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工場のCO2対策を巡る最新動向 
～CO2排出実質ゼロに向けて～ 
 

 

国内外で気候変動に対する危機感が高まっており、企業はCO2削減に対する対応を強く求められて

いる。トヨタ、VW、ボッシュ等はCO2排出実質ゼロを掲げ、取り組んでいる。本レポートでは、CO2削減を

巡る国内外の最新動向と国際政治的背景を考察した上で、CO2排出ゼロに向けた今後の取組みの方

向性を検討した。 

 

 結論 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 地球全体でCO2を削減することが重要で、自社のCO2発生量を減らしても、サプライチェーン

全体でのCO2の削減ができなければ社会的役割を果たしているとは言えないため、エネルギ

ー効率向上、再生可能エネルギー増大を中心に考えるべきである 

 自社で削減し切れないCO2の削減方法としてカーボンオフセットがあり、国内ではJ-クレジット

の制度を活用できる 

 燃料・電力起源のCO2を削減するための将来有望な技術として、新材料による断熱強化、工

場排熱を利用した技術等を示す 
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1. CO2ゼロを実行に移す世界 

温室効果ガス（GHG）、特にCO2排出を削減し排

出実質ゼロ（カーボンニュートラル）を目指す動きが近

年顕在化している。以下で主な世界の動向を見る。 

 

動向１：VWが開始したカーボンニュート

ラルの車づくり 

2019年11月4日、フォルクスワーゲン（VW）のEV、

ID.3の生産がドイツ東部ツヴィッカウ工場で始まった。

ツヴィッカウ工場は欧州最大のEV工場という点だけで

なく、生産する車種がカーボンニュートラルとなる点が

注目されている。 

実情は以下のようになっている。電力に再生可能エ

ネルギー（以下 再エネ）を使用、車両輸送等の減ら

せないCO2分は熱帯雨林保存プロジェクトに投資する

ことで相殺（カーボンオフセット）。そして、サプライヤー

にもカーボンニュートラルを義務付けた。ほとんどのサ

プライヤーがCO2排出枠の購入等で対応しているとい

う。VWは今後義務化の対象を他の車種や工場に広

げる方針。 

このような取組みを通じ、VWは2050年に企業全体

でのカーボンニュートラルの実現を目指している。 

 

動向2：ボッシュはカーボンニュートラルの

2020年実現を見込む 

 自動車部品メーカーもカーボンニュートラルの取組

みを進めている。特筆すべきはボッシュだ。2019年5

月9日、2020年までにカーボンニュートラルを達成す

ると発表した。世界の他のメーカーに先駆けてカーボ

ンニュートラルを実現する狙いだ。 

 グリーン電力の購入、カーボンオフセットプログラムへ

の参加や再エネからの電力調達のために10億ユーロ

を投資する。カーボンオフセットは2030年までに段階

的に廃止し、その間に再エネへの投資を加速するとい

う。これらと並行し、社内のエネルギー効率を向上させ

るために同じく10億ユーロを投資する予定としている。 

 

動向3：欧州グリーン・ディール 

VW、ボッシュと同様、ダイムラーは2039年、コンチ

ネンタルは2040年のカーボンニュートラル実現を目指

している。各社の動きの裏には欧州委員会の動きがあ

る。 

2019年12月11日、欧州委員会は2050年までの温

室効果ガス排出実質ゼロを目指す気候変動対策「欧

州グリーン・ディール」を発表した。同月1日に就任した

ウルズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員長（ドイツ出

身）の大型政策だ。2050年の温室効果ガス排出実質

ゼロ目標を含む「欧州気候法」を提案する方針や、温

室効果ガス排出の2030年目標（現行：1990年比

40％減）を50～55％に引き上げる計画を作成する方

針を打ち出した。 

 投資計画も発表済み。2020年1月14日、「欧州グリ

ーン・ディール投資計画（持続可能な欧州投資計

画）」を発表し、向こう10年間で官民から1兆ユーロの

持続可能な投資の誘導を目指すとした。その半分程

度はEU中期予算から拠出予定だという。 

 

動向4：カリフォルニア州では住宅・業

務用ビルで天然ガス使用禁止の動き 

 アメリカでは、気候変動対策として天然ガスの使用を

禁止した自治体がある。カリフォルニア州バークリーで

は、2020年1月から新築ビルの燃料をガスから電気に

切り替えることが義務付けられた。サンノゼでは新築住

宅のガス使用が禁止され、ロサンゼルスやサンフラン

シスコでも同様の規制導入が検討されている。ワシント

ン州シアトルやマサチューセッツ州等、カリフォルニア

州以外にも規制検討の動きは広がっているという。 

 レストラン協会等が自治体を提訴する動きもあり、今

後どこまで規制が広がるか不透明感はあるが、注目す

ますます高まるCO2削減の意義 
気候変動は緊急に対応すべき危機との意識が［急速］に高まっている。本章で

は、国内外の関連動向を概観する。 
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べき動きである。排出量をゼロにしようとする動きの中

では、CO2排出が比較的少ない天然ガスも使用規制

対象になりつつある。 

 

2. 背景に気候危機という共通認識 

CO2排出実質ゼロに向け官民の動きが活発化する

背景には、気候変動に対する危機意識がある。 

 

Climate Crisis 

 もはや「気候危機」 

世界では、「気候変動」や「地球温暖化」という言葉

でなく「気候危機」という言葉が使われ始めている。 

2019年9月25日、国連の気候変動に関する政府

間パネル（IPCC）は、気候変動が海や寒冷地をこれ

までにない規模で脅かしているとする特別報告書を発

表。氷の融解による海面上昇に加え、人間の活動に

よって野生動物が生息地を追われていること、永久凍

土が溶け出すことでCO2がさらに増え、氷の減少を加

速させていること等を指摘した。 

国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、「気候変

動」はもはや「気候危機」であり、「気候非常事態」だと

するメッセージを発信している。 

 

 気候非常事態宣言（CED; Climate 

Emergency Declaration） 

昨今、国内外で記録的な高温や台風等の強大化、

豪雨、洪水、大規模な山火事、深刻な干ばつ等が起

き、多数の死傷者が出ている。こうした危機的な状況

に、「気候非常事態宣言」を出し、緊急行動を呼びか

ける国や自治体が増えている。 

気候非常事態宣言は、2016年12月にオーストラリ

アのビクトリア州ダーバン市から始まった。2018年から

急拡大、2019年には主要な国・都市が多数加わった

（図1）。宣言を行った自治体は1,330、カバーする住

民数は8億人以上に上る（2020年1月28日時点）。宣

言を行った国や自治体は、気候変動を防止する政策

立案、計画、キャンペーンを優先的に行う。 

国内では、2019年9月に長崎県壱岐市が宣言を行

ったのをはじめとして、2019年12月までに7の自治体

が宣言を行った。 

 

図1：気候非常事態宣言を行った国・自治体の例 
（2019年4月～12月） 

月 海外 国内 

4月 スコットランド、ロンドン

市、サンフランシスコ市 

- 

5月 イギリス、アイルランド - 

6月 フランス、ポルトガル、カ

ナダ、ニューヨーク市、

アムステルダム市、シド

ニー市 

- 

7月 アルゼンチン、パリ市、メ

ルボルン市 

- 

8月 ケベック州 - 

9月 スペイン、オーストリア 長崎県壱岐市 

10月 ハワイ州 神奈川県鎌倉市 

11月 欧州議会 - 

12月 イタリア、ミュンヘン市 長野県、大阪府堺市、

長野県白馬村、 

鳥取県北栄町、 

福岡県大木町 

出所：CEDウェブサイトよりテクノバ作成 

 

 気候野心同盟（CAA; Climate Ambition 

Alliance） 

2019 年 9 月、チリ（国連気候変動枠組条約第 25

回締約国会議（COP25）議長国）や国連の主導により、

気候野心同盟が立ち上がった。 

2020 年からパリ協定注１が実施段階に移るのを前に、

協定達成に向け各国・民間セクターが「野心的」に目

標を引き上げるよう、「野心の強化」のメッセージを打

ち出すため立ち上がったものである。グテーレス国連

事務総長は、COP25の閉会スピーチで、「各国は、パ

リ協定の下での約束を誠実に守るだけでなく、野心を

大幅に強化することが必要だ」と呼び掛けた。 

参加したのは、72か国と EU、14の地域（カリフォル

ニア州等）、398 の都市（東京都、長野県、京都市、

横浜市等）、786 の企業（アシックス、小野薬品工業、

丸井グループ等）、27 の金融機関・機関投資家。日

本は国としては参加していない。 

注1）世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑
え、また1.5℃に抑えることを目指すとする多国間の国際的協定。

パリで開催されたCOP21で採択された（2015年12月12日）。 

 

 



工場のCO2対策を巡る最新動向 

4 
 

 

 「2050年ゼロカーボン」宣言 

気候非常事態宣言とともに、2050年までのゼロカー

ボン化（CO2 排出実質ゼロ）を宣言する自治体が増え

ている。 

海外では、ロンドン市（「ゼロカーボン ロンドン」）、パリ

市等が表明。 

国内では、東京都、京都市、横浜市等 31 の自治

体（11都府県、12市、5町、3村）が、2050年までに

CO2排出を実質ゼロにすることを表明している。表明し

た国内自治体を合わせると、人口で約 4,700 万人に

上る（2019年 12月 25日時点）。 

 

SDGsへのコミット 

CO2排出削減は、SDGs（持続可能な開発目標）

達成の面からも強く求められている。 

SDGs は、2015 年 9 月の国連サミットで採択され

た「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に記載

された 2030年までの国際目標。人類共通の目標とさ

れている。 

SDGsには、目標 13（「気候変動およびその影響を

軽減するための緊急対策を講じる」）をはじめとして、

気候変動関連課題に取り組む目標が多く含まれる。

後述のトヨタのように、CO2排出ゼロを目指す取組みを

通じて SDGs達成に貢献する、とする企業は多い。 

  

3. 日本の産業界も動く 

世界的な危機意識の高まりを受け、日本の産業界

も対応に動いている。 

 

経団連の「チャレンジ・ゼロ」 

2019 年 12 月 9 日、日本経済団体連合会（経団

連）は「チャレンジ・ゼロ（チャレンジ ネット・ゼロカーボン 

イノベーション）」構想を発表した。 

脱炭素社会の実現に向けた積極的取組みが経済

界に求められていることを受け、経団連は「脱炭素社

会の実現に向けて企業等（業界団体・関係機関含む）

がチャレンジするイノベーションのアクションを、具体的

かつ分かりやすく PR・後押し」するとした。また、従来

の「低炭素」ではなく、今後は「脱炭素」を掲げて企業

により踏み込んだ行動を促していくことを表明している。 

 

図2：経団連「チャレンジ・ゼロ」の概要 

出所：経団連ウェブサイト 

 

SDGsについて、経団連は、2017年に「Society5.0

注2の実現を通じたSDGsの達成を柱として企業行動

憲章を改定」し、SDGs達成を重視する姿勢を明確に

している。 

注2）狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、人類社会発
展の歴史における5番目の新しい社会 

 

トヨタの「CO2ゼロチャレンジ」 

トヨタは、2015年10月に「トヨタ環境チャレンジ

2050」を発表した。2050年に向け、トヨタが成し遂げる

べき6つの環境チャレンジを示している。この中には

「新車CO2ゼロチャレンジ」、「ライフサイクルCO2ゼロチ

ャレンジ」、「工場CO2ゼロチャレンジ」という、3つの

CO2ゼロチャレンジが含まれる。 

トヨタは環境チャレンジを通して、「ゼロの世界」にとど

まらない「プラスの世界」を目指すと表明。工場CO2ゼ

ロチャレンジでは、「革新技術の導入と日常改善」と

「再生可能エネルギー導入と水素の活用」でチャレン

ジし、SDGs7.2, 7.3, 9.1, 9.4, 13.1（図3）の達成に貢

献するとしている。 
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図3：トヨタの「工場CO2ゼロチャレンジ」関連のSDGs 

SDGs 内容 

7［エネルギー］ 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 

7.2  2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる 

7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる 

9［インフラ、 

産業化、イノベーション］ 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進およびイノベーションの推進

を図る 

9.1 すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地

域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靭（レジリエント）なインフラを開発する 

9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術および環境に配慮した技術・産業プロセスの導入

拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力

に応じた取組みを行う 

13［気候変動］ 
 

気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

13.1 すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靭性（レジリエンス）および適応力を強

化する 

出所：「SDGsビジネス戦略」 

 世界では、CO2排出実質ゼロを実行に移す動きが活発になっている。 

 背景には、気候変動に対する強い危機感がある。 

 VWやトヨタはCO2排出実質ゼロを掲げており、サプライヤーもCO2排出実質ゼロに

向けた取組みが求められる。 
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農林水産業の温室効果ガス排出削減 

日本では農林業の温室効果ガス排出は全体の

4％にとどまるが、世界に目を向けると、農業、林

業、その他土地利用の温室効果ガス排出は全体

の24％を占め、 農林水産分野における脱炭素化

の技術開発が注目されている。 

中国では、ドイツ政府と共同で、養豚場から出る

糞尿を用いたバイオマス発電の実証実験を実施。 

豪州、米国では、牛の消化管内のメタン発酵を

抑えるため、海藻の「カギケノリ」を餌に混ぜる技

術を開発。 

ニュージーランド、欧州では、消化管内でのメタ

ン発酵の少ない羊や牛系統を育種するDNAマー

カーの研究を推進中。 

UAEでは、エミレーツ航空が、ドバイに世界最大

規模の植物工場（無農薬野菜を生産）を建設中。 

 日本政府は、農林水産分野の2050年ビジョンを

踏まえ、以下の技術開発を推進している。 

(1)再エネのフル活用 

農山漁村に賦存する資源の活用技術とスマート

農林水産業技術のイノベーションにより、農林水産

業のエネルギーの100％再エネへの転換（RE100

の実現)、再エネの都市および他産業への供給を

目指す。  

(2)生産・流通プロセスの脱炭素化 

スマート農林水産業の推進による生産プロセス

からの化石燃料消費を削減、農林業機械、漁船等

の電化、水素燃料電池化、データに基づく、効率

的な流通システムの構築等により、生産流通プロ

セスの脱炭素化および農林水産業のCO2ゼロエミ

ッションの達成を目指す。  

(3)農地・畜産からの排出削減対策の推進 

メタンの発生が少ないイネ品種、N2Oの発生を

削減する資材等の排出削減にかかる技術を開発

する。排出削減の可視化により、農畜産業に由来

するメタン、N2Oの排出削減を目指す。  

(4)炭素隔離・貯留の推進 

農地土壌・森林・海洋への炭素隔離・貯留によ

り、「炭素循環型社会」の構築を目指す。  

(5)バイオマス資源のフル活用 

バイオマス資源のフル活用により、「炭素循環型

社会」の構築を目指す。 

 

図4：農林水産業における温室効果ガス排出 

 

出所：「第2回革新的環境イノベーション戦略検討会」農林水産
省資料 
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１. CO2ゼロまたはネット・ゼロ・
エネルギーの方法論 

CO2ゼロまたはネット・ゼロ・エネルギー

にするには 

CO2 排出量を実質ゼロにするためには、エネルギー

使用量の正味ゼロ（ネット・ゼロ・エネルギー）を目指す

ことが必要。 

図 5 のように分解すると、ネット・ゼロ・エネルギーの

実現方法は、 

 ①生産量を減らす 

 ②エネルギー効率を上げる 

 ③再エネ生産量を増やす 

 ④温室効果ガス排出権を購入する 

の 4通りに整理することができる。 

 

図5：正味（ネット）エネルギー使用量の数式の分解 

出所：テクノバ作成   

 

「電力使用量」と、「再エネ生産量」（正確には再エ

ネ生産量のうち再エネ電力量）をバランスさせるのが

後述する RE100 の取組みであり、「エネルギー効率」

（総エネルギー使用量と生産量等の比注 3）を倍増にす

るのが、同じく後述する EP100の取組みである。 

注 3）エネルギー使用量が分母となり、図 5 とは分子と分母が逆になる。 

 

企業の取組みを後押しするイニシアチブ 

CO2 削減の取組みを後押しする国内外のイニシア

チブの例として、EP100（エネルギー効率倍増）、

RE100／RE Action（電力の 100％再エネ化）、J-クレ

ジット（排出権取引）がある。また、企業に環境関連情

報開示を促す CDP等がある。 

 

 EP100 

EP100 は、事業のエネルギー効率倍増を目標とす

る国際的取組み。イギリスの国際環境 NGO である

The Climate Groupが運営。後述するRE100や、本

稿では扱わないが EV100（事業活動で使うモビリティ

を 100％ゼロエミッションにする）も、同 NGO が運営し

ている。 

EP100 には「事業のエネルギー効率（Energy 

Productivity）を倍増させること」等を目標に掲げる企

業が参加する。The Climate Group は 2030 年まで

に 100社が参加することを目指している。 

既に 72社が参加しており、日本からは NTT と大和

ハウス工業の 2社が参加（2020年 1月 28日時点）。

NTT はデータパケット量／エネルギー使用量を、大和

ハウス工業は売上高／エネルギー使用量を指標とし

て、事業のエネルギー効率改善に取り組んでいる（図

6）。分子の指標が異なるのは、各社が自社のビジネス

に合わせてエネルギー効率指標を選ぶためである。 

 

 

  

CO2ゼロまたはネット・ゼロ・エネルギー
に向けた取組み 
CO2排出実質ゼロを実現する方法は、①生産量を減らす、②エネルギー効率を

上げる、③再エネを増やす、④排出権を購入する、のいずれかまたはこれらの

組み合わせである。本章では、それぞれの方法を概観する。 

Ⅱ 
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 RE100／RE Action 

RE100は、事業を 100％再エネで賄うことを目標と

する国際的取組み。The Climate Groupが 2014年

に結成した。使用する電力を 100％再エネで賄うこと

を目指す企業が参加する。参加には「2050 年までに

事業活動における全ての電力消費を再エネ電源にす

る」と宣言することが必要。 

マイクロソフト、アップル、グーグル、IKEA、ブルーム

バーグ、BMW、GM、タタ・モーターズ等、世界で 200

社以上が参加。日本企業では、2017年 4月参加のリ

コーをはじめとして積水ハウス、大和ハウス工業、ワタ

ミ、イオン、丸井グループ、城南信金、富士通、ソニー、

コニカミノルタ、LIXIL、楽天等 30 社（2019 年 12 月

末時点）が参加している。2018 年 6 月には日本の環

境省が公的機関としては世界で初めて参加、「環境省

RE100」を掲げ 2030年までに再エネ比率 100％を達

成する行動計画を立てた。 

RE Actionは、2019年 10月 9日に発表された再

エネ導入の日本国内中小企業向けの取組み。中小

企業版 RE100 と言われる。RE100 には「消費電力

量 10GWh 以上」という参加要件があるため、要件を

満たさない国内中小企業、自治体等に向けて、地球

環境戦略研究機関（IGES）、日本気候リーダーズ・パ

ートナーシップ（JCLP）を含む 4 つの機関が発足させ

た。現在 50 の企業・団体が参加している（図 7）。

2024年までに1万の企業・団体の参加を目指す。RE 

Action には、サプライヤーに再エネ電力調達を求める

企業（例：アップル）との取引を目指す中小企業等の

参加がある。 

 

方法論として、調達電力が再エネかどうかは、グリ

ーン電力証書付き電力を購入することによって証明す

ることができる。したがって、グリーン電力証書付き電

力を必要量購入すれば、調達電力の 100％再エネ化

の達成は可能となる。 

 

 J-クレジット（排出権取引） 

J-クレジットは日本国内の温室効果ガス排出権取

引制度。経済産業省、環境省、農林水産業が共管し、

2013年度に開始した。 

 排出権とは本来、温室効果ガスの排出削減を進め

たい事業者に資金や技術を供与した支援者が、その

成果である排出削減量を権利（排出権）として獲得す

るもの。排出権取引制度ができたことで、温室効果ガ

ス削減に排出権購入という選択肢が生まれた。 

この制度では、一定の手続きの下で、温室効果ガ

ス排出削減を行う事業者が排出権を獲得する。その

排出権は販売され、購入者は自社の温室効果ガス排

出量から排出権分をマイナスして、調整後排出量とし

て対外報告できる。 

方法論から言えば、排出権を必要量購入すれば

CO2排出ゼロの達成が可能となる。 

 

 CDP（the Carbon Disclosure Project） 

CDP は、上場企業に対し環境関連情報開示を促

すイギリスの国際 NGOである。 

気候変動・水・森林に関する標準化された質問書

を各社に送り、回答に基づき各社の開示状況を評価

している。結果は、機関投資家が投資判断の材料とし

図6：大和ハウス工業のエネルギー効率改善目標 

 
出所：大和ハウスグループサステナビリティレポート2019 

 

図7：再エネ100宣言 RE Action 

 

出所：RE Actionウェブサイト（2020年1月28日閲覧） 
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て活用している。CDP質問書の回答者は 7,000社以

上、情報活用者は650以上の機関投資家で、合計試

算額は 87兆ドル以上に上る。 

2019年は、全世界で 179社が気候変動関連の最

高評価「気候変動 A リスト」に選定された。国内製造

業からは、トヨタ、豊田自動織機、日産、ソニー、パナ

ソニック、ナブテスコ、小松製作所等が選定された。 

 

2. サプライチェーン全体での取組
みが重要 

投資家による気候変動対応要求 

日本の年金積立金を管理・運用する年金積立金

管理運用独立行政法人（GPIF）は、世界最大の機関

投資家である。GPIFは 2015年以降、ESG（環境・社

会・ガバナンス）関連の取組みを拡大。2018 年には、

ESG 指数に S&P／JPX カーボン・エフィシェント指数

を採用し、また、後述する Climate Action 100+に参

加した。 

カーボン・エフィシェント指数の採用は、GPIF が「炭

素効率性」の悪い企業の投資ウェイトを下げることを意

味する。Climate Action 100+への参加は、温室効果

ガス排出量の多い大企業に気候変動に対応するよう、

GPIF が他の機関投資家と一緒になってエンゲージメ

ント（働きかけ）を行うことを意味する。 

 

 S&P／JPXカーボン・エフィシェント指数 

S&P／JPX カーボン・エフィシェント指数は、世界最

大の独立系指数会社である S&P ダウ・ジョーンズ・イ

ンデックスが構築している。炭素効率性の良い企業や、

温室効果ガス排出に関する情報開示を行っている企

業の投資ウェイトを高めた指数である。国内株では

TOPIX 構成銘柄 2,159（2019 年 12 月末時点）のう

ち、約 1,700の銘柄が組み込まれている。 

次の式で、企業ごとに「炭素効率性」が求められる。 

 

■炭素効率性の計算方法 

「炭素効率性」 

＝ 「温室効果ガス排出量」 ÷ 「年間売上高」 

  

「温室効果ガス排出量」は、直接排出の排出量だ

けでなく、購入したエネルギーや、サプライヤーの排出

量を加味した量が測定される。 

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、産業グループ

ごとに炭素効率性のグローバル炭素基準を設定。同

基準に基づき、構成銘柄の投資ウェイトが決定される。 

自動車・自動車部品メーカーは「自動車・自動車部

品」産業グループの中で炭素効率性に応じて 1～10

の間でランク付けされる（図 8）。炭素効率性の悪い企

業は投資ウェイトを下げられる（売られる）ことになる。 

 

図8：S&P／JPXカーボン・エフィシェント指数による自
動車・自動車部品産業のランク付け 

ランク 主な構成銘柄 

1 いすゞ自動車 

2 マツダ、三菱自動車、日産車体 

3 トヨタ、SUBARU 

4 日産自動車、スズキ 

5 ホンダ、デンソー、小糸製作所 

6 ヤマハ発動機、住友電工、トヨタ紡織 

7 TSテック 

8 アイシン精機、豊田自動織機、豊田合成 

9 ブリヂストン 

10 住友ゴム、ニッパツ 

出所：S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス資料より抜粋 

注）2019年3月18日時点 

注）ランクは、数字が小さい方が上位（炭素効率性が良い） 

 

 Climate Action 100+ 

Climate Action 100+は、気候変動対応を世界規

模で推進するための取組み。機関投資家が、温室効

果ガス排出量の多い大企業に対し、気候変動の対応

を取るよう働きかけることを目的としている。 

設立当初から 200 超の組織が参加。日本では、

GPIF が 2018 年 10 月に参加したほか、日興アセット

マネジメント、三菱 UFJ 信託銀行、富国生命投資顧

問、りそな銀行等が参加。他の類似したイニシアチブと

比較して規模が格段に大きく、影響も強いと見られて

いる。 

Climate Action 100+のターゲット企業は、世界へ

の影響が大きいと考えられる温室効果ガス排出企業

161 社（2019 年 5 月 30 日時点）。その合計温室効

果ガス排出量は、全企業の総排出量の 80%強を占

める。161 社には、日中欧米の自動車メーカー15 社

が含まれる（トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、上海汽車、
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VW、ダイムラー、PSA、FCA、ボルボ、ルノー、ロール

スロイス、GM、フォード、PACCAR）。 

 Climate Action 100+は、ターゲット企業への要求事

項として、次の 3 つの気候アクション指標を示している。 

 

■気候アクション指標 

①温室効果ガス排出量削減のための長期的な数値

目標を定めているか 

②世界の気温上昇を 2℃未満に抑えるというパリ協

定の目標に合致した形で数値目標を定めているか 

③科学的目標（SBT：Science Based Targets）を設

定（または設定を表明）したか 

 

サプライチェーン全体が対象になるSBT

（Science Based Targets） 

Climate Action 100+の気候アクション指標の 3つ目

にある SBT とは、パリ協定が求める水準と整合した、

企業が設定する温室効果ガス排出削減目標である。

企業版 2℃目標とも言われる。目標年は 5～15 年先。 

SBT 認定を受けている企業は世界で 282 社、うち

日本企業は 53 社（2019 年 10 月 21 日時点）。

Climate Action 100+の要求もあり、トヨタや日産は

SBTを設定することをコミットしている。 

サプライチェーン排出量（事業者自らの排出だけで

なく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排

出量）の削減が、SBTでは求められる（図 9）。 

 

■「サプライチェーン排出量」の計算方法 

「サプライチェーン排出量」 

＝ 「スコープ１排出量」 ＋ 「スコープ２排出量」 

＋ 「スコープ３排出量」 

 

■スコープ 1～3排出量 

スコープ1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排

出（燃料の燃焼、工業プロセス） 

スコープ2：他者から供給された電気、熱・蒸気の使用

に伴う間接排出 

スコープ3：スコープ１、スコープ２以外の間接排出（事

業者の活動に関連する他者の排出） 

 

図 9：SBTが削減対象とする排出量 

出所：環境省・みずほ情報総研資料 

 

スコープ 3 排出量がサプライチェーン排出量の

40％を超える企業は、スコープ 3 の目標を設定しなけ

ればならない。したがって、製品の使用、廃棄まで含

むサプライチェーンの中で、他者の排出が多い企業は、

他者の排出量も含めた削減目標を設定しなければな

らない。 

 

電動化が進むほど上流のCO2削減に焦点 

図 9 に示したように、スコープ 3 には上流と下流が

ある。ガソリン車では製品使用時の温室効果ガス

（CO2）排出割合が高いため、下流の CO2 排出削減

が大きな意味を持つ。一方で、一般に自動車は電動

化すると素材製造・車両製造時のCO2排出割合が高

まるため、上流の意味合いが大きくなってくる。 

したがって、電動化が進むほど、サプライチェーン上

流の CO2排出削減に焦点が当たることになる。 

 

3. CO2排出を理由に日本企業が選ば
れなくなる？ 

日本のモノづくりはCO2排出が多い？ 

SBT のスコープ 2 は、他者から供給された電気、

熱・蒸気の使用に伴う間接排出である。発電事業等

の業種を除けば、多くの業種でスコープ 1 排出量より

スコープ 2 排出量が多いことがわかっている。自家発

電で全電力を賄うのでない限り避けて通れない排出で

ある。 

スコープ 2 の削減量は、企業が取り組んだ成果と、

国による政策の効果が混在する。所在国の CO2排出

係数が、CO2 削減量に影響するからである。つまり、

企業努力とは別に、その国の電源構成の変動によっ

てスコープ 2の CO2の削減量が変わる。 
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では、例えば石炭火力発電の割合が高い中国では、

スコープ 2のCO2排出量が多くなり、中国の生産活動

は不利ということになるだろうか。実はそうとも言えない。

中国では系統電力の CO2 排出係数が高い一方で、

日本よりも再エネ電力を簡単に調達することができる

からである。実際、中国の工場では 100％再エネの実

現が簡単だという話を聞く。理由は、中国では火力発

電よりも太陽光パネルを敷き詰めた方が安いからだと

いう。 

気候変動対応を要求する国内外の投資家や、サプ

ライヤーに CO2削減を要求する企業の動きを見ると、

今後、日本でモノを作らせると気候危機が進むからや

めよう、と言われる懸念がある。 

 

ソニーの取組み事例 

ソニーは 2040 年までに世界の自社活動で使用す

る電力を 100％再エネで賄うことを表明している。

2018年 9月に RE100に加盟した。 

ソニーの取組みの背景には、半導体の大手納入先

であるアップルの存在もあるとされる。アップルは自社

の RE100達成後、サプライヤーに再エネ電力調達の

取組みを求めるようになった。 

 

ソニーは、2050 年までに事業活動による環境負荷を

ゼロにすると宣言している（図 10）。自社で使う電力を

2040 年までに 100％再エネ化、その後の 10 年間で

部品サプライヤーや、物流、ユーザーによる製品使用

時の環境負荷ゼロに取り組む考えだ。 

再エネの調達コストが安い欧州では、2008 年に電

力の 100％再エネ化を達成。米国と中国でも、グリー

ン電力証書を活用しつつ、2030 年までに 100％を達

成すべく取組みを進めているが、最大の課題は日本

だとしている。 

こうした中、ソニーは国内で新たな取組みを始めた。

東京電力エナジーパートナーと日本ファシリティ・ソリュ

ーションと提携して、約 1.7MW のメガソーラーの余剰

電力を別の場所にある工場へ供給（自己託送）、ソニ

ーグループが発電した全電力を自家消費する（図 11）。

2020年に開始予定としている。 

 

  

図10：ソニーの「Road to ZERO」 

 

出所：ソニーウェブサイト 

 

図11：ソニーの自己託送イメージ図 

 
出所：ソニープレスリリース 

 

 CO2排出実質ゼロを実現するには4つの方法がある。 

 生産量を減らす 

 エネルギー効率を上げる 

 サプライチェーン全体でCO2ゼロを実現することが重要である。 

 再エネはRE100企業の取組みが先行しており、CO2排出削減対策が遅れると、日本

の工場が選ばれなくなる恐れもある。 

 再エネ生産量を増やす 

 （温室効果ガス）排出権を購入する 
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中国テック企業のCO2排出削減 

ユーザーは徒歩や地下鉄・バス・シェア自転車

の利用、オンライン決済等環境に配慮した行動を

取ることで、削減したCO2排出量を「グリーンエネ

ルギー」のポイントに交換する。貯まったポイントで

本物の木を植樹するか相応の面積の土地を保護

するか選ぶことができる。ユーザーがバーチャル

植林をすると、アント・フィナンシャルとそのパート

ナー企業である内モンゴル自治区の阿拉善SEE

基金会が、実際に砂漠にサクサウールの木を植え

る。 

Ant Forestは2016年8月のリリースから2017年

1月までのわずか半年の間にユーザー数が2億人

を超え、累計111万本の木が植えられたという。ユ

ーザーのエコな活動によって、エコは財産となり、

実際の植樹活動を後押ししている。 

 

国連環境計画（UNEP）は2019年9月26日、国

連の中で環境分野の最高表彰となる「Champion 

of the Earth」の受賞機関を発表した。同賞は、環

境分野で最も大きなインパクトを起こした政府、企

業、NGO等を表彰するものである。 

4つの部門があり、「政策リーダーシップ」ではコ

スタリカ政府、「起業ビジョン」ではパタゴニア、「科

学・イノベーション」ではテキサス工科大学気候科

学センター長のキャサリン・ヘイホー教授が受賞し

た。 

そして「発想・行動」部門で受賞したのが、中国

アント・フィナンシャルが展開する「蚂蚁森林（マー

イーセンリン、Ant Forest）」である。 

アント・フィナンシャルは中国EC最大手アリババ

グループの金融関連企業であり、モバイル決済サ

ービス「支付宝（アリペイ、Alipay）」、個人の信用ス

コアリングシステム「芝麻信用（ジーマシンヨン）」、

世界最大の医療共済「相互宝（シャンフバオ）」等、

数々の革新的サービスを生み出し、中国社会に大

きな影響を与えている。 

ちなみにアント・フィナンシャルはフィンテック企

業と呼ばれることが多いが、同社は自社を「テック

フィン企業」と称している。アント・フィナンシャルは

テック（技術）を扱う企業であり、金融機関がフィン

（金融）を行うのをサポートするからテックフィン企

業なのだという。 

アント・フィナンシャルが2016年8月にリリースし

たAnt Forestは、アリペイ・アカウントユーザーのい

わば「炭素口座」である。ユーザーの毎日の生活

からのカーボンフットプリントを測定し、低炭素につ

ながる行動を促すサービスを提供する。 

図12：Ant Forestアプリの画面 

 

出所：GOOD DESIGN AWARD2019ウェブサイト 
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1. 課題解決への取組みの方向性 

前章でみた方法論に沿って、取組みの方向性を検

討する。 

 

①生産量を減らす 

生産量を減らせば、投入する燃料・電力の量が減り、

CO2 排出量は減る。しかしここで注意すべきは、自社

の生産をやめても他社で代替するならば、地球全体で

はエネルギー削減効果がないということである。 

生産効率（エネルギー効率）の高い会社・事業所に

集約するなら意味があるが、そうでなければ、地球全

体でみて意味がない。 

CO2 を削減するために生産量を減らすということは

せず、生産量を増やしてもCO2を削減できる方法を考

えるべきだろう。 

 

②エネルギー効率を上げる 

 自動車・自動車部品業界の省エネの取組み 

図 13 は自動車工業会の「省エネ機器の導入ロード

マップ」、図 14は自動車部品工業会が挙げている「主

な省エネ実施事例」である。 

エネルギー効率を上げるため、既にこのような取組

みが自動車業界や自動車部品業界で進んでいると考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13：自動車工業会「省エネ機器の導入ロードマップ」 

区分 代表的対策 

エネルギー供

給側の設備

改善 

・高性能ボイラーの導入 

エネルギー使

用側の設備

改善 

・モーターインバーター化 

・高性能工業炉（リジェネバーナー導入） 

・照明のLED化 

・高効率冷凍機の更新 

運用管理の

改善 

・非稼働時のエネルギーロス削減 

・エアー漏れ・使用量削減 

燃料転換 ・ボイラー、加熱炉等の燃料のガス化 

革新的技術

開発 

・Wet on Wet塗装 

・アルミダイカスト工程のホットメタル化 

オフィス・研究

所の省エネ努

力 

・照明のLED化 

・高効率冷凍機への更新 

出所：日本自動車工業会資料    

CO2ゼロまたはネット・ゼロ・エネルギーにどう取

り組むか 

工場では、高温の熱を得るために多量のCO2を排出する企業が多い。その解決

に向け、「排熱利用」等の熱利用は、今後有望な技術である。 

Ⅲ 
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図14：自動車部品工業会「主な省エネ実施事例」 

区分 省エネ方策（具体的な事例） 

生
産
工
程
（使
用
側
） 

設備工

程改善 

・放熱ロス低減（貫流ボイラーの断熱強

化） 

・エアーから真空ポンプ化（製品吸着用エ

アーの真空ポンプへの切替え）  

省エネ

設備 

導入 

・省エネバーナー設置（アルミ溶解炉に排

熱回収型の省エネガスバーナー設置） 

・モーターのインバーター化（局所排気装

置のインバーター設置） 

・エアドレン更新（エアドライヤーのドレン排

出装置をエアロスゼロタイプへ更新し、エ

アロスを削減） 

管理 

改善 

・エアコンプレッサの負荷バランス調整（エ

アコンプレッサのインバーター機と低速

機において、工場全体のエアー負荷バ

ランスを調整し低速機の停止を図る） 

・乾燥炉排気量の見直し（乾燥炉の廃棄

量を見極め、ファンの回転数を見直し） 

建物（供給側） ・LED照明 

・熱源の変更（蒸気式暖房を電気式暖房

機への更新合わせ、ユニットヒーターお

よび付帯配管を撤去し蒸気量を削減） 

出所：日本自動車部品工業会資料  

 

 熱利用のエネルギー効率を上げる個別技術 

本稿では、エネルギー効率を上げる方法を、次の視

点から検討した。 

 

■エネルギー効率向上検討の視点 

未確立技術を含めた、熱利用のエネルギー効率向上

の方法を検討 

 

対応案の例を図 15に示す。 

図 13 にもあるホットメタル化は、通常アルミ合金メ

ーカーで溶解・精錬したインゴット（鋳塊）を仕入れて

再度溶解し成型するので 2 度溶解するところ、溶湯を

直接購入することによって溶解のエネルギーを低減す

るものである。 

以下に取り上げる技術（図 15中の下線付きのもの）

は、未確立の技術を含むものであり、今後の研究開発、

ビジネス化の進捗が期待されるものである。 

 

 

図15：熱利用のエネルギー効率を上げる手法の検討 

考え方 対応案（例） 

熱を作らない ・ホットメタル化 

作る熱の量を減らす ・新材料による炉壁の断熱強化 

投入する燃料・電力の量

を減らす 

・工場廃棄物の利用すること

で、購入する燃料・電力の量を

減らす 

投入する燃料・電力の 

CO2排出量を減らす

（CO2排出係数を下げる） 

・燃料転換（重油→天然ガス→

CO2排出係数が低い電力） 

捨てる熱の量を減らす

（別用途に使う、貯める） 

・ヒートポンプ 

・熱電変換 

・水素製造 

・熱音響機関 

・別工程・事業所外に輸送 

出所：テクノバ作成  

 

 新材料による炉壁の断熱強化 

排熱を削減する省エネルギー産業炉／工業炉を

目指し断熱材および周辺部材を開発している企業に、

NEDO「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究

開発」に参画している美濃窯業（岐阜県瑞浪市）があ

る。検証電気炉で、同社が開発したファイバーレス断

熱材を使うと、既存の断熱レンガと比較して電力量を

50％以上削減できたという。 

同社によれば、ターゲットとしている窯業・土石分野

だけでなく、より大きな排熱量を占める分野へも応用

展開が期待できるという。 

ダイカスト・溶解炉等に、従来品よりも大幅に断熱性

能の高い断熱材を利用することができれば、作る熱の

量を減らし、エネルギー効率を上げることができる。 

 

図 16：美濃窯業のファイバーレス断熱性材料 

 

出所：NEDO 
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 排熱を水素製造に利用 

捨てられる熱を水素製造に利用することもできる。

水素製造法の一つ、SOEC（高温水蒸気電解）への

排熱利用だ。高温化で効率よく水素を製造できる。 

水素は、現在は天然ガスやナフサから製造されて

いるが、低炭素水素製造にシフトしつつある。日本政

府が褐炭由来水素に期待する一方、欧州や米国（カ

リフォルニア州）では、再エネ電力由来水素が期待さ

れている。再エネ電力で水を電気分解し、水素を製造

する方法である。 

ここで注目されるのが水電解技術だ。水電解技術

には大きく分けて、アルカリ水電解、固体高分子型水

電解（PEM 水電解）、高温水蒸気電解（SOEC）があ

る（図 17）。 

SOEC は、固体酸化物系燃料電池（SOFC）の関

連技術であり、高温で水の電気分解を行う。高温のた

め電解に必要な電圧を下げることができ、また、電解

質と電極が一体化していて内部抵抗が小さいため、エ

ネルギー効率が高い。 

 

図17：水電解技術 

 

出所： NEDO水素エネルギー白書をテクノバ修正 

 

SOFCの関連技術であることや、エネルギー効率が

高いことが注目され、SOECの研究開発が進められて

いる。産業技術総合研究所では、省エネルギー研究

部門で SOFC に加え SOEC の研究開発が進められ

ている。 

森村グループの動きも注目される。2019年 12月 3

日、森村グループ 4 社注 4が SOFC の技術・ノウハウ

を持ち寄った「森村SOFCテクノロジー」が事業を開始、

日本特殊陶業出身の佐藤美邦氏が社長に就いた。

日本特殊陶業は SOFC の開発だけでなく SOEC の

開発にも着手することを IR 資料等に明記してきた（図

18）が、今後は森村 SOFC テクノロジーを中心に

SOFC と SOECの開発を進めると考えられる。 

注 4）ノリタケカンパニーリミテド、TOTO、日本ガイシ、日本特殊

陶業 

 

図18：日本特殊陶業のSOFC、SOEC事業の取組み 

リスクと機会 対応策 

水素社会の

到来 

燃料電池事業を新規事業として進めており、

SOFCのセルタックの総合供給メーカーを目

指します。今後は水素を製造するSOECの開

発にも着手していきます。（後略） 

出所：日本特殊陶業 統合報告書 2019 より抜粋  

 

SOEC の高温を維持するために、排熱を利用する。

排熱の程度にもよるが、水素製造に投入する電気エ

ネルギーを 25％削減できるとされ、低コストで水素を

製造できる可能性がある。また小型でも効率が低下し

ないことが知られており、小型・分散的な排熱源にも対

応できるので、工場排熱の有効な回収手段として期

待される。 

工場排熱を水素製造に利用することができれば、

捨てる熱の量を減らし、エネルギー効率を上げること

ができる。 

 

 排熱を熱音響機関に利用 

捨てられる熱を冷熱（または電気）に変える技術も

ある。熱音響技術は、熱を利用して音波を発生・伝達

させ、冷熱または電気を取り出す。国内でも多くの企

業が参画、研究開発段階にある。 

東海大学工学部動力機械工学科の長谷川真也准

教授の説明によれば、熱音響機関は「新しいエンジン」

であり、これまでのエンジンにはない以下の特長を持つ。 

 

■熱音響機関の特長 

・ピストン等の可動部品がなく半永久的にメンテナンス

フリー 

・産業排熱、自動車排熱、太陽光エネルギー等多様

な熱源を利用した高効率な冷却・発電システムを実

現可能 

・現在の熱電変換素子を大幅に超える高いエネルギ

ー変換効率（30%以上）を有する 

・音波を用いた可動部を全く持たない新しいノンフロン

冷凍を実現可能 

 

アルカリ水電解 固体高分子型水電解（PEM水電解） 高温水蒸気電解（SOEC）

O2

e-

O2-

H2O

H2

e-

O2O2 H2
H2

電
極

H2OKOH溶液

電
極

電
解
質
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原理の詳しい説明は省略するが、熱音響機関に用

いるスタック両端に温度差（例：ΔT=300K）を与える

必要がある。例えば低温側を常温に近い 300K（27℃）

にして、工場排熱を利用して高温側を 600K（327℃）

にする。そうすると、もう一方のスタックから 150K（－

123℃）の冷熱（または電力）を取り出すことができる注

5。冷熱はクーラーや冷蔵庫等に利用できる。 

このように工場排熱を熱音響機関に利用することが

できれば、捨てる熱の量を減らし、エネルギー効率を

上げることができる。 

注 5）エネルギーロスを無視した理論値 

 

図19：熱音響機関 

出所： 東海大学 工学部動力機械工学科 長谷川研究室 

 

 排熱を別工程・別事業所へ輸送して利用 

使いきれない熱を、他社を含めた別の場所に供給

して、捨てる熱の量を減らす方法もある。そのためには

排熱を蓄熱し輸送できることが重要になる。各社が蓄

熱技術の開発を進めている。 

200～300℃の中高温排熱の蓄熱輸送を目指す取

組みでは、タテホ化学工業（東京都千代田区）やトヨタ

が水酸化マグネシウム／酸化マグネシウム系化学蓄

熱材の開発を進めている。 

100℃程度の低温排熱の蓄熱輸送の取組みでは、

既にビジネス化に移ろうとしている取組みがある。東京

電力エナジーパートナー、石原産業等が手掛ける

HAS-Clay を用いた蓄熱輸送だ。100℃以下の排熱

は発生場所における用途が限定されること等から大部

分が捨てられているが、蓄熱材を用いることによって

熱利用の需要先とマッチさせ、有効利用する（図 20）。 

東京電力エナジーパートナーと石原産業にそれぞ

れ話を聞いたが、ポイントは熱需要先確保と指摘する。 

 

■蓄熱輸送の事業化のポイント 

・事業所内で、湿った空気が出る工程（乾燥工程）が

あるか 

・事業所内にそうした工程がない場合、半径10km圏

内に湿った空気を発生させる熱需要先はないか（乾

燥工程を持つ事業者、温水プール、浴場等） 

  

工場排熱を別工程や事業所外に輸送し利用するこ

とができれば、捨てる熱の量を減らし、エネルギー効

率を上げることができる。 

 

図20：オフライン熱輸送の実証実験 

 

出所： NEDO 

 

③再エネ生産量を増やす 

2 章でみたとおり、エネルギー効率向上で減らし切

れないエネルギー（または CO2）は、再エネかカーボン

オフセットで実質ゼロにする。 

一大発電所を建設するようなプロジェクトにも多くの

前例がある。グーグルは 3GW を超える再エネ電力を

調達、自動車メーカーではRE100参加企業のGMが

2017 年末時点で既に 200MW 超の再エネ電力を調

達している（図 21）。また、冒頭で取り上げたようにボッ

シュは 2030年までに再エネ購入等に 10億ユーロ（約

1,200億円）を投資するとしている。 

電力会社はCO2フリー電力のメニューを用意してい

るので、これを購入する方法もある。中部電力の場合、

CO2フリー電力を購入すると通常の電力料金に4.4円

／kWhが加算される（2020年 1月 28日時点）。この

金額をどう見るかであるが、企業の要望とはギャップが

あるようだ。ある電力会社の話によれば、RE100 に関

心のある企業が増えており、「再エネを売ってほしい」と

の依頼はあるが、企業の要望する加算額は 1 円程度

／kWh という。 
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図 21：再エネ電力調達状況（累計 MW、2017年末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Google Environmental Report 2018  

 

④排出権を購入する 

カーボンオフセットのため、J-クレジットを活用する方

法がある。 

J-クレジット制度事務局による再エネ発電の入札結

果（図 22）によると、2019 年 4 月の落札価格（中央

値）は 1,795円／t-CO2であった。 

税負担と比較してみる。日本では2012年に地球温

暖化対策税が導入された。石油・天然ガス・石炭とい

った全ての化石燃料の利用に対し、現在CO21t当たり

289円が課税されている。国内輸入段階で徴税される

間接税で、課税分は国内価格に反映され、負担は燃

料利用者に転嫁されている。海外では同種の環境税

の課税額が1万円を超える国もある（図23）。今後国

内でも、税負担は増すと考えた方がよい。税額単価が

2,000円／t-CO2まで上がれば、J-クレジットの取引価

格と同程度ということになる。今後、2,000円／t-CO2

程度の負担は覚悟すべきと考えられる。これを前向き

に捉え、将来の炭素税負担が顕在化する前に対策を

進めるべきと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図22：J-クレジットの入札結果（再エネ発電） 

実施時期 
総販売量 

（t-CO2） 

落札単価の中央値

（または中央値） 

（円／t-CO2） 

2016年6月 1,000 510 

2017年1月 500,000 1,594 

2017年4月 500,000 880 

2018年1-2月 400,000 1,510 

2018年4月 400,000 1,700 

2019年1月 200,000 1,845 

2019年4月 200,000 1,795 

出所：J-クレジット事務局資料  
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図23：主な炭素税導入国の比較（2018年3月時点） 

国名 
税額 

（円／t-CO2） 

スウェーデン（CO2税） 15,130 

スイス（CO2税） 11,210 

フィンランド（炭素税） 7,880 

フランス（炭素税） 5,670 

デンマーク（CO2税） 2,960 

カナダBC州（炭素税） 2,630 

アイルランド（炭素税） 2,540 

ポルトガル（炭素税） 870 

日本（地球温暖化対策税） 289 

出所：環境省資料  

注）為替レートは 2015～2017 年平均（1CAD=約 88 円、1EUR＝約

127円、1CHF=約 117円、1DKK＝約 17円、1SEK=約 13円）。 

 

2. 取組みの実行に向けて 

ここまで、CO2ゼロを目指す最新動向と取組みの方

向性を紹介した。いずれの方向性もコスト増を伴い、

経済合理性がない取組みには、企業としてはなかな

か投資に踏み切れないと考えられる。企業が苦労す

るのはこの点で、方法が様々あっても、実際に選択で

きる有効な取組みが少ないのが現実だろう。 

CO2ゼロに向かう取組みを進める企業には、①経済

性がなくてもやらなければならないからやる、②単体の

取組みでは経済性がなくても自社のビジネスにプラス

だからやる、という2パターン考えられる。②の例には、

2章で見たEP100、RE100両方に参加する大和ハウ

ス工業が考えられる。同社はネット・ゼロ・エネルギー

の住宅、ビル、タウン等のソリューションを提供してい

る。したがって、単体では経済合理性がない取組みで

あっても、技術蓄積や、ブランド戦略等の面からトータ

ルで考えて、企業価値を高めると判断した取組みは積

極的に進めると考えられる。 

世界の動向は、企業に対して①のプレッシャーが強

まっているが、②が成立する例も増えていくと考えられ

る。 

1章で見たように、VWは、ID.3をCO2ゼロで生産す

るためにカーボンニュートラルを約束したサプライヤー

とだけ取引するようになった。トヨタはCO2ゼロチャレン

ジを掲げ、「新車CO2ゼロチャレンジ」や「ライフサイク

ルCO2ゼロチャレンジ」への取組みを始めた。CO2ゼロ

に動いているのは日欧の企業だけでなく、2章・3章で

見たように、GMやタタ・モーターズはRE100に参加

し、CO2ゼロに向け大規模な再エネ投資を進めてい

る。このように、CO2ゼロに向けたクルマづくりが各社で

進められており、CO2ゼロの自動車部品を求める自動

車メーカーのニーズが高まっていくと予想される。 

こうした変化は、従来の意味で求められていた「品

質」に環境価値が加わった、したがって、解決すべき

新たな品質課題が現れたという見方ができるかもしれ

ない。サプライヤーにとっては差別化のチャンスでもあ

り、ボッシュがカーボンニュートラルを急ぐのもこうしたビ

ジネスチャンスの文脈で捉えるのが妥当だ。 

また、自社単独の取組みだけでなく、他社と連携す

ることによって、さらなるエネルギー効率向上が可能に

なる。3章で日野自動車と羽村市スイミングセンターが

連携した取組みを取り上げたが、公共施設、民家や近

隣企業、さらには町、都市として、点から面での取組み

も有効と考えられる。ただし、時間軸を考慮すると、再

エネの導入・自社発電の拡大が短期的には必須と考

えられる。 

 サプライチェーン全体でCO2を減らすことが重要なため、生産を減らすのではなく、

エネルギー効率を上げること、再エネの生産を増やすことを中心に考えるべきであ

る。 

 自社で削減し切れないCO2の削減には、カーボンオフセットを活用する方法もある。 

 熱利用のエネルギー効率を上げる方法には、新材料による断熱強化、SOECへの排熱

利用、熱音響機関への排熱利用、排熱の別工程・事業所外への蓄熱輸送等がある。 

 CO2削減は、ビジネスチャンスと考えることができる。 
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政府による連携省エネの推進 

2018年12月に改正施行された「エネルギーの

使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）で

は、「連携省エネルギー計画」の認定制度が創設

された。 

 他事業者と連携して取り組んだ省エネ（「連携省

エネ」）について、その省エネ量を事業者間で分

配できるようにした制度である。改正前は、事業 

者ごとのエネルギー消費量で評価するしかなく、

効果が適切に評価されなかった。 

連携省エネの例として、経済産業省は3つの事

例を挙げている（図24）。他の事業者と連携して

省エネに取り組むことが、評価されるようになって

いる。 

図 24：連携省エネ 

 

出所：資源エネルギー庁資料 
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unep-champions-earth-awards 
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て』 https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201908/19-0821/ 

ノリタケカンパニーリミテド・TOTO・日本ガイシ・日本特殊陶業プレスリリース：『森村SOFCテクノロジー株式会社 事業開始のお知ら

せ』 https://jp.toto.com/company/press/2019/12/pdf/20191203v2.pdf 
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