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日本 石炭の最大輸入相手国 豪

コアラの生息地を破壊、
農民、住民らが反対

事業主体：出光興産
融資元：国際協力銀行

2019年

68％を豪から輸入



パリ協定の目標
産業革命前と比べて、
2℃よりはるかに低くすること
1.5℃に抑える努力をすること
温室効果ガス排出量を
今世紀後半までに実質排出ゼロにする
各国は5年毎に進捗確認をし、
目標は後退させず引き上げ続けること
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2030〜2052年 1.5℃に到達？

1.5℃

1℃

世界表面気温観測値の月平均

現在までの人為起源による
温暖化の可能性の高い範囲

出典：IPCC1.5℃特別報告書

観測された世界平均気温と簡略化した排出経路による予測
1850-1900年からの世界平均気温変化（℃）

この10年間が
重要な時間！



世界のエネルギー起源CO2排出

73％
石炭

出典：IEA World Energy Outlook 2019 より環境省が作成



120億〜150億トン

290億〜320億トン

出典：国連環境計画「Emissions Gap Report 2019」より

さらなる削減努力が必要
2℃目標

３倍
1.5℃目標達成

5倍

排出削減の努力が不足



出典：Oil Change International “The Sky’s Limit”

1.5℃・2℃未満のためには、
化石燃料埋蔵量の85％は燃やせない

石炭



国連・気候行動サミット（2019）
グテーレス事務総長からの要請

• IPCC1.5℃特別報告書と整合する具体的かつ
現実的な行動を提示すること

• 2020年までに自国が決定する貢献
（NDC・目標）を引き上げること

• 今後10年間で（2030年までに）
温室効果ガス排出量を45%削減し、
2050年までに正味ゼロを達成すること

＋2020年までに
新規石炭火力の新設を止めること



脱石炭に向けたグローバル連盟
Powering Past Coal Alliance（PPCA）

石炭火力の段階的廃止を目指す
国・地域・企業の連合

• 既存の石炭火力発電を段階的廃止
• 石炭火力発電所の新規建設を停止（CCSなしの場合）
• ビジネス等の石炭なしの事業にコミット
• 海外への石炭火力発電への支援をやめる
COP23会期中にカナダ・イギリスが主導し設立。

34ヶ国、33地方政府、44企業・機関が参加。
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屋外大気汚染によって、世界中で420万人の早期死亡 出典：WHO2016

大気汚染物質の排出



「人間ではなく、汚染に課税する必要がある。
化石燃料への補助金をやめる必要がある」
アントニオ・グテーレス国連事務総長（2019年5月28日）

UN Web TV



PM2.5の環境基準

（略）いわゆる安全基準未満の濃度でも命に係わる
健康被害があることがわかりました。そのため、⽇
本のみならず各国またはWHOなどの世界機関において、
基準値を⾒直す時期にきていると考えられます。

日本では、火力発電所の建設時 PM2.5の評価・検証せず



化石燃料時代を終わらせる



大半を占める「発電部門」



石炭
52%

石炭ガス
5%

石油
6%

LNG/LPG
37%

その他
0%

発電部門における
最大の排出源は「石炭」

出典：温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による
2016 年度データ分析（気候ネットワーク）

発電所のCO2
排出量

4.5億t-CO2
2016年度



石炭火力は天然ガス火力の2倍の排出



石炭火力発電所の増設計画
• 2012年以降の石炭火力新設計画が50基（2323.3万kW）
現在、17基が建設中

Japan Beyond Coal
https://beyond-coal.jp/map-and-data/

●運転中...159
●建設中...17
●長期計画休止... 3
●廃止... 1



石炭火力に対する政策への変遷
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• 2009年:環境大臣、経産大臣の意見を受けて計画が中止に
• 京都議定書効果や事業者自身が社会的影響を考慮

• 福島第一原発事故後:石炭火力発電への規制を緩和するよう
経団連等が申し入れを行う。→規制が緩和される

• 「エネルギー基本計画」 （2014）: 原子力発電と石炭火
力発電の両方を”ベースロード電源”として推進

新規の石炭火力発電計画が急激に増加
• 2015年:2人の環境大臣が5件の計画に対して

”是認できない”と意見し、大きな問題へ



エネルギーミックス 2030年

原子力
27%

原子力
20-22%

再エネ 11%
再エネ
22-24%

石油 12%
石油 3%

石炭
24%

石炭
24-26%

LNG
27%

LNG
27%程度

震災前１０年平均 ２０３０年（想定）

最大限？

可能な限
り低減？

拡大？



脱石炭へ
一歩前進

いつ石炭
やめる？

2020/7/2 読売新聞



エネルギー基本計画での位置づけ

第4次エネルギー
基本計画

第5次エネルギー
基本計画



出典：第4回石炭火力検討WG資料3（2020/10/16）



フェードアウト

石炭火力
フェードアウト？フェーズアウト？

フェードアウト フェーズアウト

どっち？



目指すは、2030年脱石炭

出典： “Science based Coal-Phase Out Timeline for Japan”（Climate Analytics）
自然エネルギー財団 編集より

【パリ協定】
2℃より十分低く
1.5℃に抑える

→先進国においては、
2030年に脱石炭の必要性



2割減
大幅減！

基数と設備容量の違いで⾒る（気候ネットワーク調べ）



石炭火力「フェードアウト」 進んだ？

出典：第2回石炭火力検討WG資料10（2020/9/18）



非効率石炭フェードアウト 3つに別れて議論

出典：第2回石炭火力検討WG資料9（2020/9/18）



石炭火力検討WGにおける議論
2020年8月7⽇ 第1回
2020年8月25⽇ 第2回 事業者ヒアリング第1回
2020年9月18⽇ 第3回 事業者ヒアリング第2回
2020年10月16⽇ 第4回
2020年11月16⽇ 第5回
（オブザーバー）
9人中8人が、電力、鉄鋼、商社、化学、セメント、製紙など、
石炭火力を所有する事業者
→それぞれが、なぜ石炭火力が必要か説明。
地元経済への影響・配慮の必要性、追加的補償など。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/sekitan_karyoku_wg/001.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/sekitan_karyoku_wg/002.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/sekitan_karyoku_wg/003.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/sekitan_karyoku_wg/004.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/sekitan_karyoku_wg/005.html


• ⽇本の温室効果ガスの４分の１の排出に相当

• 大半は石炭火力と製鉄所

• 対象事業所を排出量の多い順に並べると、上位は全て
発電所と製鉄所

• エネルギー量あたり CO2 排出が多い石炭を大量に使
う事業所が多い

【レポート】 約 120 事業所で⽇本の温室効果ガスの半
分を排出 ⽇本の大口排出源の温室効果ガス排出の実態 温
室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による 2016 年
度データ分析（出典：気候ネットワーク）

大排出 30 事業所ワースト 30



石炭火力検討WGにおける議論

• なにをもって「非効率」とするか？
発電方式ではなく、発電効率を指標とする方向で検討

• 実績の発電効率が、
省エネ法に馴染む

• 再エネ導入拡大に伴う
出力抑制の補正

• USCで40％未満
SCで41％以上も存在

出典：第4回石炭火力検討WG資料3（2020/10/16）



その他の論点

•バイオマス混焼
効率改善 混焼比率を高め効率はUSC並？

•自家発への取り扱い
エネルギー多消費産業として省エネ目標があり、その枠組を基
本とする？

•フェードアウトの実効性確保について
電気事業法に基づき10年の見通しを作成し提出しているので、
追加的に新たな計画の作成を課すのは？
→一定の事業者に対して2030年に向けたフェードアウト計画の
作成を求めてはどうか？
→電力・ガス基本政策小委で議論？



石炭火力検討WG 容量市場への言及

出典：第4回石炭火力検討WG資料3（2020/10/16）



地域経済への影響

20200918
石炭火力検討ワーキンググループ

第3回 電源開発提出資料

公正な移行
（Just Transition）
雇用、地域への支援など



中部電力も参画し、新しい地域づくりをスタート



脱石炭の声をあげる

次世代の環境・健康を守るため
気候変動訴訟を闘う



気候変動問題を司法へ問う動き
原告 被告 提訴時期

ペルーの農民 独大手電力会社RWE 2015
コモンウェルス銀行株主ら 豪コモンウェルス銀行 2017
アメリカ・NY市 石油メジャー5社 2018
アメリカ・サンフランシスコ市、
オークランド市

石油メジャー5社 2017

仙台市周辺住民 関電ES、伊藤忠エネ 2017
神戸市周辺住民 神戸製鋼、関電 2018
オランダNGOと市民 オランダ政府 2013
ニュージーランドの学生 ニュージーランド政府 2015
アメリカ・若者21名 アメリカ政府 2015
ドイツ・農家3軒 ドイツ政府 2018
カナダ ケベック州の若者ら カナダ政府 2018
横須賀市民 国 2019



世界の気候変動訴訟 件数

39
*https://www.bloomberg.com/graphics/2018-climate-change-lawsuits/

アメリカにおいて、パリ協定

採択・発効後に急増



日本では3地域4つの気候変動訴訟
・仙台パワーステーション差止訴訟（2017-2020）
近隣住民を主とする124名が原告となり、仙台パワーステーション（11.2万kW）の操業
差止めを求めて提訴。同発電所から排出される大気汚染物質による健康被害の恐れ、蒲生
干潟の生態系への悪影響の恐れ、気候変動の悪影響による原告の権利侵害の恐れという３
点を主張。→敗訴判決

・神戸製鋼石炭火力差止訴訟（2018）
民事訴訟・・・神戸市在住の40名が原告となり、神戸製鋼が計画する石炭火力発電所
（65万kW×2基）の建設・稼働差止を求めて提訴。きれいな空気のもとで健康的に生きる
権利（健康平穏生活権）、安定した気候のもとでくらす権利（安定気候享受権）が侵害さ
れると主張。売電先の関西電力を含め3社を被告とする。

行政訴訟・・・神戸市や周辺自治体の住民12名が原告となり、国が、石炭火力発電所に対
して規制権限を適切に行使していないことによって、原告らが被害を受けるおそれがあり、
発電所の設置に関する国の処分を取り消し、適切な規制がないことは違法であるとする訴
え。

・横須賀石炭火力発電所訴訟（2019）
発電所の周辺住民等45人が、国を被告として、国が、JERAが計画する石炭火力発電所
（65万kW×2基）に対して規制権限を適切に行使していないことによって、原告らが被害
を受けるおそれがあり、発電所の設置に関する国の処分を取り消しを求める訴え。 40



神戸製鋼所 コベルコパワー神戸第１ 70万kW×2基 運転中
神戸発電所１-２号機 742万トン-CO2（178万世帯）

神戸製鋼所 コベルコパワー神戸第２ 65万kW×2基 建設中
神戸発電所３-４号機 692万トン-CO2（166万世帯）

（参考）



ご清聴ありがとうございました。

ご質問・ご意見は気候ネットワーク
京都事務所の山本までお気軽にお寄せ下さい。

メール：yamamoto@kikonet.org
電話：075-254-1011、FAX：075-254-1012
URL：https://www.kikonet.org
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石炭帝国と戦う正義のヒーロー
アンチコールマン

Twitter：＠anticoalman

気候ネットワークは地球温暖化を防ぐために
市民の立場から提案×発信×行動するNGO/NPOです。
気候ネットワークは多くの方々のご参加・ご支援によって支えられています。
どうか、ご支援をよろしくお願いいたします。

オンライン寄付・入会ページは次よりアクセスできます。
URL：https://www.kikonet.org/support/individual/member-form

mailto:iyoda@kikonet.org
http://www.kikonet.org/
https://www.kikonet.org/support/individual/member-form
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