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本日の内容
～プロローグ～

① 地球温暖化問題とパリ協定

② ２０５０年脱炭素化への世界動向

③ 実現に向けての課題は？

纏め： 日本の賢い選択は？

～エピローグ～

2



安定供給

Energy Security

環境保全

Environmen

t Protection

持続的経済発展
E conomic

Sustainable  Growth
2021/1/11 3
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プロローグその①

近年の日本の原子力政策
東電福島原発事故（2011年3月）以前は順調に推移

❐2002年6月 『エネルギー政策基本法』

❐2005年10月閣議決定 『原子力政策大綱』

-2030以降も発電量の～40%程度は原子力で

-核燃料サイクルを着実に推進

❐2006年8月策定 『原子力立国計画』

-原子力政策大綱の実施方策を提示

❐2010年6月 『第三次エネルギー基本計画』

-2030年、エネルギー自給率は18%➨約40％

-2030年、原子力で53%・再エネで21%を賄う
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プロローグ その②

エネルギー基本計画２０１８
２０１８年７月2日閣議決定：序文抜粋

2030年 原子力：20～22％ 再エネ；～24％
☆ 2030エネルギーミックスの実現、2050の

エネルギー選択に際して、原子力は可能な
限り依存度を低減

✰ エネルギーの海外依存度構造を変えるという
エネルギー自立路線は不変の要請

✰ 今回のエネルギー選択には、これにパリ協定
発効にみられる脱炭素化への世界的な
モメンタムが重なる
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プロローグ③「地球温暖化対策長期戦略」
～2019年6月11日閣議決定。難題への具体策見えず！～

❏「パリ協定」に基づく我が国の長期戦略の要点
✰ 今世紀後半のできるだけ早期にCO₂を

出さない「脱炭素社会」を目指す。
✰ 再生可能エネルギーの主力電源化、

CO₂再利用技術の開発を推進する。
✰ 当該戦略は技術革新によって「環境と成
長の好循環」実現すると強調。

☆ 石炭火力は「依存度を可能な限り下げ」、原子力は
再稼働を進めるが「限りなく依存度を低減」と明記

👉 長期戦略の定量的分析根拠を示さない美辞麗句コミット！
👉 技術開発のマスタープランなし、費用対効果評価無し、

実現に向けた総コストと国民負担について言及無し！
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2050年GHG排出実質ゼロ
２０２０年10月26日菅首相所信表明

❐10/26（原子力の日）首相所信表明の要点

①『2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会

の実現を目指す（実質の国際公約）』

②『温暖化への対応は経済成長の制約でない』

③『石炭火力は政策転換、省エネ徹底、再エネ

最大活用、原発依存度は可能な限り低減』

➨ 国民が覚悟できる渾身の方策を示せるか！
【実質ゼロ】人為的排出と森林等の吸収源との間の均衡を達成すること。

地球エコロジーで年間100億トンレベルのCO2の吸収プロセス。
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１．地球温暖化とパリ協定
～ゼロエミッションと脱炭素化に向けた難路～

👉 協定中身は？ 強制力はあるの？ 罰則あるの？
👉 米国が協定に復帰して世界はワンチームになれるか？
👉 温度上昇抑制目標はどのように決まったのか？
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地球の平均気温変化（偏差）
出典：気象庁2018年12月28日更新データ
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黒点：30年平均値よりの偏差値
青線：偏差値の5年移動平均

❐ 赤線 長期トレンド：100年で０．７３℃の上昇
❐ 日本の長期トレンド：１００年で１．２１℃の上昇

❐長期トレンドは緩慢な変化で統計的には安定した傾向



地球大気中のCO₂濃度の変化
出典：世界気象機関2019年11月データ
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1800年：２８０ｐｐｍ
１９８５年：３４５ｐｐｍ
（年間２ｐｐｍUP)
２０１６年：４００ｐｐｍ
（年間５ｐｐｍUP)
２０１９年：４１５ｐｐｍ

平均温度上昇2℃未満達成には
450ppm以下が必要



【参考】地球年間平均気温の算出
～地球の環境偏差値指標～

❏1850年頃より世界的な気温観測開始

❏1950年：世界気象機関（WMO)設立。191の国

地域が加盟、観測技術の統一と情報共有。

❏現在世界に約7000ヶ所の地上定点観測所

❏世界を緯度・経度5度に格子点化。海上・陸

上観測点の過去30年の平均気温よりの偏差を

評価。観測高度、都市化度などの影響を補正。

➡ 観測データー、評価値の信頼度は高い
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【参考】地球温暖化の影響は非可逆的
～定性的影響評価の例～

出典：国立環境研究所・地球環境センターHPより

❏降雨、降雪の変化による水資源への影響

❏雨量の増大による河川治水への影響

❏農作物の生産性への影響（作物により好影響もあり）

❏海洋生態系への影響（魚介類の生態等）

❏植物、生物生態系への影響（生息限界点の

変化、虫媒介の感染症などの発生）

❏海水面上昇による国土消滅、海岸線後退

➡多様な研究あるも、定量性と信頼度に依然課
題
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【参考】活躍する専用衛星と観測知見
（出典：国立環境研究所、JAXAのHP2019より）

❏ 2009年より「いぶき」、2018年より「いぶき2号」
いぶき： CO₂、メタンを56,000点で観測

いぶき2号： COを追加、観測点は倍増

（フーリエ変換赤外線分光分析器、

エアロゾルセンサーを搭載）

❏大気中のCO₂濃度、年間2ppmのペースで上昇中

－ 2016年より平均濃度は400ppm超

－ 温度上昇を2℃未満とするには450PPM以下に
（注）JAXA:宇宙航空研究開発機構
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92.5億トン

47.5億トン

EU27ヶ国の2017年総排出量は約45億トン（13.7％）
欧州環境委員会（EEA)発表（2018年19月26日）
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【参考】
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最近の減少；省エネ、再エネ、
原発再稼働が貢献

【参考】



【参考】２０１９年度排出量速報（CO2換算）
ＣＯ2は6年連続減少（2020年11月18日資源エネルギー庁）
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製造業

運輸

（＊）

＊燃料燃焼で排出されるCO2。全体の約9割

https://www.jaif.or.jp/journal/wp-content/uploads/2020/11/ENEKIGENHAISHUTSURYO.png


温暖化問題は国際政策論
「気候変動に関する政府間パネル（IPCC)」第五次評価報告書
第一作業部会（自然科学的根拠） 環境省２０１４年１２月報告より

IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change

❐ 地球温暖化問題の根拠となる知見
地球の平均気温は1906年から100年で0.74℃上昇。

（更に、1880年～2012年では、0.85℃上昇を確認）

人為的要因であることは疑う余地がないとの多くの科学者の見解。

20世紀後半の地球表面の気温上昇に対する懸念を共有！

❐ IPCC：1988年に設立された国連組織

気候変動に関して科学的及び社会経済的な見地から包括的な評価

を行い定期的に公表。

1990年 第一次 ：人為起源の温室効果ガスは気候変動をもたらす

1995年 第二次 ：影響が全地球の気候に表れている

2001年 第三次 ：気温上昇は温室効果ガスによる可能性高い（66%）

2007年 第四次 ：可能性が非常に高い（90%） ノーベル平和賞受賞

201３年 第五次 ：可能性が極めて高い（95%）

2000人の科学者がレビュしたが、全員一致ではない。懐疑論も存在する。
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【参考】メデイアに溢れる端折った情報
地球温暖化トピックスは冷静に受け止めよ！

❏IPCC「1.5℃特別報告」（IPCC:2018年10月6日公表）

👉 2030年～2052年：平均気温上昇＋1.5℃に達する公算大

👉 2050年：世界の穀物価格が最大23%高騰

👉 2100年：海水面上昇１ｍ以上に達する恐れ（海洋雪氷圏）

❏「大気中CO₂濃度が415ppm超に」（米国スクリップス海洋研

究所：2019年5月13日）

👉 2019年5月11日、米国海洋大気庁・マウナロア観測所で

大気中のCO₂濃度が人類史上の最高値415.26ｐｐｍに。

❏「温暖化進展は破壊的」（2019年11月26日国連報道）

👉 今世紀末に気温上昇最大＋3.9℃に達する公算大

👉 各国の削減目標が全て実施されても＋3.2℃に

👉 「脱石炭」と「カーボンプライシング」を！

👉 今から毎年7.6%の排出削減が急務！（グテーレス事務総
長）
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温室効果ガス削減：国際条約「パリ協定」
～2℃未満目標・ゼロエミッション社会への野心的挑戦～

❏ パリ協定合意内容：紳士協定と自主努力
① 目標達成に向け全ての国が自主努力

② 気候変動枠組条約の全加盟国196ヶ国が参加

2016-11-4発効。2020-11-４米国離脱も再加入の公算。

③ 長期努力目標：世紀後半までに「脱炭素化+ゼロエミッション」

- 産業革命前からの平均気温上昇を「2℃未満」に抑制

（制御パラメータ：大気中のCO₂濃度を450ｐｐｍ以下にする）

- 更に、平均気温上昇を「1.5℃未満」を目指す

- 各国は対策を国連に提出し5年毎に目標見直し実施義務

- 削減対策の進捗を2年毎に報告し、ピアレビューを受ける
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パリ協定：２０５０排出目標と施策
各国総和：350億トン ➠ 理想：100億トンへの方策は？
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陸上植物と海洋が年間約
100億トンのCO2を吸収



【参考】温室効果ガス：日本の削減目標
政府目標：2013年度比26％削減は可能か？

◆ 排出量確報値(ＣＯ₂換算、201９年４月発表 環境省HPより）

1990年度 12.70億トン

2005年度 13.97億トン

2010年度 13.40億トン

2013年度 14.80億トン（日本の排出量基準年）

2016年度 13.70億トン（世界総排出量：32３億トン）

2017年度 12.92憶トン（世界総排出量：328憶トン）

2018年度 12.44億トン（速報値：2019年11月29日）

◆ 2030年度政府目標（2015年4月30日政府発表）
2013年度比 ２６％削減(10.95億トン）

（＝1990年度比 18.0％削減）

◆ 基準年（各国の都合で有利な年で決まる）
日本：2013年 ⇒ 原発運転ゼロ 22



【参考】地球温暖化長期戦略（2019年6月閣議決定）

削減目標：2030年度26%削減、2050年80％削減
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（出所）「2016 年度の温室効果ガス排出量（速報値）」及び「地球温暖化対策計画」から作成（小野洋氏資料より）



２． 2050年脱炭素化に向けて

世界の動向と情勢

➠ 世界のエネルギー事情と脱炭素化の最新実態を知る。

👉 現実は、自国優先主義と国際モラルの綱引き！

👉 地球レベルでどれだけの費用が必要か？
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25

世界のエネルギー消費の約85%が化石燃料

583EJは1500千万ｋlの
原油熱量に相当

【参考】



【参考】世界の電源別発電量の推移
BP Statistical Review of World Energy 2020 (2020年6月）より
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自然エネルギー：水力＋風力＋太陽光＋バイオ＋地熱

１TWh=1テラワット時＝１兆ワット時＝１０億KWh

BP： British Petroleum Company 英国のエネルギー企業



２０１９年世界の総発電量
BP Statistical Review of World Energy2020（2020年6月）より
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⇄日本の２０１９年総発電量：１，０５０TWｈ

❐首位電源は石炭火力 ❐化石電源は約６２％ ❐自然エネルギーが活躍
❐ 原子力は世界レベルで一定の役割を担っている



【参考】国際エネルギー機関（IEA)の２０４０年展望
「WEO２０１8」 ２０１8年１１月発表

WEO: World Energy Outlook
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1GW=1,000MW

=1,000,000KW = 百万
KW

✰



【参考】国際エネルギー機関（IEA)２０４０年展望
WEO２０１８のポイント

❐電力供給技術：多様化・脱炭素化が加速
◎ ２０４０年までに世界電力の約半分が低炭素技術

◎ ２０１４年：２０兆５千億KWｈ ➨２０４０年：３４兆２５００憶KWｈ

石炭 41% ➨ ２８% OECD諸国での減少顕著

再エネ ２２% ➨ 36% 2030年頃に首位電源に

（16%） （16%） （内、水力）

原子力 11%    ➨ 12%   安定的に推移

❐原子力発電標準シナリオ
◎ 2014年4億KW（約420基） ➨ 2040年6憶KW（約630基）

◎ 約１．５憶KWが閉鎖、約３．５憶KWが新規建設
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世界エネルギー動向の総括
～エネルギーを考えることは世界の動向を考える事～

□世界人口・77億人 （201９/7/2 国連広報センター）
最貧国・途上国の食料、エネルギー、医療、教育の獲得合戦！

□14億人が電気の恩恵を知らない（同上）
□世界の一次エネルギー消費の85%が化石燃料！

化石燃料は大量にある資源。石炭価格が最も安定で安価！

□化石燃料の争奪戦開始。石油生産ピークも現実。
□20３0年頃は再エネが世界の主力電源に（※）
□世界主要国は福島事故後も原子力に期待

2040年頃、原発保有国は５５カ国、６３０基に（※）
（米）出典：World Energy Outlook ２０１８,IEA）

30



温暖化対策：最新の国際機関の見立て
～再エネ・原子力の役割大、更なるイノベーションも～

❐気候変動に関する政府間パネル（IPCC)
👉 「1.5℃温度上昇」対策は原子力なしでは達成不可

（2018年「温暖化対策特別報告書」で公表）

❐国際エネルギー機関（IEA）
👉 パリ協定の目標達成にはエネルギー効率改善、再エネ・原

子

力の大幅増加が不可欠。8000兆円レベルの投資が必要。
（2019年「クリーンエネルギーシステムと原子力」で公表）

👉 再エネ・原子力はエネルギー起源GHG排出削減

に大きく貢献。水素製造や小型炉等幅広い
分野のイノベーション加速が必要 ！
（ 2020年10月13日 World Energy Outlook2020 で公表) 31



世界の「GHG排出実質ゼロ」動向
出典：気候変動に関する国際情勢（2020年10月13日経産省）

❐世界の最新動向
－ パリ協定加盟１９６国・地域の内12１の国・

地域が2050年までに排出実質ゼロを表明
（中国・日本・韓国・ロシア・インド・米国は含まず。表明国の合計は

2017年世界の排出総量の17.9%に相当。米国も表明なら32.4%）

－ 20ヵ国・地域首脳会議（G20：WEB～20年11月21，22日）

12ヶ国・地域が世紀半ばごろまでに排出実質
ゼロを目標とする。（首脳宣言ではゼロは謳わず）

－ 資源国（ロシア、インドネシア、オーストラリア）は
排出実質ゼロ宣言はしていない。

G20： G7＋アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インドネシア、韓国、
メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、欧州連合・欧州中銀

G7: カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国
32



【参考】２０５０排出実質ゼロ 表明国の状況
WEO２０２０ ２０２０年１０月１３日公表
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欧州（EU)の脱炭素化政策
出典：気候変動に関する国際情勢（２０２０年10月13日、METI)、日経（同年11月30日）

❐EU27ヶ国（4.47億人）の現状:エネルギーネット活用

し火力・原子力・再エネで安定供給。風力へ傾斜中。

❐2050実質ゼロを目指す：2018年EU委員会で決定。
（２０２０年１月１４日：今後１０年間で約１２２兆円を環境政策に投じると発表）

❐グリーンニューデイ―ル政策：コロナ禍を環境対策で

乗り切る1.8兆ユーロ規模の7年予算に合意（2020/7/２１、

このうち、復興基金予算7500億ユーロの37％＝約３５兆円を環境対策に充当）。

❐２０２１年までの関係法令見直し：新欧州気候法案、再エ

ネ法（エネルギー効率３２%）の見直し、自動車排出規制等。

❐風力発電に巨額投資：洋上風力を２０５０年までに現在の２５倍を
目指し官民で９９兆円投資。２０３０年までにいまの８倍の２億３４００万KWに。
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英国の脱炭素化政策
出典：気候変動に関する国際情勢（２０２０年10月13日、METI)、他

❐２０３０年電源構成目標（２０１９年度エネルギー白書より）

再エネ５３% 原子力２２% 天然ガス２４%

石炭（２０２５年までに廃止予定、現状は９%レベル）

❐２００８年気候変動法制定：「２０５０年に９０年比
で少なくとも８０%減を目指す」

❐２０１９年6月気候変動法の改訂：「２０５０年、

実質ゼロを目指す」と改訂。2020年内に「ネッ

トゼロレビュウ報告書」公表予定。

❐対策加速：２０３０年までに６８%削減（１９９０年

比,従来は５３%減）COP２６@グラスゴーを視野に

と。（政府発表：２０２０年１２月４日）
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中国の脱炭素化政策
GHG排出約９３億トン/年➠実質ゼロシナリオは本気か？

２０６０年GHG実質ゼロの野心：再エネ・自動車・ITで世界制覇

❐2020年9月国連総会：習国家主席表明

①2060年迄にカーボンニュートラル実現

②2030年以前にGHG排出の頭打ち

❐脱炭素2050電力構想（国家発展改革委員会）

原子力：現状（3%） ➠28% （150万KW級原発300基新設）

再エネ：現状（22%） ➨59.2%（太陽光16倍に、風力8倍に

約1800兆円が必要：精華大・気候変化研究院 解振華院長のインタビュー）

化石燃料：現状（75%）➨12.8%

❐乗用車のEV化、輸送のFCV化、住宅の電化等
出典：日経（2020年8月31日、11月17日、11月23日）36



米次期政権の政策（公約）
出典：気候変動に関する国際情勢（２０２０年10月13日、METI)

❐2050年までに社会全体で排出実質ゼロ

❐2035年までに電力セクターで排出実質ゼロ

❐大統領就任当日にパリ協定へ復帰。（100日以

内に気候サミット開催。COP２6に向けてより野心的な目標提示を促す）

❐クリーンエネルギーへの４年間2兆ドル規模の

投資（電力セクター・イノベーション・環境改修などへ）

❐４年間で５０万か所のEV充電設備、４００万棟の商業

ビル改修、２００万棟の住宅断熱化整備。

👉 上院・下院ねじれ議会で予算化が実現するか？
37



３．２０５０カーボンニュートラル（CN)

実現に向けての課題

エネルギー転換部門、運輸部門、産業部門、

業務部門、民生部門など全方位的取り組み

を既存技術と革新的技術の抱き合わせで強

力に推進する戦略マップの策定が待たれる！
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排出ゼロ:地球規模の不確定性・懸念
脱炭素ゲーム：世界中の技術・資金そして野望が集中

❶ 全世界がゼロ表明しても完遂される保証なし 👉表明

は外交ゲームの様相。腹を括った国は僅か。大量放出国の覚悟が必須。

❷ 実行されても気温上昇抑止は不透明 👉化石燃料は安価

安定資源。今後も確実に使用される。世界規模CCUSは技術・コストで困難。

❸ 資源国（OPEC14国、豪・露インドネシア他）の表明

は期待薄との観測 👉カーボンクレジットで貢献する道があろう。

❹ 脱炭素化・水素化実現への地球規模トータルコスト、

「費用対コスト」は極めて不透明 👉実現は難路で一本

道はない。これから喧々諤々の議論が内外で始まる。紆余曲折を覚悟！

大量放出国：（一軍）中国・米国・ロシア・EU(27ヶ国）・インド （二軍）日本・韓国他

OPEC主要国：イラン、イラク、クウエート、サウジ、ベネズエラ、UAE,リビア等

ロシアはOPECプラス国として原油生産調整に参画 39
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【参考】

(発電部門）



排出ゼロ：日本の挑戦（イノベーション）
～国益：日本の技術は脱炭素化時代で輝けるか～

《広い分野で革新的国産技術が期待される：テーマ例》

🔷 非化石燃料電源（原子力、再エネ）の技術革新

☞ 太陽光パネルの高効率・長寿命・低価格化

☞ 低価格・大容量蓄電システムの開発

☞ CCUS(炭素の分離回収貯蔵）の大容量低コスト化

☞ 原子力発電の次世代化（既存技術+更なる安全）

🔷 製造部門での脱炭素プロセスの早期確立

☞ ゼロカーボン商業ベース製鉄工程の開発

🔷 水素社会の実現に向けた基盤構築

☞ 安価で潤沢な水素製造・供給技術の実現41
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出典； 電事連原子力・エネルギー図面集２０１６

【参考】各種電源のライフサイクルCO2排出量

非化石燃料電源



日本：非化石燃料電源の課題
～脱炭素化社会：原子力と再エネが主役も課題山積～

❐原子力発電（エネルギーの「救世主」）
☆安定性、発電コスト、環境性能はベスト
☆再稼働遅れ、新設不透明で存在感低下
☆高レベル放射性廃棄物の処理処分対策
☆社会的受容性改善とサイクル確立が課題

❐再エネ（風力、太陽光：使えるだけ使う）
☆弱点：①お天気に作用される不安定電源

②バックアップ電源、大容量蓄電が必要
☆設置基準要件が無く自然災害に弱い
☆主力電源化への道程は極めて不確定
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【参考】世界の風力発電の動向
出典：（読売１１月２８日。日経１０月２６日、１１月７、３０日：出所「ウインドヨーロッパ他」）

❐世界の風力発電は２０１８年に５４０百万KWを超え

2019年世界発電量の5.3%（原子力の半分）に躍進。

❐洋上風力の成長：2019年の欧州での設備容量は

２２百万KW超に（世界洋上風力の８割）。EUは２０５０

までに現状の25倍規模を目指す（官民で99兆円）

❐日本の計画：2030までに10百万KWを目指す。

経済波及効果は13兆円程度との試算。

設備の海外依存、遠浅風況敵地が少ない、

発電コスト、送電網整備などの課題山積。

（参考：風力のKWｈ買取価格：独7円、英10円、日本19円）44
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【参考】

１GW=100万KW
設備容量大でも稼働時間はお天気任せ。



【参考】再エネ：蓄電技術と送電網が課題
（２０２０年１０月１４日 日経新聞より抜粋）

❐再エネ適地（遠浅の海岸・広大な平野）少い

❐不安定な再エネを使いこなすための課題

① 不安定電源を支える蓄電池の開発

② 小容量で融通性の高い送電網の充実

③ 太陽光・風力とも設備の海外依存大

❐蓄電池技術の現状

👉 大容量連続蓄電技術は未完成

👉 家庭用蓄電池（５KWｈ）：約100∼150万円

（日本家庭の平均電気消費：約10KWh/日）
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【参考】世界で加速、脱ガソリン車
日本:２０３０年代半ばにガソリン車（新車）ゼロへ

日本の自動車産業（就労５２０万人）は生き残れるか

❐英国：2030年に販売禁止（35年を5年前倒し）

❐仏国：2040年までに販売禁止

❐中国：2035年頃に環境対応車（EV,HB)限定

❐米国：CA州が2035年までに販売禁止

❐加国：ケベック州が2035年までに販売禁止

❐TOYOTA：2020年代にEVを10車種以上販売

❐NISSAN:2023年までに８車種販売

❐VW:2025年までにEVは世界販売の2割に47



【参考】電気自動車（EV）生産シェア（＊）

中国が世界トップ、米国が追走（2020年1～6月）

48

❐2020年1∼6月世界生産台数：66万台

①中国38.4% ②米国23.1% ③韓国8.5%

➃仏国 6.7% ⑤独国6.4% 日本：2.3%

❐中国がEVの世界への輸出拠点に成長中

米テスラ：20年より上海工場から「モデル３」

独BMW ：21年より遼寧省工場から「iX3」

仏ルノー：20大衆ＥＶ車「ﾀﾞﾁｱｽﾌﾟﾘﾝｸ｣
（＊）英LMCオーモ―テイブ社調査（2020年11月2１日、日経朝刊に掲載）



【参考】世界の電気自動車：生産予測例
HV,PHV,EVの世界市場調査（富士経済研究所 2018-6-１８）
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2035年：PHVは1243万台 2017年比31倍
EVは1125万台 2017年比14.8倍



纏め：日本の賢い選択は？
～ ポピュリズムの海で漂流する日本の

エネルギー・環境戦略を立て直す選択が急務 ～
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日本のエネルギー選択の論点
～持続的安定電源確保と環境対策の両立～

◆ エネルギー安全保障： 50年先の戦略構築
◆ 日本の特殊性：エネルギーネットワークのない資源

小国、超高齢化社会へ突入。安定安価エネ確保！
◆ エネルギー自給率：9.6%を大幅改善（2017年確定値）

◆ 地球環境対策：2050CNは技術改革で推進
◆ 再生エネルギー：主力電源化の課題解決で邁進
◆ 火力：化石燃料依存リスクの低減と環境対応
◆ 原子力： 社会的受容性改善、新設推進基盤
の構築、再処理運用、高レベル廃棄物対策の推進

日本のエネルギービジョン：原子力と再エネ活用！
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纏め：現実的で賢い選択案
既存技術とイノベーションで難路開拓

◆ 原子力+再エネ：非化石燃料として主力電

源として活用拡大。原子力の復活が鍵。

◆ 化石燃料：安定資源であり一定量活用継

続し、炭酸ガスの回収（CCUS)を目指す。

◆ 輸送部門：自動車は電動化加速でマーケッ

トリーダへ。船舶部門はLNG化転換加速。

◆ 産業部門：非化石燃料の活用加速、更なる

スマート化による省力化と水素の活用拡大。
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エピローグ
エネルギー資源の有効利用と
地球環境問題への結束

～21世紀の人類の知恵が問われている～

53



本日のテーマに関心を持っていた
だき誠に有難う御座いました。

福井工業大学殿の益々の発展を

祈念申し上げます。
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