
欧州委員会が発表した「2050年までの欧州水素ロードマップ」

2015年 2030年 2050年

エネルギー
需要量の合計

水素の占める
割合

14,100 
TWh

11,500 
TWh

9,300 
TWh

産業用の原料として現
在用いられている水素

新しい産業用の原料と
して用いられる水素

産業用のエネルギーと
して用いられる水素

ビルの暖房と発電に用
いられる水素

運輸に用いられる水素

発電とエネルギー貯蔵
に用いられる水素

野心的な
目標

野心的な
目標

成り行き 成り行き

出典：ECのロードマップをもとに加筆



中国の習近平国家主席
（2020年9月国連総会、12月国連気候サミット）

①2060年までのカーボンニュートラル

②2030年までに、中国のGDPの単位当
たりのCO2排出量を2005年より65％以
上減らす。

• 再生可能エネルギー産業で世界トッ
プを目指す。（中国製造2025でグリー
ン製造の全面的推進が重点戦略）

• 2030年までに太陽光発電と風力発電
の総設備容量を12億kW以上にする。

• 2030年までに非化石エネルギーの一

次エネルギー消費に占める割合を約
25％にする。
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バイデン新大統領
経済全体の「脱炭素化」

• 大統領就任初日に（2021年1月20日
）パリ協定へ再加入。

• 100日以内に気候サミットの開催
（COP26に向けて、より野心的な目標
の提示を促す/2005年比2025年まで
に26～28%程度の削減）

• 2035年までに電力セクターからの二
酸化炭素排出をネットゼロ。

• 遅くとも2050年までに社会全体をネ
ットゼロにする。

• 2035年までに建築物の二酸化炭素
排出量を半減する。
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菅首相
「2050年までにカーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指す」
（2020年10月26日）

「わが国は2050年までに、温室効果
ガスの排出を全体としてゼロにする
、すなわち50年カーボン・ニュートラ
ル、脱炭素社会の実現を目指すこと
を、ここに宣言いたします」――。

菅義偉首相は、就任後初の所信
表明演説を衆院本会議で行い、
2050年までに国内の温室効果ガス
排出を実質ゼロにすると宣言した。



日本の温室効果ガス排出目標

34

省エネ
脱CO2エネルギー

（非化石）

2030年度まで ー26％（2013年比）

2050年度まで ー80％

2012年度から2030年度に
エネルギー効率35%改善

－100％



2050年脱炭素化、「グリーン成長戦略」
2020年12月25日

イノベーションと設備投資、研究開発への投資を加速
させるために

①研究開発投資および設備投資支援のために10年
間で2兆円規模のグリーンイノベーション基金

②省エネ関連産業を成長分野として育成

③各種の設備投資促進税制の創設

④利子補給制度や長期融資制度、グリーン投資促進
ファンド創設など、金融支援の強化

⑤新技術の開発・実用化促進のための規制改革

⑥国際連携の強化
35



脱炭素社会に向けて
省エネへの期待
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ドイツの脱炭素化の根幹は
“省エネ”

• 1977年断熱政令を施行し、建物の省エネ性能の向上を
進めた。2002年には省エネルギー政令「EnEV」を施行し
、2012年以降、すべての新築建物に最低エネルギー基
準を適用することを定めた。2021年からはゼロエネルギ
ー建築の義務化を予定

• 2016年11月に閣議決定した「Climate Action Plan 2050」
では、建築物の温室効果ガス排出量を2030年に90年
比66～67%減の大幅な削減目標を掲げる。この計画で
は新築や既存の建築物について、2050年までに建物の

エネルギー需要を最低限に抑え、どうしても必要な場合
は再エネで賄うとしている。化石燃料を用いた熱供給の
段階的廃止も盛り込まれている。

37



次期エネルギー基本計画
電化の推進などを位置付け

経済済産業省は2020年11月17日、次期エネルギー基本計画で示す2050年カー

ボンニュートラルへの道筋について、基本政策分科会（分科会長＝白石隆・熊
本県立大学理事長）で議論を始めた。

• 「電化」を技術的に確立した脱炭素化の有望手段として位置付
けた上で、電力供給側では再生可能エネルギーを最大限活用
し、再稼働した原子力も活用する。

• 2030年のエネルギーミックスは、一定の積み上げのもとで確実
に実現すべき目標として議論する。

• 2050年「実質ゼロ」への道筋は、様々な不確実要素があるため

、海外の事例も参考にしながら、あらゆるシナリオを想定した上
で、目指すべき方向性として位置付ける。

• 電力部門からの温室効果ガスは2050年実質ゼロを目指す。
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次期エネルギー基本計画
2050年における各電源の整理（案）

基本政策分科会での議論

再エネ

• 2050年の主力電源として最大限の導入を目指す。
• 2050年の発電電力量の約５～６割を再エネで賄うのを参考値に。

• 調整力、送電容量の確保、発電コストを最大限抑制する等の課題
に取り組む。

原子力

• 安全性を大前提に一定規模の活用を目指す。

• 国民の信頼を回復するために、安全性向上、バックエンド問題の解
決に向けた取り組み、人材・技術力の維持の課題に取り組む。

• カーボンフリー電源として、化石＋CCUSと併せて2050年約３～４割
を賄うことを参考値とする。

化石＋
CCUS

水素・
アンモニア

• CCUS/カーボンリサイクルの実装に向けて取り組み、一定規模の活
用を目指す。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

• カーボンフリー電源として一定規模の活用を目指す。水素・アンモ
ニアで2050年の発電電力量の約１割を賄うことを参考値とする。

39

火
力

※CCUS：Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略で分離・貯留したCO2を利用すること
※カーボンリサイクル：CO2を分離回収し、燃料や化学品として再利用すること



2050年カーボンニュートラルの実現

40
出典：経済産業省「グリーン成長戦略」2020年12月25日

社会全体としてカーボンニュートラルを実現するためには、電力部門では非化
石電源の拡大、産業・民生・運輸部門（燃料利用・熱利用）においては、脱炭素
化された電力による電化、水素化、メタネーション（水素と二酸化炭素からメタ
ンを合成する技術）、合成燃料等を通じた脱炭素化を進める必要がある。

●DACCS（炭素直接空気回収・貯留）



日本の2050年カーボンニュートラル
実現に向けて必要なイノベーション技術

• 省エネルギー

• 再生可能エネルギー

• 電化

• 水素

• CCUS、カーボンリサイクル

• ネガティブ・エミッション技術

• 社会システム・ライフスタイルの革新

・・etc.

41

※ネガティブエミッション技術：過去に排出し、大気中に蓄積した分も回収・除去
する技術でバイオマスCCS等が有望視されている。



脱炭素社会に向けた省エネ対策

エネルギー転換・供給
• 再生可能エネルギーの有効
利用

• 地域熱供給
• 熱エネルギーの有効利用

産業
• 製造プロセスの省エネ化
➢ IoT・AI活用省エネ製造プロセス
➢ 革新的化学品製造プロセス
➢ 革新的製鉄プロセス
➢ 革新的半導体製造プロセスなど

家庭・業務
• ZEB・ZEH住宅・LCCM住宅
• 省エネ型情報機器・システ
ム

➢ 省エネ型データセンター

運輸
• 次世代自動車
• ITS（高度道路交通システム）・
スマート物流

42
LCCM住宅：ライフサイクルカーボンマイナス住宅。住宅建設時のＣＯ２排出量も含めライフサイクルを通じて
のＣＯ２の収支をマイナスにする住宅のこと。



エネルギー転換・供給：事例

清原スマートエネルギーセンター
栃木県宇都宮市

By 東京ガスエンジニアリングソリューションズ

• 大口需要家は省エネ法の中で、毎年1％ずつ省エネ
を進める義務がある。

• 5770ｋWのコージェネが6台とボイラ―により、使う熱

と電気のほぼ全量を供給できるだけの設備でコージ
ェネを核とした分散型エネルギーシステムを構築。
5年の歳月をかけて完成。カルビー、キヤノン、久光
製薬の３社へエネルギー（電力と熱）を供給。

• 省エネによる経済効果、ノンエナジーベネフィットとし
て、分散型による災害に強い街づくりにより地域の
価値を高めることができる。 43



清原スマートエネルギーセンター
さらなる省エネの可能性

• 事業者間連携による熱利用については、ポテンシャ
ルがある。熱利用が進めばさらなる省エネになる。

• 既存の工業団地で、熱需要を中心とした一定規模
のエネルギー需要が集まっており、需要家が省エネ
やCO2削減の志を共有する条件がそろえば、このス
キームは全国展開ができる。

• 将来的にはここにある分散型電源を工業団地だけ
ではなく、その街全体で活用し、地域住民にも貢献
できるような仕組みを考えていく。
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産業

工場の省エネ化

• 製造プロセスの省エネ化
➢ 高性能ボイラー、高性能工業炉

➢ AI・IoT等による製造自動化

• 断熱性能と省エネ設備（空調設備、換気設備、
照明設備、給湯設備等）や創エネ設備の活用

45

ネット・ゼロ・エネルギー



工場のネット・ゼロ・エネルギー

1. 工場の“器”の燃費を高める工夫 （LED、ガ
ラス、省エネ塗料、断熱材）

2. 空調や製造プロセスにおける省エネ設備へ
のリプレース・設置

3. ゼロエミッション電源の購入（グリーン電力証
書、J-クレジット、非化石価値証書）

4. 発電設備を自社で設置

5. エネルギー貯蔵システム（リユースを含む蓄
電池等）の検討



照明のLED化

• LEDは、蛍光灯の6倍以上も長寿
命、交換作業の減少とゴミ減量化

• 基本的に電力量は5分の１以下。
LED照明は蛍光灯や水銀灯・ハロ
ゲン灯に比べて電気代が約半分

• LEDを、例えば約3000万個使うこ
とにより、700万ｔ～800万ｔのCO2を
削減できる見込み。

• 紫外線減少による防虫効果

47

身近な省エネ



空調関連の省エネ、省コスト

• エアコン室外機への日射
防止などによる効率向上

• ブラインド・カーテン等の
使用による日射防止によ
る空調負荷の低減

• 空調フィルターの点検、掃
除

• 不使用エリアや共用部な
どの空調停止

48
画像：大阪市中央卸売市場

身近な省エネ



空調機器の冷媒をノンフロンに入れ替え

• ノンフロン型既設の空調機器の交換しなくても、空調機器の
冷媒をノンフロン自然冷媒ガスに入れ替えるだけで消費電力
を25％～35％削減することが可能。

49
出所：（一社）ノンフロン安全促進協会



デマンドコントロールシステムの導入
• デマンドコントロールシステムとは、電力使用における受電最大デマンド（最
大需要電力）の発生を監視するシステム

• 最大デマンドを抑制することで、電気の基本料金の低減につながる。あらかじ
め目標値を設定し、需要デマンドが目標値を超えると予測される際に、アラー
ムや警報などで通知し、電気機器の制御を行う。

• システムのリースもある。

50
画像：東京電力

身近な省エネ



省エネ塗料（遮熱・断熱）

• 建物の屋根・壁・窓に遮熱・断熱塗料や塗装をする
ことで、建物内の空調効率アップや室温が快適にな
り、消費電力の削減になる。エアコンの電気代は平
均で年間20％削減。

• 例えば、「ガイナ」（日進産業）は、熱を伝えにくい種
類のセラミックが使用されている。熱は、温度が高
いところから低いところへ移動する特性があり、その
間にセラミックの壁を作ることによって熱を移動しな
いようにしている。

• 暑さ、寒さだけではなく、防音効果もある。

51

身近な省エネ



家庭・業務

ZEB・ZEH・LCCM住宅
• 電化、水素化、スマートハウス（再エネ＋蓄電池）

• LCCM住宅は、建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省ＣＯ２に取組

み、さらに太陽光発電などの再エネの創出により、住宅建設時のＣＯ２排出
量も含めライフサイクルを通じてのＣＯ２の収支をマイナスにする住宅。

52
出典：国土交通省



運輸

自動車の技術、社会との係り

⚫自動車の技術

• 自動車から排出するCO2を大幅に削減するためには電動化、
特にBEV/PHEV/FCEVの普及がカギとなる。

⚫社会との係り

• 人々の意識や行動の変化、自動車の使い方の変化に対応す
るため、脱炭素かつ多様なモビリティやシステムを開発し社会
に貢献していく。

例）自動運転、シェアリング、MaaS（Mobility as a Service）、

超小型モビリティ、V2G(Vehicle to Grid)、コンパクトシティと最適
モビリティ

53参考情報：日本自動車工業会



運輸

脱炭素化に向けた長期ビジョン

⚫自動車の技術

• 自動車から排出するCO2を大幅に削減するためには電動化、
特にBEV（電気自動車）/PHEV（プラグインハイブリッド車）/FCEV
（燃料電池車）の普及

⚫社会との係り

• 人々の意識や行動の変化、自動車の使い方の変化に対応す
るため、脱炭素かつ多様なモビリティやシステムを開発し社会
に貢献していく。

例）自動運転、シェアリング、MaaS（Mobility as a Service）、

超小型モビリティ、V2G(Vehicle to Grid)、コンパクトシティと最適
モビリティ

54参考情報：日本自動車工業会



• 新たなモビリティの提供、次世代電気
自動車「e-Palette」は『感動』
“Move”を生むモビリティを目指す。

• 広々とした室内空間を備え、電動化、
コネクティッド、自動運転技術を結集
し、さらに物流や物販まで多目的にこ
なすモビリティサービス（MaaS）タイプ

のクルマとして幅広い用途への対応
が可能。

• 2021年2月23日着工予定のコネクテッ
ド・シティ構想「Woven City」（静岡県

裾野市）では、ＣＡＳＥ、ＡＩ、ロボット等
の実証を実施する計画。

55

コネクテッド・シティ構想
トヨタ自動車

出典：トヨタ自動車

CASE：
コネクティビティ（接続性）の「C」
オートノマス（自動運転）の「A」
シェアード（共有）の「S」
エレクトリック（電動化）の「E」



運輸

脱炭素化に向けた長期ビジョン
⚫交通流の改善

• 交通渋滞は時間とエネルギーのロスになり、CO2排出量も甚大。

渋滞レスのスムーズな交通を実現するため、信号制御やＩＴＳの
更なる高度化を官民協力で進める。

⚫物流の効率改善

• 貨物自動車のCO2削減には物流の大幅な効率改善が必要。
IoT等による革新的物流システムの実現（車両動態管理システム
、予約受付システム等のAI ・IoTルールの活用等）

⚫エネルギーの多様化

• BEV/PHEV/FCEVの普及にはインフラ整備が必要。EV充電ステー
ションや水素ステーションの整備を官民連携で進める。

56
参考情報：日本自動車工業会



物流DX
データを蓄積し、ワンスルーで管理するのがベスト

57
出典：資源エネルギー庁「令和3年度予算案の概要」



まとめ

• 世界は「脱炭素化」の時代へ向かっています。

• エネルギーコスト削減や温暖化対策として、企
業における省エネ対策が益々重要です。脱炭
素化へのアクションが評価されます。成長の
機会として考えてほしいと思います。

• 省エネ設備導入の際は補助金をうまく活用し
てください。
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「環境と経済の好循環」をつくっていきましょう！


