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大気中のCO₂の平均濃度の推移

（出典）「令和2年版環境・循環型社会・生物多様性白書」図1-2-5
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気候システムのティッピングポイントと主な濃度経路

(出典) Hans Joachim Schellnhuber "Common Ground; The Papal Encyclical, Science and the Protection of Planet Earth" 2015 Potsdam 
Institute for Climate Impact Research, Germany; Santa Fe Institute for Complex Systems Research, USA https://www.pik-
potsdam.de/images/common-ground 

（出典）大島慶一郎「氷がつくる海洋大循環とその変動」
「Ocean Newsletter」（海洋政策研究所）第451号（2019.5.20 ）

「世界中の海の深層水の元となる
重い水は北大西洋の北部と南極海
の2カ所で潜り込み、それぞれ北
大西洋深層水、南極底層水と呼ば
れている。この深層への潜り込み
が起点となり、約1,500年程度で
世界の海洋を一巡りするゆっくり
した大循環が作られる。」

海洋大循環の不全



（出典）ミュンヘン再保険 https://www.munichre.com/en/risks/natural-disasters-losses-are-trending-upwards.html より作成

世界の自然災害損失件数（件）

人為起源二酸化炭素／炭素の累積排出量と温度上昇の関係

（出典）第5次評価報告書第1作業部会政策決定者向け要約（気象庁訳）
http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/ipcc_ar5_wg1_spm_jpn.pdf



パリ協定

2015年12月14日『中日新聞』夕刊

1.5℃目標 1850年-1900年と比較した世界気温上昇値（℃）

（出典）肱岡靖明（2019）「1.5°C特別報告書のポイントと報告内容が示唆するもの」『地球環境研究センターニュース』Vol.337

（出典）環境省「IPCC『1.5℃特別報告書』の概要」



○EU

欧州連合理事会は2018年11
月、EUの気候中立に関する
ビジョンを発表。2021年6月
28日には、2050年にカーボ
ンニュートラルを達成する
ことを明記する初のヨー
ロッパ気候法を採択した。
この法律には、2030年に温
室効果ガス排出量を1990年
比で55％削減するという中
間目標も掲げられている。

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/vision_1_emissions_en.pdf

EUの脱炭素ロードマップ

世界の動き

○アメリカ

アメリカでは、2020年の大統領選において民主党のバイデン大統領が
誕生し、パリ協定に復帰した。バイデン大統領は遅くとも2050年まで
に温室効果ガスのネットゼロ排出を達成することを公約に掲げた。

1.Ensure the U.S. achieves a 100% clean energy economy and 
reaches net-zero emissions no later than 2050. On day one, Biden will 

sign a series of new executive orders with unprecedented reach that go well beyond the 
Obama-Biden Administration platform and put us on the right track. And, he will demand 
that Congress enacts legislation in the first year of his presidency that: 1) establishes an 
enforcement mechanism that includes milestone targets no later than the end of his first 
term in 2025, 2) makes a historic investment in clean energy and climate research and 
innovation, 3) incentivizes the rapid deployment of clean energy innovations across the 
economy, especially in communities most impacted by climate change.

（出典）https://joebiden.com/climate-plan/

2020年9月22日に、国連総会の一般演説において、
習近平国家主席は、「二酸化炭素（CO₂）排出量
を2030年までに減少に転じさせ、2060年までに
CO₂排出量と除去量を差し引きゼロにするカーボ
ンニュートラルを目指す」と表明した。

○中国

（出典）「中国のCO2排出量、2060年までに実質ゼロ
に 習主席が表明」BBC News Japan 2020年9月23日



2019年に、日本政府は、2050 年までに温室効果ガスを 80％削減することを目
標とする「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定した。この
長期戦略では、2050年の出来るだけ近い時期に「脱炭素社会」の実現を目指す
としていた。

菅総理（当時）は、2020年10月の所信表明演説の中で、「我が国は、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2050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」と述
べた。

2020年11月19日には衆議院、20日には参議院で、それぞれ気候非常事態宣言が
決議された。「私たちは『もはや地球温暖化問題は気候変動の域を超えて気候危
機の状況に立ち至っている』との認識を世界と共有する。」

日本の動き

2030年目標の強化 26％削減から46％削減へ

我が国は、もはや地球温暖化対策
は経済成長の制約ではなく、積極的
に地球温暖化対策を行うことで産業
構造や経済社会の変革をもたらし大
きな成長につなげるという考えの下、
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、
「2050 年カーボンニュートラル」の実現を目指す。

さらに、2050 年目標と整合的で野心的な目標として、2030 年度に温室効果
ガスを2013 年度から46％削減することを目指し、さらに、50％の高みに向けて
挑戦を続けていく。経済と環境の好循環を生み出し、2030 年度の野心的な目標
に向けて力強く成長していくため、徹底した省エネルギーや再生可能エネル
ギーの最大限の導入、公共部門や地域の脱炭素化など、あらゆる分野で、でき
得る限りの取組を進める。

（出典）2021年 10 月 22 日地球温暖化対策推進本部決定「日本のＮＤＣ（国が決定する貢献）」

（出典）NHKニュースWeb
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210422/k10012991191000.html



（1990年比58％削減）

さらなる上積みが求められる状況

COP26におけるグラスゴー気候合意

気候変動枠組み条約第26回締約国会議（イギリス・グラスゴー：2021.10.31-
11.13）において、グラスゴー気候合意が採択された。また、これにより、パリ
協定が完全に運用されることとなった。

・2100年の世界平均気温の上昇を産業
革命前に比べて1.5℃以内に抑える努力
を追求する。
・石炭火力発電を段階的に削減
（phasedown）する。非効率な化石燃
料への補助金は段階的に廃止（phase-
out）する。
・全ての国は2022年に2030年までの国
が決定する貢献（NDC）を再検討し、
強化する。 （出典）「石炭火力「削減」を採択 ＣＯＰ２６」時事通信

https://news.yahoo.co.jp/articles/8a8286b23422930344fccd2d8972
35355fec1a47/images/000



（出典）環境省
http://www.env.go.jp/pre
ss/files/jp/115718.pdf

地球温暖化対策推進法の改正 2021年6月2日公布

環境省は2050年までに二
酸化炭素排出実質ゼロを
表明する自治体を増やそ
うと働きかけを行ってお
り、2021年10月29日時点
で表に掲げる40都道府県、
439市町村（287市、12特
別区、116町、24村）が
「2050年までに二酸化炭
素排出実質ゼロ」を表明
した。環境省は、表明し
た自治体を合計すると人
口は約1億1177万人となっ
たとしている。

（出典）環境省https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html

2050年カーボンニュートラル宣言自治体の広がり



（出典）環境省
https://www.env.go.jp/earth/%E2%91%A1%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%
83%89%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%EF%BC%88%E6%A6%82%E8%A6%81%EF%BC%89.pdf

国・地方脱炭素実現会議

（出典）環境省
https://www.env.go.jp/earth/%E2%91%A1%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%
83%89%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%EF%BC%88%E6%A6%82%E8%A6%81%EF%BC%89.pdf

地域脱炭素ロードマップ対策・施策の全体像



脱炭素先行地域の要件 地域脱炭素ロードマップより

民生部門（家庭部門・業務部門）の電力消費によるCO2排出実質ゼロ、運輸部門
や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、日本の2030年
目標を整合させる。

脱炭素先行地域の範囲の類型 地域脱炭素ロードマップより



地域脱炭素ロードマップより

① 人材派遣・研修
② デジタル技術も活用した情報・ノウハウの整備

○ デジタル技術も活用した情報基盤・知見の充実
○ 各自治体による温対法に基づく削減目標やシナリオ・

計画の策定・更新の推進
③ 資金

今後5年間が集中期間

CO2ダイエット～脱炭素戦略の鍵

（出典）環境庁（1990）「みんなで考えよう地球の温暖化」



(注1)｢総合エネルギー統計｣では、1990年度以降、数値について算出方法が変更されている。
(注2)｢再生可能エネルギー等(水力除く)｣とは、太陽光、風力、バイオマス、地熱などのこと(以下同様)。
出典：エネルギー白書2019　原出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成

【第211-3-1】一次エネルギー国内供給の推移
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（出典）資源エネルギー庁電力調査統計などから環境エネルギー政策研究所作成

再生可能エネル
ギー比 21.2％

日本の年間発電量の構成（2020年度）

新設・リプレイスを
行わない限り、原子
力は、2050年の主力
電源にはならない。

（出典）資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し関連資料」平成２７年７月
原子力発電



（出典）松下和夫（2017）「持続可能な開発目標(SDGs)とパリ協定実施に具体的進展の年に ～長期脱炭素発展戦略の構築を＜2回目＞」Science Portal
https://scienceportal.jst.go.jp/columns/opinion/20170113_01.htmll

化石燃料

（出典）坂梨義彦「石炭火力発電を巡って」2017年9月19日

1.5℃目標を達成
するためには、保
有されている化石
燃料が使えなくな
る。

2019年 総輸入額78.6兆円 うち鉱物性燃料17.0兆円（21.6%）

（出典）貿易統計より作成

日本国内の設備
投資総額は年間
21兆円（2019
年度）。
再生可能エネル
ギー基盤の経済
に徐々に切り替
えていくことは、
設備投資額を上
乗せすることに
なるが、その分、
海外に流れる国
富を国内にとど
めることができ
る。



原子力
12→10→13.4

総廃棄熱量
100

10→15→16.6

17.5→25→27.1

太陽光・風力・バイオマス
- → - →1.2

10→12→12.7

6→7→6.9

民生用
14→18→17.8

運輸用
13→16→16.9

有用エネルギー
37→34→34.2

損失
63→66→65.8

非発電用
72.5→60→58.3

発電用
27.5→40→41.7

石炭
17→16→17.4

石油
74→58→51.8

天然ガス
3→11→12.1

産業用
42→32→32.2

13.5→9→6

16→13
→13.1

水力・地熱
5→5→4.1

2→6→7.7

15→11→9.7

56→46→44.5

1.5→8→8.4
1.5→3→3.7

17→11→7.3
- → -
→0.
4

10→1
0→10.
2

26→25→25.5 26→19→19.1

3→1
→0.
3

3→4→4.2

8→11
→10.
916→7

→6.7

4→8→7.6

（出典）1975年度、1992年度のデータは、平成6年版「環境白書」より。東京大学平田賢名誉教授作成。太陽光・風力・バイオマスはデータなし。1997年度の
データは、第7回コプロワークショップ東京大学堤教授発表資料（2015）https://www.energy.iis.u-tokyo.ac.jp/html_seminar/20080229/20080229tsutsumi.pdf

日本のエネルギーフロー図（1975年度→1992年度→1997年度）

廃熱比率 1975年 1992年 1997年
発電用 64% 63％ 65.0％
非発電用 19％ 15％ 10.3％
民生用 43％ 39％ 38.8％
運輸用 77％ 75％ 75.1％
産業用 38％ 41％ 40.7％

非発電用（燃料用）部門での効率改善が、電
化の進展による廃熱増加で相殺されている。

2017年度は発電用（43％）と非
発電用（57％）となっており、さ
らに電化が進んでいる（エネル
ギー白書2019より）。

2017年度においてエネルギー転
換部門（発送電・燃料精製）に
おける損失分は、一次エネル
ギー投入の33％（エネルギー白
書2019より）

左の図から読み取れるエネル
ギー転換部門の損失分は、1975
年度31％、1992年度34％、
1997年度33％。

なお、最終消費部門における損
失比率はエネルギー白書2019に
は記載されていない。

我慢する省エネではなく、構造転換による省
エネが必要。

構造的な再エネ可能性

〇コンバインドサイクル発電
ガスタービンを回した熱で水を蒸気に変え、さらに蒸気タービンを回転さ
せるという二重の発電方法を組み合わせた発電方法。発電効率を、従来の
40％程度から60％近くまで高めることができる。

※一般財団法人 コージェネレーション・エネルギー高度利用センター ホームページ資料を加工

ガス製造所・製油所 天然ガス・石油等 需要地

（出典）2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会「エネルギー供給WG現時点でのとりまとめ」平成24年３月２日

〇コジェネレーション（熱電
併給）

需要地に近いところで熱
と電気を同時に供給する
技術。熱を使うことがで
きれば、エネルギー利用
効率を75～80％まで高め
ることができる。

発電時などに捨てられていた熱の利用技術



〇トランスヒートコンテナ
廃棄物処理場、化学工場、発電所などで捨てられている熱を、コンテ
ナに入れたケミカルヒートポンプに吸わせて、別の場所に運んで、熱
供給を行う技術。すでに、実証実験が行われている。

臨海部の工業地
帯や廃棄物処理
場の廃熱を運ぶ
ことができる。

熱を運ぶ技術

建築物における省エネ ZEB Zero Energy Building
ZEH Zero Energy Housing

「エネルギー基本計画（2014年4月閣議決定）」において、
「建築物については、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」とす
る政策目標が掲げられている。

新築建造物の事例 大成建設株式会社 ZEB実証棟

https://www.taisei.co.jp/ss/tech_center/topics/zeb/01.html



ZEB改修の事例 竹中工務店東関東支店

https://www.takenaka.co.jp/needs/energy/service01/index.html

現状の技術において3階建てのビルのZEB化（大成建設株式会社）を実現。壁面
太陽光発電などの技術開発が進めば、さらに高いビルについてZEB化が期待でき
る。

建築物の省エネ可能性は
大きい。7割以上の省エネ
を実現できる。

建築物における省エネ

耐久消費財における省エネ

（出典）資源エネルギー庁
https://www.enecho.meti.go.jp/category/savin
g_and_new/saving/general/replacement/refrig
erator/



まちづくりと省エネ

建物間・街区でのエネルギーの融通

熱需要も含めてエネルギーを有効利用しようとすると、需要パターンの異なる
建物間でエネルギーを融通する必要がある。
コジェネレーションによって生み出される熱は、一家庭では使い切れないので、
融通する必要がある。

〇FUJISAWAサスティナブル・スマートタウン
• 1990年比でCO2排出を70％削減、生活用水の30％削減、再生可能エネルギーを30％利用

〇SMA×ECO Project（大和ハウス工業株式会社）
• 太陽光発電と蓄電池、HEMSを各戸に設置し、建物間の電力融通などを行うプロジェクト

〇オガールタウン（紫波グリーンエネルギー株式会社、岩手県紫波町）
• 地域の木材をつかったバイオマス熱供給設備を設置、住宅向けの熱導管も敷設

（パナソニック株式会社、神奈川県藤沢市）

再生可能＝更新性 renewable （recyclableではない）
「資源基盤が、太陽・地球・月といった天体エネルギーによって日々更新される

性質をもつもの」

再生可能エネルギー発電
太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス（生物資源）発電

再生可能エネルギー熱
太陽熱、地熱・地中熱、バイオマス熱

地球に到達する太陽光のエネルギー量は、人類が消費するエネルギー量の1万倍存
在する。

再生可能エネルギー＝無限のエネルギーではない。利用できる量以上に使うと枯渇
する可能性がある。

再生可能エネルギーの基礎知識と導入の必要性・効果



●太陽光発電
日本には技術的なポテンシャルがある。2005年に
ドイツに抜かれるまでは、太陽光発電の設備容量
は世界一であった。日本は国土が狭いが、日本の
国土に降り注ぐ太陽エネルギーは、それのみで日
本の最終エネルギー消費量の100倍の量がある。

●水力
日本は、欧米の2、3倍の降水量に恵まれ、年間降
水量世界第6位の国である。戦後、資源調査会は、
日本の将来のエネルギー供給は水力によって担わ
れるだろうと考えていた。日本は、ダムを用いな
くても、発電に必要な落差を得ることができる。

おひさま発電所（長野県飯田市）

北杜市村山六ヶ村堰水力発電所（山梨県北斗市）

●地熱
世界の活火山の1割を有する日本は、地熱大国でもある。
地熱資源の賦存量は、アメリカ、インドネシアにつぐ
世界3位。地熱は、地熱発電という利用法のみならず、
熱利用にもまだ余地がある。従来から温泉という形で
利用されてきたが、その熱を生かし切れておらず、温
泉熱を水でさましたり、温かいまま捨ててしまったり
している場所がある。

●風力
日本では北海道、北東北に大きなポテンシャルが存在
する。陸上では、海沿いの地域、半島、岬といった場
所や、山の上といった場所に適地がある。洋上では、
安定的に強い風が吹いており、海に囲まれた国である
日本はそれを利用できる。

八丁原地熱発電所（大分県九重町）

苫前風力発電所（北海道苫前町）



●バイオマス（生物資源）

国土の6割以上を森林で覆われている国として、
まず、間伐材をはじめとする木質系のバイオマ
スの有効利用を図っていく必要がある。戦前の
林業は、用材利用よりも薪炭材利用の方が多く、
エネルギー産業であった。また、家畜ふん尿な
どの農業廃棄物の有効活用も必要である。

今後、海洋エネルギー（波力、海流力など）も
使用することができる。日本は、再生可能エネ
ルギーには恵まれている国といえる。

住友大阪セメント株式会社栃木工場バイオマス発
電所（栃木県佐野市）

変動する再生可能エネルギーを安定的に利用するには

再生可能エネルギーのうち、太陽光と風力は、各種変
動を引き起こしうる。需要量の少ないときに供給量過
多になる恐れ。

電力会社間の融通の強化（東北・東京／中部・関西・
北陸・中国・四国での系統一体運用）、ダイナミック
プライシングなどを通じた需要側のコントロール、各
種蓄エネルギー設備の整備などが必要。

（出典）「東西電力融通厚い壁」『日本経済新聞』2012年4月7日

2019年3月に90万kWに増強

2020年代後半に300万kWに増強
「東西の電力融通２・５倍に 経産
省が大規模災害に備え」『産経新
聞』2015年4月16日



将来的には、高度な気象予
測とITによる蓄エネルギー
設備コントロールを組み合
わせて、再生可能エネル
ギーで必要なエネルギー需
要を賄う社会になる。

〇蓄電
• リチウム電池よりも安全で大容量の蓄電池の開発が進む。

〇蓄熱
• 雪氷熱利用、氷蓄熱槽（潜熱蓄熱）

• 横浜みなとみらい21の地域冷暖房システムの一環として高さ
40mの氷蓄熱層が導入されている

• ケミカルヒートポンプ（化学蓄熱）
• 長期間にわたってたくさん熱保存することが可能。トランス

ヒートコンテナで熱を運ぶ。
〇化学物質として溜める

• 水素利用
• 燃料電池車「MIRAI」の販売開始（トヨタ自動車）、政府は、

2015年に水素ステーションを100箇所設置すべく、補助金を支
出。一箇所4億円のうち、1億5000億円から2億8000億円を補助。

• 当面は、天然ガスの改質によって水素をつくるため、改質時に
CO2が発生してしまう。水素供給インフラがない国・地域には
売れない。

• Power to Gas 
• 再生可能エネルギーでつくった水素に、炭素分を追加して、メ

タン化し、天然ガス供給インフラを通じて供給する方法。効率
は落ちるが、既存の供給インフラを活用できる。

〇運動で溜める フライホイール
• 風力発電設備にフライホイールを組み合わせる方式が2009年に

沖縄の波照間島で実用化。

変動する再生可能エネルギーを安定的に利用するには

蓄エネルギーの設備も合わ
せて整備することが必要。

エネルギー永続地帯（域内の民
生・農林水産業用エネルギー需
要を上回る再生可能エネルギー
を生み出している市町村）
電力永続地帯（域内の民生・農
水用電力需要を上回る量の再生
可能エネルギー電力を生み出し
ている市町村）

倉阪研究室と環境エネルギー政策研究所が2006年から毎年試算を実施。
「永続地帯」研究の最新結果では、2020年3月末時点で稼働している再
生可能エネルギー設備を把握し、その設備が年間にわたって稼働した場
合のエネルギー供給量を市町村別に推計。(一部は実績値を採用)
https://sustainable-zone.com/

「永続地帯」研究からみる再生可能エネルギーの導入状況



【北海道：16】稚内市、紋別市、森町、江差町、上ノ国町、せたな町、蘭越町、
ニセコ町、苫前町、幌延町、壮瞥町、安平町、様似町、更別村、豊頃町、白糠
町、【青森県：6】深浦町、七戸町、横浜町、六ケ所村、東通村、新郷村、【岩
手県：5】八幡平市、雫石町、葛巻町、軽米町、一戸町、【宮城県：3】蔵王町、
七ケ宿町、大郷町、【秋田県：5】湯沢市、鹿角市、にかほ市、三種町、八峰町、
【山形県：3】朝日町、大蔵村、遊佐町、【福島県：4】下郷町、柳津町、小野
町、川内村、【栃木県：3】那須烏山市、塩谷町、那珂川町、【群馬県：3】長
野原町、嬬恋村、昭和村、【富山県：1】朝日町、【石川県：2】志賀町、宝達
志水町、【山梨県：1】北杜市、【長野県：5】小海町、長和町、飯島町、信濃
町、栄村、【三重県：1】多気町、【鳥取県：1】伯耆町、【岡山県：2】鏡野町、
久米南町、【徳島県：1】阿波市、【愛媛県：1】久万高原町、【高知県：1】大
月町、【福岡県：1】赤村、【熊本県：6】小国町、西原村、山都町、錦町、水
上村、相良村、【大分県：2】豊後大野市、九重町、【宮崎県：3】川南町、都
農町、五ケ瀬町、【鹿児島県：4】長島町、湧水町、大崎町、南大隅町

「永続地帯市町村」：域内の民生・農水用エネルギー需要を上回る量の再生可
能エネルギーを生み出している市町村（エネルギー永続地帯）であって、カロ
リーベースの食料自給率でも100％を超えている市町村

全国に80市町村存在（2019年3月）

倉阪研究室において、2011年以降、隔年で、全市町村を対象とする再生可能エネル
ギー政策調査を実施してきた。2019年調査では回答自治体1391のうち再生可能エネ
ルギーに関する行政目標を設定している自治体は342（24.6%）、設定していない自
治体は995（71.5％）、過去に設定していたが現在は設定していない自治体は35
（2.5％）、無回答19（1.4%）である。

設定していない自治体995団体に、今後の
見通しを聞いたところ、現在設定に向けて
検討中27（2.7%）、将来的に設定する予定
86（8.6％）、今後とも設定予定なし457
（45.9％）、わからない403（40.5％）、
その他・無回答22（2.2%）となっている。

人口規模別の設定状況は、図のとおり。
3万人未満の自治体については、目標設定
自治体の割合が伸びていない。

再生可能エネルギーに関する行政目標の設定状況



「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」令和2年12月経済産業省中心に作成したもの

炭素固定貯留利用（CCUS）の可能性

国内における炭素固定貯留について

日本と周辺海域における油層・天然ガス
層およびトラップ構造が確認されている
帯水層を合わせると約35億トンの二酸化
炭素を貯留できるという調査結果がある。
（エンジニアリング振興協会調査）

日本の年間CO₂排出量
11億800万トン（2019年度）

CO2排出量 ４億3,900万トン

火力発電 4億3900万トン
鉄鋼業 1億5500万トン

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/emissions/yoin_2019_2_7.pdf

火力発電と鉄
鋼に絞っても、
6年程度しか貯
留できない。
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伐採 維持管理

日本の森林について、林野庁の樹種別齢級別面積（2017年3月31日現在）を用
いて、森林計画区別の人工林齢級別面積を把握し、10齢級（46年-51年生）以
上を伐採齢級とし、5年当たり10％を伐採・植林する仮定で、年間の伐採量を
推計し、そのための維持管理を行う投下労働量を概算。

（出典）林野庁「一目でわかる林業労働」から

森林の維持管理のためには、平均で60万人程度の林業従事者が必要。しかし、
2015年には4.5万人となっている。
主に地方におけるカーボンニュートラルな熱供給のための森林活用を検討すべき。
吸収・固定は従的な目的であろう。

森林による炭素固定貯留について

①国の目標をそのままその自治体の目標とする。

②温暖化防止に努める市民の割合を高めることを自治体の目標とする。

③現状における再生可能エネルギー設備容量や発電量目標を高めることを自治体
の目標とする。

人口、エネルギー消費構造や、再生可能エネルギーの供給可能性、2050年までの設備・建築投資
可能性などは、自治体によって異なる。このため、カーボンニュートラルの実現の容易さ、困難
さに基づき、独自の目標設定を行う自治体もあるべき。

こまめに電気を消します、冷蔵庫の扉を開けっぱなしにしませんといった市民に我慢を強いるよ
うな省エネで達成できる範囲はたかがしれている。建物の建て替え、耐久消費財の買い替えなど
設備投資の機会を捉え、省エネ型の建物や耐久消費財が確実に導入されるように政策を講じてい
くことが必要。

2020年に存在するメガソーラーは、2050年の脱炭素には寄与しない可能性が高い。とくに、その
メガソーラーが地域外の事業者のものである場合、メガソーラー設備を同じ場所で更新する保証は
なにもない。

よくある自治体の温暖化政策の誤り



カーボンニュートラルシミュレーター（CNS）の考え方

①自治体の政策領域を想定して検討する。
民生部門（住宅やオフィスビル）、輸送部門、農林水産業部門、廃棄物処理部門での排出量の削減
を主に自治体が担い、産業部門（鉄鋼、石油化学など）、エネルギー転換部門（火力発電所など）
での排出量の削減を主に国が担うという役割分担を想定して作成した。

②2050年の社会の姿を想定して、2050年までの省エネ投資機会をつかまえることを
検討する。
2050年脱炭素のためには、さまざまな投資機会を捕まえて、確実に脱炭素に適した建築物や耐久
消費財が地域内に導入されるようにしなければならない。CNSでは、2050年の人口規模を想定し
て、2050年の住宅床面積、業務用ビル床面積、自動車台数などを推計し、その建築／導入時期別
に省エネ投資を行うことを想定する。

③2050年に存在すべき再生可能エネルギー供給量を想定して、バックキャストで検
討する。
2050年までに省エネ投資によってもなお残るエネルギー消費量に相当する再生可能エネルギー生
産設備量を計画的に導入することを検討する。
たとえば、太陽光発電は耐用年数25年とすると、2050年の必要量を25分割した量を、2025年以降、
毎年、導入することを想定する。

カーボンニュートラルシミュレーター（CNS）



「千葉 オポッサム」で検索

環境省環境研究総合推進費2-1910「基礎自治体レベルでの低炭素
化政策検討支援ツールの開発と社会実装に関する研究」(2019-
2021）（Open Project on Supporting-tools for Municipalities towards 
De-carbonized Societies : OPoSuM-DS）

https://opossum.jpn.org/news/2019/03/04/455/

excelで作成しています。70MB近くあります。
自治体コードを入力すれば、全基礎自治体について動くはずです。
メアドを入力いただければ、パスワードが提供される仕組みです。
無料です。

カーボンニュートラルシミュレーター（CNS）の入手方法

2021年4月中旬までに2050年の脱炭素宣言を
行った214自治体について、あえて同じ数字
（右図）を入力して、脱炭素が達成できるか
どうかを確認してみた。

人口が大きい都会域における宣言自治体は今回の数字では軒並み達成できない。人口が大きい都会域
の自治体は、再生可能エネルギーが豊かな地方の自治体と連携していかなければならなくなるのでは
ないか。

カーボン
ニュートラ
ル達成自治
体数

対象自治体
数（宣言自
治体数）

カーボン
ニュートラル
達成自治体比
率

北海道・東北 17 20 85.0%
関東 20 70 28.6%
甲信越・北陸・東海 19 57 33.3%
近畿 4 29 13.8%
中国・四国 8 21 38.1%
九州・沖縄 8 17 47.1%
計 76 214 35.5%

カーボンニュートラルシミュレーター（CNS）でわかること



企業による利潤目的から地域主導の再生可能エネルギー導入へ

（出典）倉阪秀史「増える『エネルギー永続地帯』」（視点･論点）2017年7月31日 NHK解説委員室

これまで、エネルギーを購入
するために域外に流出してい
た地域の富が、域内にとどま
る。

地域的に得られる再生可能
エネルギーを用いて、域外
の富を域内に持ち込める。

地域主導での再生可能エネル
ギー導入による二重の効果

持続可能性確保目的の事業は、長期にわたる取組が求められる上に、内部収益率
も低い。地域主体は、担保力に欠けるなど、事業実施のための資金を確保するこ
とが通常困難である。この種の事業については、将来にわたって確実に存在する
公的な事業主体が実施するか、公的に事業主体をサポートしていく必要がある。

持続可能性目的事業に公的支援が必要な理由


