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気候危機
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https://earthobservatory.nasa.gov/images/146879/heat‐and‐fire‐scorches‐siberia

＜北極域の高温化＞
・シベリア北東部の町ヴェルホヤンスクで今年6月
38℃の気温を記録。

・シベリア一体の永久凍土が溶け出し、メタンが大量
に放出。
・各地で山火事が発生。
・2019年、グリーンランド氷床は、1992年と比べて7倍
の速度で融解。海面上昇を加速することが懸念されて
いる。

• 海面上昇・高潮
• 洪水・豪雨
• インフラ機能停止
• 熱中症
• 食料不足
• 水不足
• 海洋生態系損失
• 陸上生態系損失



産業⾰命前に⽐べて1℃上昇
1.5℃⽬標︓温室効果ガス排出
2010年⽐で2030年45％削減、2050年実質ゼロ
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約1℃の上昇

2050 21002030

約2℃の上昇

1.5℃
の上昇

https://www.iea.org/reports/global‐energy‐review‐2020/global‐energy‐and‐co2‐emissions‐in‐2020 エネルギー起源ＣＯ２の排出
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2030年までの
排出削減が鍵

＜削減目標＞

・世界各国が提
示する削減目標
を足し合わせて
も、1.5℃目標ど
ころか2℃目標に
も遠くおよばない。

・各国のさらなる
削減目標の深堀
が求められる。

ＵＮＥＰ 「排出ギャップレポート２０１９」より
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気候行動サミット2019/9/23
グテーレス国連事務総長の要請

―1.5℃の地球温暖化に関す

る気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC）特別報告書と整合

する具体的かつ現実的な計画
を提示すること
― 2020年までに自国が決定
する貢献（NDC）を引き上げる
こと
―今後10年間で温室効果ガス
（GHG）排出量を45％削減し、
2050年までに正味ゼロを達成
すること



• ⽇本の⽬標は「⾮常に不⼗分（⾚⾊）」である。
• すべての国が⽇本レベルの⽬標であるとすると、気温上昇は3〜4℃上昇する

可能性が⾼い。 6
https://climateactiontracker.org/countries/japan/

⽇本の削減⽬標は1.5℃に不整合
削減⽬標の⾒直しが不可⽋

「2020 年目標
2005 年比 3.8％削減
（90 年比 3.1％増加）

2030年目標
2013年比で26%削減
（90年比で18%削減）

2050年目標
80%削減



日本の温室効果ガスの排出構造
火力発電所（電力）が全体の３分の１

・火力発電所からのＣＯ２排出が全体の３分の１を占める
・日本の温室効果ガス排出量の半分は国内約４０社（約１５０～２００事業所）が排出
・その他大口の約１６０００事業所が約２割を排出
・中小企業・家庭・車が約３割

火力発電所の電源別内訳

出典）気候ネットワーク



“高効率火力発電” でも
CO2排出はLNGの約２倍
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⽯炭のCO2は
LNGの2倍の
CO2排出量

再エネは稼働時
の排出ゼロ



①位置付け

温室効果ガスの排出量が大きいという問題があるが、地政学的リスクが化石燃料の中
で最も低く、熱量当たりの単価も化石燃料の中で最も安いことから、現状において安定供
給性や経済性に優れた重要なベースロード電源の燃料として評価されているが、再生可
能エネルギーの導入拡大に伴い、適切に出力調整を行う必要性が高まると見込まれる。
今後、高効率化・次世代化を推進するとともに、よりクリーンなガス利用へのシフトと非効

率石炭のフェードアウトに取り組むなど、長期を展望した環境負荷の低減を見据えつつ活
用していくエネルギー源である。

②政策の方向性
利用可能な最新技術の導入による新陳代謝を促進することに加え、発電効率を大きく

向上し、発電量当たりの温室効果ガス排出量を抜本的に下げるための技術等（ＩＧＣＣ、Ｃ
ＣＵＳなど）の開発を更に進める。パリ協定を踏まえ、世界の脱炭素化をリードしていくた

め、相手国のニーズに応じ、再生可能エネルギーや水素等も含め、ＣＯ２排出削減に資す
るあらゆる選択肢を相手国に提案し、「低炭素型インフラ輸出」を積極的に推進する。その
中で、エネルギー安全保障及び経済性の観点から石炭をエネルギー源として選択せざる
を得ないような国に限り、相手国から、我が国の高効率石炭火力発電への要請があった
場合には、ＯＥＣＤルールも踏まえつつ、相手国のエネルギー政策や気候変動対策と整

合的な形で、原則、世界最新鋭である超々臨界圧（ＵＳＣ）以上の発電設備について導入
を支援する。

エネルギー基本計画での石炭の位置づけ



2030年電源構成

・再エネ 22~24％
・原子力 20~22％
・天然ガス 27％
・石炭 26％
・石油 3%

再エネ 22～24％

天然ガス 27％

3％
石油

26％
石炭

原子力 20～22％

２０３０年のエネルギーミックス



2012年以降の
⽯炭⽕⼒発電所新設計画は50基

日本地図日本地図

電力会社エリアごとの石炭火力発電所計画数

エリア 都道府県 大規模 小規模

北海道 北海道 0 1

東北 岩手、秋田、宮城、福島 ７ ７

東京 茨城、千葉、神奈川、静岡 ９ 2

中部 愛知、三重 １ ３

関西 兵庫 ６ ０

中国 岡山、島根、広島、山口 ６ ３

四国 愛媛 １ ０

九州 福岡、長崎、宮崎 １ ３

合計 31 19

出典）気候ネットワーク作成

●運転開始......... 19基（544.7万kW）
●建設中.............. 11基（623.4万kW）
●アセス中/完了...5基(261.2万kW）
●不明 ......................2基（200.0万kW）
●計画中止...........13基(703万kW)

2020年8月17日現在
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2026年撤退

2021年撤退

2030年撤退

2025年撤退
2038年撤退

2012年以降、
50基の新設計画が浮上
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政府の⽯炭⽅針が
変わったわけではない
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気候危機を回避するために
⽯炭⽕⼒は2030年までにゼロに

石炭火力発電所のフェーズアウト計画

日本がただちにやるべきこと
■パリ協定に準じた 2030 年ゼロ方針の明確化
■脱石炭フェーズアウト実施の立法化
■温室効果ガス排出削減目標見直し
■エネルギーミックスの見直し
■カーボンプライシング
■発電効率基準の見直し
■省エネ政策・電力平準化の強化
■情報・データの把握と公表

気候ネットワーク提言レポート（2018 年 11 月）
「石炭火力 2030 フェーズアウトの道筋」より
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参考）⽔素≠CO2フリー

出典）川崎重工

１．再エネはまず再エネ電力・熱で利用する方が効率的／水素は再エネよりも高コストに
２．福島県の水素ステーション

→水素の原料が化石燃料なのでCO2を実質ゼロにできない

出典）岩谷産業WEB
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参考）CCUSの問題
・CCSとは、二酸化炭素を回収
し、固定貯留技術で、CCUは回

収した二酸化炭素を利用する技
術。

・以下のような課題があり、多額
の予算をかけながら、化石燃料
利用を先延ばしする

１．実⽤化にはほど遠い／下がらないコスト
２．⽇本に貯留する適地はない
３．再エネよりも⾼コストに
４．回収・分離・貯留・運搬でもエネルギーがかかる
５．実証試験での客観的評価なし／CCSが地震を誘発︕︖
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炭素税の導⼊状況

出典）環境省「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」資料より
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エネルギー課税税率⽐較

出典）環境省「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」資料より
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エネルギー課税税率⽐較

出典）環境省「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」資料より
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⼀⼈あたりの排出量の⽐較

出典）環境省「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」資料より
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炭素⽣産性の⽐較

出典）環境省「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」資料より



情報開⽰と市⺠参加プロセス

• ⼀昨年、⻑期戦略の策定に向けて⾸相官邸に設置された「パリ協
定⻑期戦略懇談会」は終盤の会議が⾮公開に。

• 当初、北岡座⻑の座⻑案に⽰された「脱⽯炭」が、最終的に削除
されたと報道される。

• 気候ネットワークが情報開⽰請求をしたところすべての委員の発
⾔は⿊塗りで⾮開⽰に。（P160のほぼすべて⿊塗）
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⽇本が対応すべき気候変動政策
１．削減⽬標（NDC)の⾒直し

パリ協定「1.5℃⽬標」と整合する⽬標
2010年⽐2030年半減、2050年ゼロ

２．⽯炭⽕⼒政策の⾒直し
2030年までの脱⽯炭の実現
脱⽯炭ロードマップの作成

３．エネルギー基本計画の抜本的な⾒直し
原発・⽯炭依存からの脱却
⾃然エネルギーへのシフト→2050年100％
2030年エネルギーミックスの⾒直し

４．気候保護法の制定と削減の具体的政策導⼊
炭素予算の導⼊／カーボンプライシングほか

５．情報開⽰と市⺠参加に基づく政策決定プロセス
24



新しい気候・エネルギー政策へ
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現行の政策
（経済産業省主導）

原発事故＆パリ協定をふまえた
エネルギー政策

GHG削減目標 2030年13年度比26％削減
2050年80％削減

2030年90年比40～50％削減
2050年排出ゼロ

1.5℃目標 × △

２
０
３
０
電
源
構
成

原発 20～22％ ゼロ

石炭 26％ ゼロ

天然ガス 27％ 過渡的な調整電源として利用

省エネ BAUに対して17％削減 エネルギー消費2010年比半減

再エネ 22～24％ 2030年50％以上、2050年100％

炭素予算 × 〇排出量の設定

炭素価格 ×（温対税289円/ｔ） 〇炭素税・排出量取引による大
幅な削減と脱炭素型産業構造
へ転換

情報開示 × 〇

市民参加 ×審議会（既得権の利害調整） 〇


