
カーボンニュートラルに向けて
エネルギー政策の動向

2021年12月22日 内山正人（ディレクトフォース）



自己紹介（プロフィール）

内山正人

1955年生まれ 福岡県北九州市出身
1978年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
1978年 電源開発株式会社（Ｊパワー）入社

主に人事労務、広報、電力自由化への対応、電力販売・取引、燃料
調達、資源開発投資などを担当。執行役員、常務執行役員を経て

2015年 取締役副社長に就任
2020年6月 同社顧問
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環境・エネルギーを巡る国内外の政策動向
カーボンニュートラル宣言、IPCC第6次レポート、温室効果ガス、気候正義、
SDGsとエネルギー、グリーン成長、カーボンプライシング、エネルギーフロー、エ
ネルギー自給率、エネルギー基本計画 など

カーボンニュートラルに向けて取り組みと課題
太陽光発電、風力発電、再エネ負担、水素社会、電力・LNG市場、カーボ
ンニュートラルの取り組み（産業、運輸、家庭）、電力システム、原子力、火
力発電、CCS、エネルギーシステムの変革 など

（質疑応答）
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本日の内容



カーボンニュートラル宣言
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2021 エネルギー白書などより

【パリ協定の採択】
2015年12月国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）において，「パリ協定」
（Paris Agreement）を採択，2016年に発効。
世界共通の長期目標(Goal)として2℃目標*1 の設定。1.5℃に抑える努力を追求。
全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新、実施状況を報告・レビュー

【気候変動サミット】
2021年4月菅総理は2030年度に温室効果ガスを46％削減を目指すと表明

【菅総理によるカーボンニュートラル宣言】
2020年10月所信表明演説で、2050年カーボンニュートラル*2（CN ）を目指すと宣言。
CN実現に向けては、温室効果ガスの85%を排出するエネルギー部門の取り組みが重要。

【COP26での主な合意事項】
気温上昇を1.5℃に抑えるため、各国の目標を強化
排出削減対策のない石炭火力の段階的逓減、非効率な化石燃料補助金の段階的削減
途上国支援の支援資金を大幅増、市場メカニズム（二国間取引JCMなど）のルール

*2 温室効果ガスの排出と削減でネットゼロにする

*1 産業革命以降の気温上昇



IPCC* 第6次報告書
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 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化をさせてきたことは疑う余地がない。
 前回報告より10年早まり2021～40年に世界の気温上昇が1.5度に達するとの予測。
 将来ありうる気候現象として、北極域の海氷、グリーンランド、南極の氷床消失、高温、
熱波の頻度上昇、海面水位上昇などを挙げている。

*国連気候変動に関する政府間パネル 気候変動に関する最新の研究成果を世界の研究者の協力のもとで整理し、
定期的に報告書をまとめる国連組織。 (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2021/8 IPCC第６次評価報告書（気象庁）などより



日本・世界のCO2排出量

2020/11/17資源エネルギー庁 基本政策分科会より

発電所
からの排
出量は
約40％

【MEMO】
日本の部門別排出量
は、電気・熱・ガスの配
分前の数字
<主な内訳>
鉄鋼 約1.4億t
化学工業 約0.6億t
窯業など 約0.3億t
パルプ 約0.2億t
運輸旅客 約1.2億t
運輸貨物 約0.8億t
農林水産 約0.2億t

6



日本・世界のGHG*（温室効果ガス）排出量

*GHG : Greenhouse Gas 注）2020/11/17 資源エネルギー庁 基本政策分科会より

【MEMO】
温暖化能力でメタ
ンはCO2の25倍
になる。
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2021/10/29日本経済新聞電子版より

主要国の排出目標
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【MEMO】
主要排出国はカーボン
ニュートラルを表明済。
中国は2060年を目指す
独自の目標年次を設定。
米国バイデン政権はパリ協
定への復帰、2050年実質
ゼロ、2035年までに発電
部門排出ゼロを目標。
COP26において、ロシアは
2060年実質ゼロ、インドは
2070年までに実質ゼロを
表明。

【MEMO】
CN表明国がCN達成しても
排出量の削減は半分程度と
の指摘も。
（2021/11 エネ研）



SDGsとエネルギー
▪ SDGsとは「未来の世界のかたち」 「持続可能な開発（発展）目標」
▪国連決議2030アジェンダのタイトル「我々の世界を変革する」
気候変動、水、食糧、貧困、格差、エネルギー、環境など

▪エネルギー問題は他の多くの目標と密接にかかわる基本的な要素
水、食糧不足：エネルギーが解決（水車、ポンプ、農作業機械、肥料 等）
貧困、格差、ジェンダー：電気・エネルギーの供給で解消（家事、学習の時間確保 等）
都市の発展、紛争：エネルギーが貢献・原因（大都市、高層ビル、オイルショック、戦争 等）

ターゲット（抜粋） 2030年までに・・・
7.2 再生可能エネルギーの割合を大幅に増やす
7.3 エネルギー効率の改善率を倍増
7.4 再エネ、環境負荷の低い化石燃料技術など
クリーンなエネルギーの研究、関連インフラへの投資

世界中で
• 6億人以上が家にトイレがない
• 22億人が安全に管理された飲み水
を使用できない

• 8億人以上が電気にアクセスできない
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水や電気のない生活
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気候変動問題に厳しい主張

（2020 環境白書ほかより）

Climate Justice (気
候正義)とは、先進国に暮
らす人々が化石燃料を大
量消費してきたことで引き
起こした気候変動への責
任を果たし、化石燃料をこ
れまであまり使ってこなかっ
た途上国の方が被害を
被っている不公平さを正し
ていこうという考え方。
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エネルギーをグローバルに考えてみる
▪世界にはエネルギー利用に関して、地域間・世代間の不平等が存在
電気にアクセスできない約8億人、現世代の豊かさ→将来世代の環境負荷

▪ エネルギーという魔法が高速移動の輸送手段を実現した
徒歩→馬車→蒸気機関車→自動車、電車→ジェット機、ロケット

▪ エネルギーは戦争の原因であり、武器であり、そして標的となる
オイルショック、太平洋戦争、湾岸戦争、ホルムズ海峡

▪ エネルギーを巡っては様々なトレードオフ＊が存在
石炭:安価だがCO2 太陽光:広大な土地 原子力:事故の影響甚大

▪ エネルギー問題解決には、科学者や技術者のやる気が必要
CO2を出さない革新的な発電方法、CO2を除去する技術など

＊トレードオフ（trade off）とは、何かを達成するためには何かを犠牲にしなければならない関係のこと。
マイケル・E・ウェーバー著 「エネルギーの物語」を参照
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エ ネ ル ギ ー の 種 類
一次エネルギー
▪人力、牛や馬の力（馬力）
▪自然エネルギー 水力、太陽光、風力、地熱、バイオマス*など（再生可能）
▪化石エネルギー 石炭、石油、天然ガス（資源）
▪原子力 ウランやプルトニウム利用

二次エネルギー（一次エネルギーを加工・転換）
▪電気、ガソリン、都市ガスなど ＋水素

*バイオマス：木材、やし殻など生植物、有機廃棄物などを加
工した燃料・エネルギー
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一次エネルギー国内供給
19,104

エネルギー転換/転換損失等
▲ 6,119

最終エネルギー消費
12,959

原子力発電
水力・再エネ等

天然ガス・都市ガス

石油

石炭

発電損失
（熱など）

家庭

運輸

企業・事業所・
工場

(単位：PJ=1015J )

発電

都市ガス製造

石油精製・石油化学

蒸気・熱供給

石炭製品製造

電力、都市ガス、
石油他

電力、ガス、
石油、
蒸気、熱、
石炭他

石油、LPG、
電力等

電力

電力

石油

石炭
熱

天然ガス・都市ガス

(25.8%)

(47.6%)

( 8.8%)
(10.1%)
(7.4%)

(2.8%)

(11.6%)

(22.9%)

(37.6%)

(25.1%)

（部門別） （エネルギー源別）

(資源エネルギー庁「総合エネルギー統計速報」を基に作成)

日本のエネルギーフローの概要（2019年度）

【MEMO】
エネルギー自給率 約12% 電化率 約26%
エネルギー起源CO2排出量 10.3億トン
非化石電源比率 約23%

化石資源
８６％

(14.1%)

(23.7%)

(62.7%)

製造過
程での
損失

電力以
外のエ
ネルギー
74％
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電化率
(エネル
ギー消費に
占める電
力比率）
26％

【MEMO】
一次エネル
ギーのうち発
電に要した
比率は約
45%(電力
化率）、再
エネは約
12％



主要国の一次エネルギー構成（2019年）

資源エネルギー庁資料より
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【MEMO】
エネルギー需要の拡
大する中国とインド
は石炭比率が非常
に高い。
ドイツは石炭を削減
しているがまだ20％
程度を占める。
フランスは原子力比
率が高いのが特徴。

【MEMO】
また、欧州諸国は
水力を除く再生可
能エネルギーの比率
が高い。



日本の化石燃料の輸入先（2019年）

可採年数 50年 可採年数 52年 可採年数 150年

財務省「日本貿易統計」（海外依存度は総合エネルギー統計より）（注）可採年数：経済的・技術的に採掘できる確認埋蔵量を年間生産量で除したもの

【MEMO】
電力などで
使用する
一般炭。
鉄鋼用の
原料炭は
除く。
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エネルギー自給率（主要国比較）

2021/3/11 資源エネルギー庁 基本政策分科会より

【MEMO】
グラフでは示されていないが、中国は
2015年で84%。国内で大量に生産
する石炭、それに水力、原子力などで
自給率は高めに推移している模様。

【MEMO】
エネルギーの自給率は主要
国の中でも大きく劣後。1次
エネルギーの再エネシフトで
改善を期待。移行過程で
の化石燃料の対外依存は
安全保障上課題。
（参考）食料自給率
カロリーベース 37%
生産額ベース 66%（国
際標準）

【MEMO】
再エネ開発で必要なレ
アアースは、資源の賦
存が偏在している。

（資源エネルギー庁 日本のエネルギー2020より）
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グリーン成長戦略分野別概要
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2021/8/17 経済産業省 グリーンイノベーションプロジェクト部会より

【MEMO】
日本
グリーンイノベーション基
金 2兆円
民間の現預金240兆
円の投資を期待
米国
グリーン技術・インフラ投
資を含む経済対策パッ
ケージ 10年間で240
兆円（2.22兆ドル）
EU
官民のグリーンニュー
ディール投資計画
10年間120兆円（1
兆ユーロ）

【MEMO】
グリーン化によるコスト負担
増は不可避。経済成長に
貢献するかは未知数



2021/4/20 環境省 中央環境審議会地球環境部会資料より

カーボンプライシング
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【MEMO】
炭素税などのカーボン
プライシング導入は、
国内の産業界の強い
反対もあり先送り。
一方で、排出削減目
標実現へ向けた自主
的取組み(排出量取
引)をスタートする予
定。カーボン・クレジッ
ト市場を創設も計画。

カーボンプライシング：温暖化ガス排出に価格をつけることで、
排出削減や低炭素技術への投資を促進する政策手段。炭
素税と排出枠取引の2種類

カーボンリーケージ：先進国における温室効果ガスの排出削減のための規制
導入により、国内産品がそのような規制を受けていない海外からの輸入産品に
よって代替されることで、地球全体の温室効果ガスの排出が減らないこと

【MEMO】
脱炭素に向けたイノ
ベーションのインセンティ
ブになる可能性。



カーボンニュートラルに向けてのエネルギーフロー変革イメージ

一次エネルギー供給

最終エネルギー消費
二次エネルギー

電力

水素(アンモニア)

省エネ

非電力

電力

非電力

電力

再エネ・原子力

化石燃料＋CCS
バイオマス

現状のままゼロエミッションの
エネルギー供給へ

運輸・産業部門の
電化進捗

エネルギー転換

電化率
向上

再エネ・原子力

化石燃料

現状のまま
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バックキャスティン
グで考えてみた



カーボンニュートラル実現への主な課題
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 再エネ開発拡大
大幅な設備増強が必要 太陽光設備5倍以上 風力10倍以上

 エネルギーコスト負担増大
再エネ、水素等の高コスト化は必至 その国民・企業負担増大

 水素利用の進展
グリーン・ブルー水素の必要性と確保、コスト負担増、産業・運輸部門での活用余地

 資源エネルギー価格乱高下
移行期間中は化石資源価格は高騰の可能性も 資源開発投資の減少など

 原子力カード
CN実現優先ならば、既設原子炉の再稼働、新増設への着手必要、国民世論

 CCSの実現
再エネ100％は困難、再エネを活かすには火力電源必要→CCS*実現必要

 エネルギーシステムの変革
再エネや水素を活かすエネルギーシステムの構築、デマンドサイドから変革

* CO2が大気へ排出されないように分離・回収・貯留する技術



発電方法によるプラス・マイナス
電源の種類 プラス面 マイナス面
原子力

石炭

天然ガス
(LNG）

風力・太陽光

水力・地熱

バイオマス
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空白欄に当てはまること
を考えてみてください。



発電方法によるプラス・マイナス
電源の種類 プラス面 マイナス面
原子力 少量の資源で大きなエネルギー、発電時に

CO2を出さない、リサイクルで準国産エネルギー
核燃料廃棄物の処理、テロや災害による重大事故リスク、
トータルコスト高？、長期保管が必要な高レベル廃棄物の処
分場所が定まっていない。

石炭 安定的な調達、豊富な資源量、エネルギー単
位当たり低コスト

CO2排出量、対策をしないと公害発生、石炭灰など廃棄物
処理、嵩が張るので輸送などハンドリングは大変

天然ガス
(LNG）

高効率発電、低公害、電力需要変動に即応、
シェール革命で価格が下落

CO2は排出、比較的高価（日本はLNGとして輸入）、資
源メジャーが上流権益所有、メタンガスのリーク、パイプライン
ではなく超低温で輸入、タンクでの長期貯蔵に難があり

風力・太陽光 CO2フリー、参入障壁が低い、分散型電源で
小さいグリッド形成も、工期が比較的短い、一
層のコストダウンの余地

気候や地理的要因に左右、蓄電池との併用が必要、エネル
ギー密度が低、発電量が安定しない、洋上風力は沖合では
浮体式で高コスト、主機は輸入品、太陽光パネル廃棄方法

水力・地熱 安定発電（地熱は高い利用率）、CO2フ
リー、資源量豊富、運転コスト低、水力には
ネットワークの調整力機能

地形の改変は必要、開発適地に制限（地熱；温泉・国立
公園）、建設コスト高、水力の大規模開発余地は国内には
ない。

バイオマス 安定発電、CO2ニュートラル、国産資源活用、
CCSとの組み合わせでネガティブエミッションも

国内資源確保に限界、多くを輸入に依存、輸入に際しては
環境等のリスクも、高コスト
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注）2021/8/4 資源エネルギー庁 基本政策分科会より作成

10,240億kWh

再エネ
(約18%)

原子力
(約6%)

天然ガス
(約37%)

石炭
(約32%)

石油
(約7%)

9,300～9,400億kWh

(約36～38%)
再エネ

原子力

天然ガス

石炭

石油

(約20～22%)

(約20%)

(約19%)

(約2%)

2019年度 2030年度計画

非化石
24%→59％

水素等(1%)

第6次エネルギー基本計画（電源構成）

(発電電力量)

カーボンニュートラル

原子力、
火力＋CCS 

再エネ

(30～40%？)

水素等
(10%？)

(50～60%？)

2050年想定
（公表されたものではない）

カーボン△46%

水力 8%→ 10%
太陽光 6%→15%
風力 1%→ 6%
地熱 1%→ 1%
ﾊﾞｲｵﾏｽ 2%→5%
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電化率向上
30%→60%?

約65GW
（現状）

太陽光

320GW以上
（2050年）

風 力

約4GW
（現状）

50GW以上
（2050年）

2050年CN実現に必要な再エネ
の規模拡大を試算（前提:一次エ
ネルギー30%減、電力供給20-30%
増、電化率60%、再エネ比率
60%）

5倍以上

10倍以上

12,000～13,000億kWh

課題：再エネ拡大



太陽光発電の動向
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2021/4/13 資源エネルギー庁 基本政策分科会より

課題：再エネ拡大

【MEMO】
日本は平地での太陽光設置は世界一！



風力発電の動向
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2021/4/7 資源エネルギー庁 再エネ主力電源化小委員会より

風力：陸上→洋上へ

課題：再エネ拡大



その他の再生可能エネルギー

27

地熱発電の仕組み

PKS（ヤシ殻） 木質ペレット

中小水力

地熱

バイオマス

海洋エネルギー
2020/11/17資源エネルギー庁 基本政策分科会ほかより波力、潮流、海流、海洋温度差等を活用した発電技術（研究・試験段階）

課題：再エネ拡大



2030年電源別発電コスト試算結果

28
2021/8/4 資源エネルギー庁 基本政策分科会より

【MEMO】
自然変動電源は、発電コストに加えて電力システム全体に3円
/kWhから7円/kWh程度のコストが追加的に生じる。

系統接続などを考慮したコスト

課題：再エネコスト



再エネ導入に伴う国民負担

2021/4/13 資源エネルギー庁 基本政策分科会より

【MEMO】
電気料金明細書に
は再エネ発電賦課
金を明記。
現在3.36円/kWh
1,000円前後/世
帯・月

29

課題：再エネコスト



電力スポット市場とLNG市場

2021/10/26 資源エネルギー庁 電力ガス基本政策小委員会及びJOGMECより

30

電力市場（スポット）

LNG市場（スポット）

JOGMECより

【MEMO】
アジアのLNG市場の高騰を受け、国内電力スポット価格は
昨年末から今年1月にかけて大きく高騰（スパイク）した。
また、足元では、様々な要因で中国を含む世界中で石油、
天然ガス、石炭の価格が高騰している。
CNへの移行期には、資源国・メジャーの思惑もあり、エネル
ギー価格の乱高下が予想される。

課題：資源価格



2021/2/2資源エネルギー庁 原子力小委員会より

原子力発電の将来の設備容量見通し

31

【MEMO】
仮に原子力の再
稼働が順調に進
んだとしても、40
年、60年の運転
期限が到来し、
2050年以降は
原子力の供給力
は大きく減少する。

課題：原子力カード



一日の電力の需要と供給
【MEMO】
電力の需要は一日の中で大きく変動する。一方、
太陽光発電は晴天の日中は出力最大だが、夕方
にかけて減少していく。太陽光の変動を他の電源で
カバーしないと電気の供給が不安定になったり、場
合によっては停電を起こしてしまう。
太陽光を増やすには、現存の揚水発電に加えて大
規模な蓄電池（バッテリー）の導入が有効。更に、
新たな需要として水素製造も考え得る。

32
2021/11/18資源エネルギー庁 電力・ガス政策小委員会より揚水発電所（上池･下池）

課題：再エネ拡大



2020/12/21 資源エネルギー庁 基本政策分科会より

火力発電の課題と効用
出力調整

慣性力

非効率石炭火力
のフェードアウト

【MEMO】
火力電源をどう活用するかは、
今後の検討課題。ネットワー
クの安定性維持のために一
定規模が必要、とするとCCS
付きが必須になる。

33

課題：CCSの実現



CCS (Carbon dioxide Capture and Storage) 

経済産業省産業技術局資料「CCS2020」
34

2020/12/21 資源エネルギー庁 基本政策分科会より

【MEMO】
日本周辺の海底でのCCSを想定。まだコスト高だが、
カーボンプライシング次第では経済性が出る可能性も。

【MEMO】
帯水層貯留：CO2を貯留する帯水層と不透
水層（キャップロック）という地質条件が必要。
苫小牧沖で実証試験実施済み。
ハイドレード貯留：実証試験準備中

課題：CCSの実現



水素社会実現へ向けた取り組み

2021/1/19資源エネルギー庁 電力ガス基本政策小委員会より
35

【MEMO】
再エネによるグリーン水素、ブ
ルー水素（化石燃料＋CCS
付き）による脱炭素に期待。
水素輸入には-253℃の液体
輸送が課題。（LNG-163℃
アンモニア-33℃）
国内グリーン水素の製造や水
素・アンモニアの輸入を検討・
検証中。

【MEMO】
水素がLNGと等価になるために
は、大幅なコストダウンが必要。
試算(電中研)によれば、2030
年グリーン水素のコストは50-
60円/Nm3程度で、天然ガス
の5倍程度の見込み。
(参考)LNG10$/MMBtu=水
素13円/Nm3

課題：水素利用



電力ビジネス サプライサイドからデマンドサイドへ

36

これまでの電力ビジネス ３E＋S* サプライサイド中心
 十分な供給力の確保、安定供給最優先
 原子力を含むエネルギーミックス
 エネルギー安全保障、資源開発投資への参画、自給率向上
 事故・停電率の極小化、電気の高い品質確保（電圧、周波数の安定）
 事故からの早期復旧、自然災害対策、強靭なネットワーク、レジリエンス

これからの電力ビジネス デマンドサイド中心に
 ネットワークへの変動再エネ・分散型電源の大量流入、オンサイトの蓄電池（含EV）
 電源を保有しない新電力の参入（シェア20%）
 デジタル技術を駆使したネットワーク構築、V2H、プロシューマー、VPP、需要予測
 RE100など環境価値重視、ブロックチェーン活用
 スマートメーター、IoT活用した新たなビジネスの可能性

*安定供給(Energy Security)
経済効率性(Economic Efficiency)
環境への適合(Environment)
安全性(Safety)



産業部門のカーボン・ニュートラル

2020/11/11資源エネルギー庁グリーンイノベーション戦略推進会議より

【MEMO】
鉄鋼会社は
2050年カーボン
ニュートラルを目
指すと表明。
一方、水素還元
など技術的、コス
ト的に実現は困
難とも。

37

課題：水素利用など



運輸・業務・家庭部門のカーボン・ニュートラル

2020/11/11資源エネルギー庁グリーンイノベーション戦略推進会議より

ゼブ

【MEMO】
エネルギーの消費効率を
最大化する。

【MEMO】
電化に加えて、代替燃料、モーダル
シフトおよび個人や企業による行動
の変化を取り込んだ運輸部門の脱
炭素化を推進する。

ゼッチ

38

課題：水素利用など



資源エネルギー庁webより
39

電力ビジネスの変革(デマンドサイドへ）
電力ビジネスに変革をもたらす５つのD
自由化 (Deregulation)
人口減少 (Depopulation)
脱炭素化 (Decarbonization)
分散化 (Decentralization)
デジタル化 (Digitalization)

アグリゲーション：VPPやDRを用いて、一般送
配電事業者、小売電気事業者、需要家、再エ
ネ発電事業者といった取引先に対し、調整力、イ
ンバランス回避、電力料金削減、出力抑制回避
等の各種サービスを提供する事業のこと。

バーチャルパワープラント(VPP)：需要家側エ
ネルギーリソース、電力系統に直接接続されてい
る発電設備、蓄電設備の保有者もしくは第三者
が、そのエネルギーリソースを制御することで、発
電所と同等の機能を提供すること。
ディマンドリスポンス(DR)：需要家側エネル
ギーリソースの保有者もしくは第三者が、そのエネ
ルギーリソースを制御することで、電力需要パター
ンを変化させること。

課題：システム変革



次世代エネルギーシステムのイメージ IoE

【MEMO】
IoE（Internet of 
Energy）社会とは、エ
ネルギーの供給情報、消
費情報がインターネットに
より結合され、エネルギー
の需要と供給の双方が
管理される社会。
電気、熱、化学物質等
を含めた様々なシステム
の集合体であり、総合的
なエネルギーマネジメント
を実現するためのグランド
デザインを策定し、スマー
トシティという形で具現化
することを目指す。

科学技術振興機構 戦略的イノベーション創造プログラムより
40

課題：システム変革



1．「各エネルギーの長所短所を踏まえて、将来のエネルギー・ポートフォリオ*を。」
→再エネはどこまで増やせる？ 原子力はどうする？ 水素は実用化できる？

2．「気候変動の深刻な影響を考えると、温室効果ガスの排出を大きく削減する
必要がある。生活様式、社会の仕組みを変革し、技術の力で解決したい。」
→生活・社会の変革は何から実施？ 今後期待できる技術は何だろう？

3．これ以外に考えたこと。疑問に感じたこと。聞いてみたいこと。
→（例）グレタさんの主張に賛同？ 本当に地球は温暖化しているの？
政策は変えられるの？

考えてみよう

41
*ポートフォリオ：語源は書類入れ。事業、商品、作品などの一覧や組み合わせをいう。



カーボンニュートラルへの道筋

2021/1/19 資源エネルギー庁 電力ガス基本政策小委員会より

省エネ・省資源 社会生活・行動様式の変革
リサイクル シェアリングエコノミー 廃熱利用
マイクロプラスチック 食品ロス 食肉習慣

電力をゼロエミッションに

エネルギー消費をゼロエ
ミッション電力・水素に

CO2除去

再エネ主力 火力+ CCS * 原子力？

電化率向上 水素利用 再エネ利用
産業部門 リサイクル 水素利用
輸送部門 EV 燃料電池車(水素) バイオ燃料
農林水産 水田、畜産対策（牛のげっぷ抑制など）
家庭・業務部門 ゼロエミッション・ビル・ハウス 蓄電池

ネガティブエミッション*
植林（光合成でCO2吸収）
大気中からCO2を除去する技術など

▲CO2

０→－CO2

▲CO2→≒０

▲CO2→≒０

電力 水素 CO2

食肉の資源消費
牛肉>豚肉＞鶏肉

*ネガティブエミッション：エミッションとは放射・放出などの
意味。ここでは、CO2排出をマイナスにすることをいう。

排出枠国際取引
（外国の排出を削減を支援）

＋

＋

＋

＋
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ジオ・エンジ
ニアリング

カーボン
プライシング



 エネルギーがもたらす影響は社会、経済、国際関係など広範囲にわたる。
 各エネルギーの長所短所を踏まえて、将来のエネルギー・ポートフォリオを考える。
 エネルギーにはトレードオフ（経済成長と環境・気候変動など）や不平等・不公
正（豊かな国と電気のない8億人、現世代の消費と未来世代の負担など）があ
り、国や地域にとどまらず、世界全体でエゴを捨てて協力して取り組む課題。

 気候変動の深刻な影響を将来のリスクと捉えて、実現困難なカーボンニュートラ
ルをめざす。生活様式、社会の仕組みを大胆に変革し、技術の力で解決したい。

 環境・エネルギー問題の解決に、簡単で完全な正解はない。将来にわたっての自
分たちの問題としてとらえ、できることからやることが大事。

ま と め

43



ご清聴ありがとうございます。

お問い合わせやご意見などがありましたら、下記アドレスまでメールをお願いします。

内山正人 uchiyamam@gol.com

44
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