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菅総理が2050年温室効果ガス排出ゼロを宣言
（2020年10月）

出典：内閣官房
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EU、中国、米国も排出ゼロへ

出典：EU、UN、joebiden.com
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気温上昇を1.5℃に抑制する重要性

出典：IPCC
Intergovernmental Panel

on Climate Change

（気候変動に関する政府間パネル）

IPCC1.5℃特別報告書
（2018年10月）
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温室効果ガスによる地球温暖化

出典：環境省
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気温上昇による環境影響（1.5℃と2℃の違い）

出典：環境省
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1.5℃に抑えるためには2050年に排出ゼロ

出典：環境省
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2020年に発生した主な異常気象

出典：環境省
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気候変動による食糧生産への影響

出典：農林水産省
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グテーレス国連事務総長（2020年7月）

出典：United Nations

気候正義

先進国のリーダーに向けて、不平等を是正する行動を求める。

不平等（被害）：先進国＜開発途上国
現世代＜将来世代
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国別の温室効果ガス排出量
（2017年、エネルギー起源）

出典：資源エネルギー庁
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気候に関するリーダーサミット（4月22~23日）

出典：米国務省

排出量上位5カ国（中・米・印・露・日）を含む26カ国の首脳が参加
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リーダーサミットにおける菅総理の宣言

出典：外務省
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気候変動の国際会議 COP26（10月31日～11月13日）

130カ国以上の首脳が演説、中国とロシアは欠席

出典：内閣官房
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主要国・地域の排出削減目標

国・地域 削減目標（COP26開催時点）

EU 2030年：55％削減（1990年比）、2050年：実質ゼロ

英国 2030年：68％削減（1990年比）、2050年：実質ゼロ

米国 2030年：50～52％削減（2005年比）、2050年：実質ゼロ

日本 2030年度：46％削減（2013年度比）、2050年：実質ゼロ

中国 2030年：ピークアウト（増加から減少へ）、2060年：実質ゼロ

ロシア 2030年：30％削減（1990年比）、2060年：実質ゼロ

インド 2030年：33％削減（2005年比）、2070年：実質ゼロ
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日本の温室効果ガス排出量

出典：環境省

2013年度が最大

2019年度
14％削減
（年率2％強）

2030年度
31％削減
（年率2%）

45％削減
（年率4%）
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日本の排出量の85％はエネルギー起源のCO2

出典：環境省
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部門別のエネルギー起源CO2排出量

出典：環境省



➢ エネルギーの需要をさらに減らす
（特に産業部門、生産量の縮小も必要）

➢ エネルギーを脱炭素に、熱から電力へ転換
（熱は化石燃料に依存）

➢ 再生可能エネルギーの電力を最大限に増やす
（原子力、水素、二酸化炭素回収・貯留は？）
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2030年度46％削減の主な手段
（従来の削減目標26％からの上積み）
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第6次エネルギー基本計画（10月22日、閣議決定）

出典：資源エネルギー庁



21

第6次エネルギー基本計画

出典：資源エネルギー庁
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石炭火力を廃止できない日本

出典：朝日新聞

英国など46カ国が石炭廃止で連携、日本・米国・中国は不参加
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CO2排出量が圧倒的に多い石炭火力

出典：環境省
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主な国の最も安い発電方法（2020年上半期）

出典：Bloomberg NEF

陸上風力
洋上風力
太陽光
太陽光（追尾式）
天然ガス
石炭
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電力の生産に伴うCO2排出量

出典：国際エネルギー機関
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EUは経済成長とCO2削減を両立

出典：自然エネルギー財団
（世界銀行などの資料をもとに作成）
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Unilever：環境負荷の低い製品の売上が成長

出典：Unilever
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Unilever：全世界の事業拠点で再エネ100％

出典：Unilever

2020年から再エネ100％の電力で事業を運営
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新車販売台数に占める電気自動車のシェア

出典：REN21
（IEAのデータをもとに作成）

日本は1.2％（2020年）
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テスラ：太陽光パネルと蓄電池も販売

出典：Tesla
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Volkswagen：再エネ電力を子会社で販売

出典：Volkswagen
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出典：自然エネルギー財団
（国際エネルギー機関のデータをもとに作成）

再生可能エネルギーによる電力の比率

＊電力の輸出入を除いた国内消費量における比率



33

日本の経済成長とCO2排出量

出典：自然エネルギー財団
（世界銀行などの資料をもとに作成）
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日本政府が推進する「グリーン成長戦略」

出典：経済産業省
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グリーン成長戦略における重点産業

出典：経済産業省
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2050年のエネルギー構成

出典：経済産業省
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日本における発電コストの見通し（新設の場合）

出典：BloombergNEF

太陽光

陸上風力

天然ガス

石炭



年間

北米
南米

欧州
中東
アフリカ

アジア
太平洋

累積

累積

単位：100万kW
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出典：BloombergNEF

企業による再エネ電力の購入契約（全世界）
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出典：Apple

Apple：2018年から全世界で再エネ100％
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製品のライフサイクル全体
（原材料から使用・廃棄まで）

Appleは取引先にも脱炭素を求める

出典：Apple
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Appleのサプライチェーン

出典：Apple
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サプライヤー
（生産委託先）

AppleのCO2排出源

出典：Apple
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175社のサプライヤーが再エネ利用を約束

出典：Apple
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Apple 新宿
（新宿マルイ本館1F）

上流
（部品供給）

下流
（商品販売）

イビデン
水上太陽光発電所
（愛知県高浜市）

日本の取引先が再エネ電力の利用開始

Apple

出典(写真)：Apple
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再エネ100％を推進するRE100に加盟した企業
（国内62社、2021年12月1日時点）

目標 加盟企業

2019年 城南信用金庫

2023年 第一生命保険、セイコーエプソン

2025年 東急不動産、ヒューリック、楽天

2030年 アスクル、丸井グループ、エンビプロ・ホールディングス、積水化学工業、東急建設、花王、
エーザイ

2038年 旭化成ホームズ

2040年 積水ハウス、大和ハウス工業、ワタミ、イオン、ソニー、コープさっぽろ、大東建託、住友林業、

キリンホールディングス、いちご、TOTO

2045年 セコム

2050年 リコー、富士通、芙蓉総合リース、戸田建設、コニカミノルタ、野村総合研究所、

富士フイルムホールディングス、アセットマネジメントOne、パナソニック、高島屋、フジクラ、

東急電鉄、LIXIL、安藤ハザマ、三菱地所、三井不動産、小野薬品工業、日本ユニシス、

味の素、アドバンテスト、アシックス、J.フロントリテイリング、アサヒグループホールディングス、

ダイヤモンドエレクトリックHD、セブン&アイ・ホールディングス、ノーリツ、村田製作所、熊谷組、

ニコン、日清食品ホールディングス、島津製作所、NEC、第一三共、東京建物、

明治ホールディングス、西松建設
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イオン：大型店舗の屋根で太陽光発電
（イオンタウン湖南、滋賀県）

出典：イオン
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出典：セブン＆アイ・ホールディングスほか

セブン-イレブン：太陽光発電の電力を店舗に
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トヨタ自動車：工場に風力発電

出典：トヨタ自動車
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地域間で再エネの電力を供給

出典：横浜市
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福島県の風力発電所の電力を横浜市へ

出典：横浜市
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電力供給で発電所と自治体に収入

出典：横浜市



52

福島県の浪江町と大阪府･市も再エネ連携

出典：大阪府
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北海道の石狩市：再エネ100％工業団地

出典：石狩市
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出典：スターバックスコーヒージャパン

スターバックス：地域に貢献する電力を購入
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出典：スターバックスコーヒージャパン

地域のソーラーシェアリングの電力を店舗に
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「五島版RE100」で地元産の再エネを拡大

出典：福江商工会議所
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長崎県五島市：洋上風力発電と漁業の共生

崎山沖2MW浮体式洋上風力発電所 （長崎県五島市）

出力2MW （直径80メートル風車1基、ハイブリッドスパー型浮体）
漁業協同組合が協力 （海中の浮体を魚礁に海洋牧場を目指す）

出典：五島市
（海中の写真）
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鹿追町：牛糞でバイオガス発電とマンゴー

鹿追町環境保全センターバイオガスプラント （北海道河東郡鹿追町）
出力1040kW （4300頭の乳牛の糞、メタン発酵によるバイオガス発電）
町役場が牛糞回収から発電、マンゴー栽培まで実施 （当初は悪臭対策） 出典：鹿追町
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福島市：温泉地で地熱発電とテナガエビ

土湯温泉16号源泉バイナリー発電所 （福島市土湯温泉町）
出力400kW （139℃の温泉、バイナリー方式）
源泉を所有する温泉協同組合が発電事業会社を設立
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自然エネルギー財団ウェブサイト
https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE-local_202006.pdf

参考資料：自然エネルギーで地域振興

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE-local_202006.pdf
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ご清聴ありがとうございました。


