】、炭素税 【検討中】

ETSまたは炭素税 【検討中】

炭素税 【導入済み／予定】

ETSならびに炭素税 【導入済み／予定】

44ヶ国、27の地域が
カーボンプライシングを導入済み
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入し、大きな成果を上げているスウェーデンの炭素価格（2018 年）は約 15,000 円／t-CO2 であり

129、日本の税率はその 50 分の 1 という水準である（図 3-2）。 

 

 
図 3-2 炭素税の水準比較 

出典）環境省「カーボンプライシングの活用に関する小委員会」（第 4 回）資料 2（2018 年 11 月） 
https://www.env.go.jp/council/06earth/post_71.html 

 

2018 年から中央環境審議会に設置された「カーボンプラシングに関する小委員会」130での検討

が進められているが、議論を重ねることが許される段階はとうに過ぎている。 

国際的には、オイルビジネスも含め多くの企業がカーボンプライシングの導入を支持している。

これ以上、制度の導入を遅らせれば、日本は気候変動の危機に真剣に立ち向かう意思のない国とし

て指弾されることになるだろう。 

脱炭素社会の実現に向けて必要な基本ルールの中で、日本での導入が遅れているもう一つの大き

な要素は、電力システム改革の徹底である。公正で競争的な電力システムの実現は、欧米では脱炭

素社会への転換がテーマとなるずっと前から、経済システムの自由化の文脈の中で実行されてきた。

自然エネルギーの大量導入が脱炭素社会実現の最重要の課題となる中で、長らく地域独占の電力シ

ステムが続いてきた日本においては、電力システム改革の徹底が脱炭素社会の実現に必須の社会・

制度イノベーションにもなっている（この問題については、自然エネルギー財団から別途、提言を

公表する予定である）。 

 

                                                   

129 環境省 中央環境審議会 カーボンプライシングの活用に関する小委員会 第 2 回（2018 年 8 月 27 日）資料 2
（P.46）「カーボンプライシングの意義・効果及び課題等 https://www.env.go.jp/council/06earth/y0619-02/mat02.pdf 

130 環境省「地球温暖化対策」https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cp/index.html 
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3.4 いま、次の世代への責任を日本からも果たす 

2018 年 8 月 20 日、15 歳の高校生、グレタ・トゥーンベリが気候変動対策の強化を求めて学校

を休み、スウェーデン国会の前で始めた抗議活動は、いまや全世界に広がっている。2019 年 3 月

15 日には、世界 120 ヶ国以上でストライキが実施され、160 万人以上の若者たちが学校の授業を

ボイコットし、抗議活動に参加した131。「世界があと 50 年で壊れてしまうというのに、なんで私

たちが学校に行かなければならないのか」若者たちは、気候変動対策の重要性を語りながら、必要

な対策を行ってこなかった現代世代に痛烈な批判の声をあげている。 

2019 年 1 月 25 日、ダボスで開催された世界経済フォーラムでのスピーチで、グレタはカーボン

バジェットの重要性についてもこう語っている132。 

 

「気候変動の危機は一度も本当に危機として扱われたことはなかったから、みんな毎日の生活に

どれほどまでの影響をもたらすものか気がついていない。カーボンバジェットなんてものがあるこ

とを知っていないし、残っているのがどれほど少ないかもわかっていない。こんな状況は、います

ぐ変わらなくてはならない。 

カーボンバジェットをすごい勢いで使い果たしつつあること知ってもらい、理解してもらうほど

大切なことはない。カーボンバジェットこそ私たちの世界の新しい通貨に、現在と未来の経済の本

当の中心にならなければいけない。」 

 

気候変動の危機はいま現実に起こりつつある。現代世代に問われているのは、遠い未来の世代へ

の責任ではなく、我々に直接つながる次の世代への責任である。 

気候変動の予測に伴う不確実性をあげつらい、対策技術の不確定性を理由にして、また、「日本

での削減より海外への貢献が重要だ」という口実で、日本国内での大幅削減に必要な取り組みを先

送りすることは許されない。 

日本でも、パリ協定と整合する「科学的根拠に基づく二酸化炭素排出量削減目標（SBT）」の策

定にコミットメントする 70 社以上の企業、ゼロエミッションを目標に掲げる地方自治体など、次

世代への責任を果たすために行動を開始したたくさんの非政府アクターが登場してきている。 

国の気候変動政策は、あまりにも長い間、いろいろな言い訳で脱炭素社会への転換に必要な対策

の導入を先送りしてきた。残された時間はもうほとんどない。2019 年に策定される長期削減戦略

は、日本からも本当に実効性のある気候変動対策への取組みが始まったことを示す、その第 1 歩に

しなければならない。 

                                                   

131 TIME 'It's Literally Our Future.' Here's What Youth Climate Strikers Around the World Are Planning Next 
http://time.com/5554775/youth-school-climate-change-strike-action/ 

132 The Guardian “'Our house is on fire': Greta Thunberg, 16, urges leaders to act on climate 
Greta Thunberg”（2019 年 1 月 25 日） 
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/25/our-house-is-on-fire-greta-thunberg16-urges-leaders-to-act-
on-climate 
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