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ESG 投 資 は 、 財 務 情 報 だ け で な く 、 環 境
Environment ， 社 会 Social ， ガ バ ナ ン ス
Governance要素も考慮した投資のことを指します．
機関投資家を中心に、企業経営のサステナビリティ
を評価するという概念が普及し、気候変動などを念
頭においた長期的なリスクマネジメントや、企業の
新たな収益創出の機会（オポチュニティ）を評価す
るベンチマークとしてと合わせて注目されています．



企業がカーボンニュートラルを進めるべき
理由は何か？

• 社会のサステナビリティ（＝SDGsの目標）に貢献す
ることが，企業のサステナビリティをもたらすという
理解．

• 環境に配慮し，株主以外の社会と適切に協働し，株主
へ適正な利益の配分をもたらす企業活動のプロセス
（＝ESG）が，SDGsの目標達成の実現に貢献する．

• 環境問題の中で，特に気候変動によるリスクの顕在化
（＝地球温暖化問題＝CO2問題）

• 気候変動への対応は、社会の持続性へ貢献．企業価値
と企業の持続性を左右する大きな課題

• サプライチェーン・バリューチェーンの脱炭素化
（カーボンニュートラル）

• 市場評価，消費者のニーズの確保
• 産業競争力の維持・強化
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出所：金融庁「ESG要素を含む中長期的な持続可能性
（サステナビリティ）について」令和3年2月15日



求められるE,S,Gとは？
世界経済フォーラムで公表されたESGに関する定量的指標
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項目 テーマ コアな指標（21） 主な参照基準
企業の目的 •    企業の目的 GRI
統治機関の質 •    統治機関の構成 GRI
利害関係者との対話 •    利害関係者に影響を与える重要な事項 GRI
倫理的行動 •    不正防止

•    通報者の保護
GRI

リスクと機会 •    ビジネスプロセスへのリスクと機会の統合 GRI
気候変動 •    温室効果ガスの排出量

•    TCFD提言の履行
GRI, TCFD, CDSB, SASB

自然の損失 •    土地の利用と環境への影響 GRI
水資源の不足 •    水の利用および水の枯渇リスクにさらされて

いる地域の対応
SASB

不平等の排除 •    多様性の尊重
•    平等な報酬の支払い
•    賃金水準
•    児童の取り扱いや不当な労働のリスク

GRI

健康と安全 •    健康および安全 GRI
将来へのスキル •    研修の提供 GRI, SASB
雇用と富の創造 •    雇用者と退職者の状況

•    経済への貢献
•    財務的投資への貢献

GRI, US GAPP／ IFRS

より良い製品及びサービス
に向けたイノベーション

•    研究開発に関する支出 US GAAP

コミュニティ／社会の活力 •    税金の支払い GRI

ガバナンス

地球環境
（プラネット）

従業員
（人）

持続的成長
（繁栄）

出所：金融庁資料，世界経済フォーラムMeasuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and Consistent 
Reporting of Sustainable Value Creation（2020年9月）
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				項目		テーマ		コアな指標（21）		主な参照基準

				ガバナンス		企業の目的		•    企業の目的		GRI

						統治機関の質		•    統治機関の構成		GRI

						利害関係者との対話		•    利害関係者に影響を与える重要な事項		GRI

						倫理的行動		•    不正防止
•    通報者の保護		GRI

						リスクと機会		•    ビジネスプロセスへのリスクと機会の統合		GRI

				地球環境
（プラネット）		気候変動		•    温室効果ガスの排出量
•    TCFD提言の履行		GRI, TCFD, CDSB, SASB

						自然の損失		•    土地の利用と環境への影響		GRI

						水資源の不足		•    水の利用および水の枯渇リスクにさらされている地域の対応		SASB

				従業員
（人）		不平等の排除		•    多様性の尊重
•    平等な報酬の支払い
•    賃金水準
•    児童の取り扱いや不当な労働のリスク		GRI

						健康と安全		•    健康および安全		GRI

						将来へのスキル		•    研修の提供		GRI, SASB

				持続的成長
（繁栄）		雇用と富の創造		•    雇用者と退職者の状況
•    経済への貢献
•    財務的投資への貢献		GRI, US GAPP／ IFRS

						より良い製品及びサービスに向けたイノベーション		•    研究開発に関する支出		US GAAP

						コミュニティ／社会の活力		•    税金の支払い		GRI







TCFD 気候関連財務情報開示タスクフォース
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
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▼TCFD 気候変動が金融市場に重
大な影響をもたらすとの認識が主要
国の間で広がったことを背景に、各
国の中央銀行・金融当局や国際機関
が参加する金融安定理事会（FSB）
が2015年に設立した。投資家などに
投融資の対象企業の財務が気候変動
から受ける影響の考慮を求めたり、
企業に情報開示を促したりする

出所：https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2523Q0V20C21A7000000/



Carbon Disclosure Project
Environmental Social and Governance 投資

• 2006年、国連が責任投資原則（PRI）公表
ESG（環境、社会、ガバナンス）の要素を投資の分析と
意思決定、株主行動に組み込むことを提唱

• 2015年、日本の年金積立金 管理運用独立行 政法人
（GPIF）がPRI（責任投資原則）に署名

• 2017年、GPIFがESG指数の採択を発表
• 2021年で、約3800機関（運用資産総額 121兆ドル）が

署名

Climate, Water, Forest



年金積立金管理運用独立行政法人の投資原則
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年金積立金管理運用独立行政法人（以下「ＧＰＩＦ」といいます。）の経営委員会は、ＧＰＩ
Ｆの投 資原則を定めました。 本原則を国民の皆様との約束とさせていただき、役職員は、高
い職業倫理に基づき行動して まいります。そして、管理運用体制を強固なものとし、説明責任
を果たしつつ、国民の皆様から 更なる信頼を得ていきたいと考えています。

投資原則
【１】 年金事業の運営の安定に資するよう、専ら被保険者の利益のため、長期的な観点から、

年金財政上必要な利回りを最低限のリスクで確保することを目標とする。
【２】 資産、地域、時間等を分散して投資することを基本とし、短期的には市場価格の変動等

はあるものの、長い投資期間を活かして、より安定的に、より効率的に収益を獲得し、
併せて、年金給付に必要な流動性を確保する。

【３】 基本ポートフォリオを策定し、資産全体、各資産クラス、各運用受託機関等のそれぞれ
の段階でリスク管理を行うとともに、パッシブ運用とアクティブ運用を併用し、ベンチ
マーク収益率（市場平均収益率）を確保しつつ、収益を生み出す投資機会の発掘に努め
る。

【４】 投資先及び市場全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必要で あ
るとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的な収益を確保する観点から、財
務的な要素に加えて、非財務的要素であるＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）を考慮
した投資を推進する。

【５】 長期的な投資収益の拡大を図る観点から、投資先及び市場全体の長期志向と持続的 成
長を促す、スチュワードシップ責任を果たすような様々な活動（ＥＳＧを考慮した取組
を含む。）を進める。

平成 27 年３月 26 日
平成 29 年 10 月２日 一部変更
令和２年４月１日 一部変更



ESG投資の現状

出典: GSIR 2020



気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第6次評価報告書（最新）9 AUGUST 2021
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引用：https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

シミュレーションと現在の観測結果が一致

地球全体の気温上昇の様子をシミュレーション．左から平均1.5℃，2℃，４℃上昇した場合

対策毎の気温上昇予測

対策毎の北極海氷面積予測

対策毎の海洋表水ｐH予測

対策毎の海面高さ予測シミュレーションと過去の気温変化



ネットゼロに向かう資産投資

10

• Net-Zero Asset Owner Alliance（2019年9月発足）
– 国連主導のアライアンス。2050年までに温室効果ガス（GHG）排出量ネット・ゼロの

ポートフォリオへの移行をめざす
– 43の機関投資家が参加、運用資産総額6.6兆米ドル（第一生命保険が参加）
– 2025年までに16～29％のポートフォリオのGHG削減目標を設定（2019年比）
– 新規の石炭火力関連プロジェクト（発電所、炭鉱、関連インフラ含む）は直ちに中止、

既存の石炭火力発電所は1.5℃の排出経路に沿って段階的に廃止
• Net Zero Asset Managers Initiative（2020年12月発足）

– 2050年GHG排出量ネット・ゼロに向けた投資を支援
– 128の資産運用会社が参加、資産総額43兆ドル（アセットマネジメントOne、ニッセイ

アセットマネジメント、三井住友トラスト・アセットマネジメントが参加）
• Net-Zero Banking Alliance（2021年4月発足）

– 53の銀行が参加、資産総額37兆米ドル（三菱UFJフィナンシャル・グループが参加）
– 2050年までにポートフォリオをネット・ゼロにし、科学的根拠に基づいた2030

年目標を設定
• Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) (2021年7月発足)

– AXA (Chair), Allianz, Aviva, Generali, Munich Re, SCOR, Swiss Re, Zurichの8つの
保険会社、再保険会社

金融・投資用語としてのポートフォリオは、現
金、預金、株式、債券、不動産など、投資家が
保有している金融商品の一覧や、その組み合わ
せの内容（株式の銘柄などまで具体的に）



NET ZERO Leaders Summit
（Japan Business Conference 2021）2021年7月29日開催
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•テクノロジーのイノベーションには信頼等の3つの原則がある。
•長期的なパフォーマンスには、経済的パフォーマンスが必要不可欠。
•官民それぞれの役割があるとともに、国民を巻き込むことも重要。
•カーボンニュートラルには企業間のパートナーシップが求められる。
•情報開示、規制緩和等を通じた目標達成に向けた加速が必要。
•若者たちが持つ地球環境への情熱。それを雇用主が意識しないとどうなるか。

•農業のみならず、あらゆるセクターの顧客へのあらゆるセグメントでの支援を行う。
•企業変革全体を後押しするため、事業を超えたサステナブルボンドの発明。
•投資家連携（ネットゼロアセットオーナーアライアンス）による長期的な視点でのビジ
ネス変化を促す。
•日本固有の問題も含めて、トランジションの道筋が地域、経済状況により違う。
•金融機関としてのステークホルダーとのエンゲージメントの重要性。
•セクターごとのロードマップは日本政府が取り組んでいる。

パネルディスカッション-2「サステナブルファイナンス」

パネルディスカッション-1「グリーンイノベーション」

引用：https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210729002/20210729002.html



 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
⇒ サプライチェーン排出量＝Scope１排出量十 Scope2排出量十 Scope3排出量
 Scope１：燃料の燃焼、工業プロセス等、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
 Scope2：他者から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出
 Scope3： Scopeー、Scope2以外の間接排出（算定事業者の活動に関連する他社の排出）

企業活動を分類した15個のカテゴリ、その他（任意）により構成されている

CO2のサプライチェーン排出量とは
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出典：環境省バンフレット「サプライチェーン排出量算定の考え方」



サプライチェーンとバリューチェーン

13引用：https://www.dodadsj.com/content/210107_value-chain/



CO2排出量算定の基本式

活動量

 CO2排出量は、活動量に排出原単位を乗じることで、算定可能

活動量

事業者の活動の規模に
関する量。
社内の各種テータや、
文献テータ、業界平均
テータ、製品の設計値
等から収集する。
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排出原単位

活動量あたりのCO2 
排出量。
基本的には既存の
テータベースから選択
して使用するが、排出量
を実測する方法や敢引
先から排出量情報の提
供を受ける方法もある。

排出原単位

出所：環境省 サプライチェーン排出量算定支援勉強会 サプライチェーン排出量～算定編～



基本式に代入する活動量と排出原単位の特定

 基本式に代入する活動量と排出原単位の特定には、以下の資料等が活用可能

これらは、WEBサイト「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」に掲載されている

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/business/estimate_tool.html
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出所：環境省 サプライチェーン排出量算定支援勉強会 サプライチェーン排出量～算定編～

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/business/estimate_tool.html


SCOPE1+2+3 CO2ガス排出量

二酸化炭素排出量世界トップ100社
1. コール・インディア（インド）20.1億t
2. ガスプロム（ロシア）12.5億t
3. エクソンモービル（米国）11.0億t
4. 中国石油化工（中国）8.7億t
5. ロスネフチ（ロシア）8.4億t
6. ペトロチャイナ（中国）7.3億t
7. リオ・ティント（英国・オーストラリア）6.6億t
8. 神華能源（中国）6.4億t
9. ロイヤル・ダッチ・シェル（英国・オランダ）6.4億t
10. ペトロブラス（ブラジル）6.3億t

排出量トップ100社入りした日本企業
 トヨタ自動車 3.8億t
 本田技研工業 2.8億t
 日立製作所 2.7億t
 JXTGホールディングス 1.6億t
 日産自動車 1.5億t
 住友重機械工業 1.4億t
 東京電力ホールディングス 1.3億t
 ブリヂストン 1.3億t
 ダイキン工業 1.1億t



アサヒグループ環境方針
マテリアリティ，カーボンゼロ

取り組むべき環境に関わるリスクと課題

アサヒグループ環境ビジョン2050全体像

アサヒグループのマテリアリティ・KPI

アサヒカーボンゼロ

17引用：https://www.asahigroup-holdings.com/csr/
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引用
https://www.apple.com/jp/newsroom
/2020/07/apple-commits-to-be-100-
percent-carbon-neutral-for-its-supply-
chain-and-products-by-2030/



ESG投資の主要素となってきた環境対応と
金融機関のダイベストメント（投資撤退）

世界銀行
世界銀行グループは，2015年，石炭火力建設への金融支援を原則行わない方針を公表．さらに化石燃料関連事業への拡大も．

主要銀行
Bank of Americaは，2012年に国際環境NGOの350.orgが学生や市民と連携し、大学や自治体、宗教団体、年金基金に対して化石燃料から
のダイベストメントを要求するキャンペーンを行ったことが発端となり、2015年5月に石炭への投資方針を変更．
その他，石炭火力への新規直接融資を禁止したのは，MUFG（日），みずほフィナンシャルグループ（日），三井住友フィナンシャルグルー
プ（日），ナティキス（仏），INGグループ（蘭），コメルツバンク（独），KBC（ベルギー） ，クレディ アグリコル（仏）ドイツ銀行
（独），USバンコープ（米）など多数．（エクエーター原則適用の拡大）

政府系年金基金
2015年6月，ノルウェーは、総額8900億USドル（約106兆円）という世界最大規模を誇る政府年金基金「GPFG」において、そのファンド
の運用方針として、全会一致で30％以上の石炭資産を有している企業等からの投資撤退を決定した。このノルウェーの決定による影響は、
122の企業、88億USドル（約1兆320億円）に達すると推計されている。

2020年2月、オランダの公的年金である「ABP」は「2050年までにポートフォリオにおける炭素排出量を実質ゼロにする」という目標を発
表した。この目標を達成する手段としてABPでは段階的なダイベストメントを行うとしている．
その他， フランス年金準備基金（FRR），スウェーデン公的年金AP７および23 ，デンマーク年金基金（PKA） ，デンマーク年金生活ファ
ンド(PKA) も同様．

生命保険
フランスの生命保険大手「アクサグループ」は，5億6000万USドル（約672億円）の石炭投資引き揚げを公表．
その他，アリアンツ（独），ロイズ（英），スコール（仏），チューリッヒ保険（スイス），スイス再保険（スイス），ミュンヘン再保険
（独），第一生命保険，日本生命保険も同様．

アメリカ資産運用会社「ブラックロック」
2020年1月にアメリカの大手資産運用会社である「ブラックロック」は、2020年半ばまでに石炭関連会社への投資を大幅に減らす，ESG関
連の上場投資信託の数を倍増させる，直面する気候変動リスクに関して投資先の企業が情報開示を怠った際には、意思決定のときに株主とし
て反対票を投じることを表明．

フランス金融グループ「BNPパリバ・アセットマネジメント」
2019年3月にフランスの大手金融グループ「BNPパリバ・アセットマネジメント」は、売上高に占める燃料炭の割合が10％を超える企業を
2020年初頭より投資対象から外すと発表
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ダボス会議 サステナビリティの観点で世界各国の企業を
評価する「GLOBAL 100 MOST SUSTAINABLE CORPORATIONS IN 
THE WORLD （GLOBAL 100 INDEX, 2021）

順位 企業 国 業界
1 シュナイダーエレクトリック フランス 電機
2 オーステッド ノルウェー エネルギー
3 ブラジル銀行 ブラジル 銀行
4 ネステ（Neste） フィンランド エネルギー
5 スタンテック カナダ 建設
6 マコーミック 米国 食品
7 ケリング フランス アパレル
8 メッツォ・オートテック フィンランド 金属
9 アメリカン・ウォーター・ワークス 米国 水道
10 カナディアン・ナショナル鉄道 カナダ 鉄道
16 エーザイ 日本 医薬品
32 シスメックス 日本 電気機器
41 コニカミノルタ 日本 電気機器
51 積水化学工業 日本 化学
71 武田薬品工業 日本 医薬品

引用：https://lttl.jp/column/0009.html

ランクイン企業の営業利益推移（2016年度を100として数値化）



ランキングの評価方法
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ランキングの評価方法①（スクリーニング）
1. 財務状況
2. 製品カテゴリー
財務状況のスクリーニングを通過すると次は製品カテゴリーのスクリーンが行われる。今年は大幅な変更があった。
1.医薬品アクセスインデックスで下位25%の製薬会社
2.栄養アクセスインデックスで下位25%の食品会社
3.Motley Fool、Wespath、Sin Stocks、RedLightNetworkでリストアップされたアダルト企業
4.InfluenceMapで気候変動ロビー活動がレッドの企業
5.InfluenceMapで気候変動議決権行使が下位25%の運用会社
6.NBIMに投資除外指定されたセメント会社
7.NZ SuperFundに投資除外指定された民間武器会社
8.NBIMとNZ SuperFundに投資除外指定された問題のある武器メーカー
9.ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が問題のある武器売上比率50%と認定している武器メーカー
10.Chain Reaction ResearchまたはNBIMが森林破壊関与と認定している企業
11.GICSで化石燃料セクターに位置づけられており、新規投資の脱炭素向け割合が20%未満の企業
12.動物福祉専門機関により「遅れている」と認識された企業
13.アメリカ・フレンズ奉仕団に投資除外推奨されている営利刑務所運営会社
14.GICSでギャンブルセクターに位置づけられている企業
15.NBIMに腐敗で投資除外指定されている企業
16.罰金・和解金の対売上比が1.1%を2年連続で超えた企業
17.NBIMにオイルサンドで投資除外指定されている企業
18.NBIMに著しい環境破壊で投資除外指定されている企業
19.NBIMに人権侵害で投資除外指定されている企業
20.NBIMに一般炭（石炭）で投資除外指定されている企業
21.NBIMにたばこで投資除外指定されている企業



前ページからの続き
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ランキングの評価方法②（スコアリング）
スコアリングする際の評価基準は、24項目に分類される。そのうち12項目が必須項目で業種になく評価に用いられる。その他
12項目は、業種に応じたウエイトが用意されている。
•エネルギー生産性： 売上（購買力調整後米ドル換算）÷（直接的および間接的なエネルギー消費量ー再生可能エネルギー消
費量）
•GHG生産性： 売上（購買力調整後米ドル換算）÷ 二酸化炭素排出量（スコープ1とスコープ2）
•水生産性： 売上（購買力調整後米ドル換算）÷ 水使用量
•廃棄物生産性： 売上（購買力調整後米ドル換算）÷ 廃棄物排出量
•VOC生産性： 売上（購買力調整後米ドル換算）÷ VOC排出量
•NOx生産性： 売上（購買力調整後米ドル換算）÷ 窒素酸化物排出量
•SOx生産性： 売上（購買力調整後米ドル換算）÷ 硫黄酸化物排出量
•PM生産性： 売上（購買力調整後米ドル換算）÷ PM排出量
•イノベーション能力： R&D投資 ÷ 過去3年売上
•税納付： 納税額 ÷ 過去5年EBITDA
•CEO報酬と従業員平均報酬の比率
•年金保護： 75% ×（DB及びDC年金掛金total ÷ フルタイム当量従業員パーセンタイルランク）+ 25% ×（（DB年金資
産の公正価値 ÷ フルタイム当量従業員パーセンタイルランク）− （1-（DB年金資産の公正価値 ÷ 負債パーセンタイルラン
ク））
•サプライヤー：ブルームバーグのデータをもとに企業の最大サプライヤーを特定。そのサプライヤーをGlobal 100と同じ評価
方法でスコアリングした際のスコア
•休業災害（LTI）率
•事故死者数： 事故死者数 ÷ 総従業員数
•離職率： 離職者数 ÷ 総従業員数
•有給休暇（新規追加）：本社所在国で有給休暇10日以上、有給中の給与50%以上支給
•経営陣の女性比率
•取締役の女性比率
•経営陣の人種マイノリティ比率（新規追加）：本社所在国の従業員の人種比率と経営陣の人種比率の差
•取締役の人種マイノリティ比率（新規追加）：本社所在国の従業員の人種比率と取締役の人種比率の差
•役員報酬制度：サステナビリティ指標に連動した報酬制度の有無
•クリーン売上：Corporate Knightsが指定する「クリーン」商品・サービス売上比率
•クリーン投資（新規追加）：Corporate Knightsが指定する「クリーン」R&D投資・設備投資・M&A投資比率
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2021年：石炭及び石油・ガスの新規開発・拡張停
止、炭素回収・利用・貯留（CCUS）な
しの石炭火力発電の新規開発停止

2025年：化石燃料ボイラーの新規販売禁止
2030年：世界の乗用車新車販売のEV・FCV比率

60%、新規建設不動産は100%カーボン
ニュートラル型へ

2035年：世界の乗用車新車販売のEV・FCV比率
100%、世界の大型トラックのEV・FCV
比率50%、先進国では電力のカーボン
ニュートラル化

2040年：航空機の低炭素燃料化50%、世界全体
で電力カーボンニュートラル化、CCUS
なしの石炭火力・石油火力の廃止

2050年：世界の太陽光発電と風力発電の発電割合
70%、世界の不動産の85%がカーボン
ニュートラル型、重工業の90%が低炭
素燃料

国際エネルギー機関（IEA）は2021年5月18日、2050年までに世界の
温暖化ガス排出量を実質ゼロにするための工程表を公表

ガソリンが使われなくなると，
軽油がなくなるかも



資本主義の転機

24出典：Wedge, Vol.33, No.2 (2021)

出典：スズキ・トモ，Wedge, pp.26-31, Vol.33, No.2 (2021)



配当性向，付加価値分配
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出典：スズキ・トモ，Wedge, pp.26-31, Vol.33, No.2 (2021)



ストック，配当性向とCO2価格

GHG emissions
2017

Scope1 kt-CO2e
Outstanding stock CO2 cost 

[M¥/t-CO2]
CO2/stock 
[¥/stock]

Toyota Motor Corporation 1,490 3,262,997,492 3,792 1.16
Honda Motor Co Ltd 1,350 1,811,428,430 3,436 1.89
Hitachi Ltd 2,000 966,692,677 5,090 5.26
Bridgestone Corp 1,922 761,536,421 4,892 6.42
Daikin Industries, Ltd 1,350 293,113,973 3,436 11.72

*1) 19.77 EUR/ t-CO2, EUROPEAN EMISSION ALLOWANCES @DEC 11, 2018
*2) EUR 128.75 J¥/EUR @DEC 11, 2018  ;  2545 ¥/t-CO2

https://www.mof.go.j
p/pri/reference/ssc/k
eyword/keyword_08.
htm
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革新的環境イノベーション戦略（令和2年1月21日統合イノベーション戦略推進会）
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エネルギーの利用量と利用先

エネルギー供給量
20,035 PJ

 発電用 9,086 PJ
（うち，原子力は265 PJ）

 石油精製／石化原料7,172 PJ

 都市ガス 1,839 PJ

 製鉄・セメント用石炭
・石炭製品製造1,985 PJ

最終エネルギー消費量
13,382 PJ
 電気 3,357 PJ

 運輸 3,099 PJ

 石油製品（燃料，原料） 3,428 PJ
 (うち，石油化学用ナフサ26.5%)

 都市ガス・天然ガス 1,150 PJ

 石炭・石炭製品 1,362 PJ

 蒸気・熱・他エネ 984 PJ

電力は
全体の
25％

電気に変わる
のは37％

2017年度



断熱／遮熱技術



容易で簡易なIOT技術

㈱マイクロリンク

https://www.lifx.com/pages/japan



水素

水素自動車：1kmあたり約6.6円 (1000円/kg, 660km/4.3kg-H2)
（1000円/11.2m3 = 89円/m3)

電気自動車：1kmあたり約1.3円 (280km/30kWh, 12.16円/kWh)
ガソリン車：1kmあたり約5.6円 (23km/L, 130円/L)

参考：水素ボンベ（7ｍ3相当）1000円/m3
42

水素は，宇宙でもっとも豊富に
存在する元素であり、（ダークマ
ターとダークエネルギーを除い
た）宇宙の質量の4分の3を占める．
地球表面の元素数では酸素・珪素
に次いで3番目に多い．

発熱量:  12.79-high
10.78-low   MJ/m3



NHK おはよう日本「おはBIZ 2月12日放送」より
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小麦フスマから水素生成
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フスマ10g (対照としてグルコース5g) を500mLのPY培地
に加えて滅菌し, 嫌気性グローブボックス内で水素生成菌
AM21B株を接種した。ゴム栓をした後, 恒温槽で37℃に保
温し培養液pHを5.7に維持して発生する水素量を比較した。
10gのフスマからは1, 328mL, 対照のグルコース5gからは
1, 776mLの水素が生成された。これらの結果から, 10gの
フスマから3.75gのグルコースに相当する水素が発生する
ことが判った。

小麦フスマを脱イオン水で湿潤状態
にして37℃で一晩保温すると水素ガ
スを発生した。

水月湖(堆積物年縞は「世界
標準のものさし」)における
溶存ガス．1～5 ppm含ま
れる．(1.5年／㎝)



水素炎
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水素 メタン プロパン

断熱火炎温度[℃] 2,109 1,951 1,992
低位発熱量 [MJ/m3N] 10.8 35.9 93.6
最大燃焼速度 ［cm/s］ 346 43 47
燃焼範囲
（下限-上限） [％-vol] 4.0-75.6 5.0-15.0 2.1-9.5

拡散速度 [cm2/s] 0.61 0.16 0.12
密度 [kg/m3 ] 0.0854 0.6797 1.901
熱放射（輻射率ε） 0.04～0.25 0.15～0.35 0.3～0.4



加熱炉の低炭素化／脱炭素化
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カーボンフリー燃料への転換：
・水素、アンモニア

加熱炉の省エネの推進：
・リジェネ以降は無し

原単位を１／３にする技術革新:
・水素を導入してもトータルコストは同じなる可能性．
・酸素富化



酸素燃焼技術

燃料（化学エネルギー）

燃焼ガス（熱エネルギー）

（現在）酸化剤として空気が用いられる

タービン（機械エネルギー）

発電機（電気エネルギー）

溶鉱炉や溶融炉には高
温が必要

均一加熱の必要性

高効率燃焼の必要性 熱効率は、高温になるほど効率の向上が見込
める。 例）複合発電 など

-欠点- 空気中に存在する窒素（約8割）

は燃焼に関与せず、顕熱のみを持ち出す。
NOxの発生起源。

空気中に含まれる約2割の酸素のみを分離し、高濃度酸素を酸化剤として用い
る燃焼方式。
純酸素燃焼：100%-O2, 高酸素富化燃焼：50~90%-O2 など



まとめ
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環境に配慮した企業活動は，自身の持続可能な発展に必須．
コストを判断する新たな指標が必要．自身の強みを発見する

機会となる．
エネルギーコストからＣＯ2排出量の低減へ，価値観をシフト

すると新たな発想につながる可能性
カーボンフリーのエネルギーの供給を受けた後の技術のイノ

ベーションを推進する必要性．
身近で安価になったIOT技術をさらに活用する必要性．
電気と熱と再生可能エネルギー（＋水素）を統合したエネル

ギーシステムの設計
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