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要旨

 ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）は「太陽光と風力の急速なコ

スト低下と、電力需給のバランスをとるのにますます重要な役割を担う電気自動車のバッ

テリーを含む蓄電池により、2040 年までに世界が新たな発電技術に投資額全体 10.2 兆 US

ドルの 4 分の 3 相当が再生可能エネルギー源になる」ことを予想している。国際エネルギ

ー機関（IEA）と BNEF はともに、石炭火力発電の世界的な段階的廃止を予測している。 

 世界の石炭からの段階的廃止という潮流にもかかわらず、国内の石炭火力発電容量を増加

させていてる日本は、G7 諸国の中でも異色である。現在、約 45 基の石炭火力発電所が日

本国内で計画中である。同時に、海外の発電プロジェクトへの公的資金援助は、主として

東南アジアにおける 30GW に上る石炭火力発電の建設に向けられている。

 2000 年代初頭には日本の太陽光発電関連企業は世界市場で重要な存在であったが、現在で

は中国とアメリカ、ヨーロッパの太陽光と風力産業が急成長中の世界市場を占有している。

IEA はこの占有状態はそれらの国での強い国内政策があるためと述べている。主に中国とヨ

ーロッパでは、このような政策による支援が 2012 年以降の成長を加速させたが、同時期日

本は石炭火力発電の拡大を重視し始めた。このような日本の立場は、世界の潮流から自ら

を孤立させかねないものである。

 日本は太陽光技術では当初の先導的立場を失ったものの、発展し続ける再生可能エネルギ

ー市場で成功するのに必要なリチウムイオン電池や部品、原料等の研究開発能力と製造能

力を持っていると本研究は結論付けている。この成功は石炭火力発電計画から太陽光や風

力へ方向転換することによって左右される。

 再生可能エネルギーによる発電を加速するよりも石炭火力発電を追い求める日本政府の姿

勢は、大半の日本企業のビジネス上の関心事項と一致していないと、本研究は結論付ける。

日経トップ 100 社の 53％（市場価値の合計は約 140 兆円、350 万人を雇用）は石炭に比べ

再生可能エネルギー発電の拡大が望ましい事業モデルを日本と海外の両方で展開している。

ほんの少数の企業が石炭火力発電を好む事業モデルを展開している。

 様々な日本企業が再生可能電気に関連する市場に関心を抱いている。建設と不動産会社は

風力やバイオマス、太陽光設備、そして再生可能エネルギー発電を取り入れたゼロカーボ

ンの建物の建設や操業に関わっている。材料や技術に関連する企業（旭化成、東レ、パナ

ソニック等）は、リチウムイオン電池や太陽光電池の原材料、風力タービンに使用するカ

https://about.bnef.com/
https://influencemap.org/evidence/-c960b7021b67173d994a84276d6b2a66
https://influencemap.org/evidence/-c960b7021b67173d994a84276d6b2a66
https://influencemap.org/evidence/-405ac102469a9258da5074cfb14c3479
https://influencemap.org/evidence/-c1bb2cf6e228b130ef21a3c4c29b4dec
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ーボンファイバーにおいて世界的な強みを持っている。日本の自動車メーカーは電気自動

車技術における世界的リーダーであり、これらの技術は再生可能電気との一体化が指摘さ

れている多くの市場から利益を得ることができるものである。反対に、一部大手商社の事

業モデルでは石炭バリューチェーンが重要な位置を占めている。 

n 本研究では日本のトップ 100 社のエネルギー調達に関しても考察した。現在と将来のエネ

ルギー調達計画に関しての詳細な調査に基づき、61％の企業が石炭よりも再生可能エネル

ギーを好んでいることが判明した。日本の大企業であるリコーは電力調達を 100％再生可

能エネルギーにすることを約束し、一方でソニーなどの企業は自らの再生可能エネルギー

戦略を野心的な温室効果ガス削減目標に結び付けている。 

 日本の産業政策とエネルギー政策の制定は、経団連（産業界代表）と経済産業省（官僚代

表）、官邸周辺（政治代表）に委ねられていることが多い。三つの組織は、自由化した電

力市場においての太陽光と風力の急速な拡大よりも、既存の大手電力会社による大規模石

炭火力発電の開発を支持する立場をとっている。

 誰が経団連－経済産業省－官邸周辺の力の三角関係の中で代表されているかという分析は、

電力産業、エネルギー集約型産業、化石燃料関連といった産業の影響力の優位性を明らか

にした。技術分野や自動車、通信、建設業界が産業界を代表することは少ない。労働者組

合や NGO、地方自治体、メディア、市民団体、その他省庁、海外の関心といった他の利害

関係者のエネルギー政策立案過程においての影響力は取るに足らない。

 ソフトバンクは日本で総収益が 6 番目に大きい企業であり、急成長を続ける企業の一つで

ある。再生可能エネルギーのグローバルなバリューチェーンに対して大きな熱意を持って

おり、再生可能エネルギーの拡大を促進する日本と海外の政策の支持を表明している。再

生可能エネルギーを好む事業モデルを持つこのような企業と業界団体の多くは経団連の公

式な立場から袂を分かち、再生可能エネルギーを推進するための日本と海外両方での強い

政策への支援を求めていかなければならない。

https://influencemap.org/evidence/-c1bb2cf6e228b130ef21a3c4c29b4dec
https://influencemap.org/score/Ricoh-Q3-D1-410366ef9c79195619e9623124e79c7c
http://influencemap.org/evidence/-edfa90ab2b8e1e67cf8d140aa1d71478
http://www.keidanren.or.jp/en/profile/pro001.html
http://www.meti.go.jp/english/aboutmeti/profiles/aMinister.html
http://influencemap.org/evidence/-d6ba02781466a46db4f48f287df68168
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世界の再生可能エネルギー動向 

はじめに 

以下は再生可能エネルギーとその市場に関する、主要な 2 つの情報源についての要約であり、包括的

分析という意図はない。これは、日本企業を分析にあたり、分析調査の範囲を明確にするためである。

世界レベルから国レベルまでの、発電、輸送燃料、熱供給の観点から再生可能エネルギーの市場分析

を行う、国際エネルギー機関（ IEA）とブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）

のデータと分析結果を考察する。再生可能エネルギー市場を構成する詳細な要素の正確な定義はない

が、これら 2 つの情報源は市場を説明するにあたり、以下の専門用語を使用している。 

 

再生可能電気の市場 
2021 年までのエネルギー市場の動向を考察した国際エネルギー機関（IEA）は再生可能エネルギー市

場中間報告書 2016（Medium-Term Renewable Energy Market Report 2016）で、「世界全体の再生可能エ

ネルギーの発電量は、2016 年から 2021 年の間に 36％増加することが見込まれ、他のどのエネルギー

源よりも早いペースで成長している。2021 年には、再生可能エネルギーのシェアは世界全体の発電

量の 28％近くになると予想されていて、水力以外の再生可能エネルギーがこの成長を牽引すること

が期待されている。2015 年から 2021 年の間には、水力は 13％の増加に留まるものの、太陽光発電は

3 倍、風力発電は 2 倍にまで成長することが見込まれている。」と述べた。  

また、中国とアメリカが最大規模の市場となり、インドの再生可能エネルギー容量も 2016 年から

2021 年の間に 2 倍になると予測されている。2015 年の、2880 億 US ドルにのぼる世界の発電への新

たな投資の 70％が再生可能エネルギーであり、その投資額のうちの 68％が太陽光と風力が占めた、

と国際エネルギー機関の報告書は指摘した。化石燃料よりも再生可能エネルギーを優遇する政府の法

令が、再生可能電気が堅調に成長した国での再生可能エネルギー成長の牽引役になったと報告書は述

べている。さらに、上記の見積もりは基本的なケースであり、パリ協定の約束草案が十分に実施され

再生可能エネルギー

事業分野 IEA 用語の例 BNEF 用語の例 

再生可能電力 

水力・風力・太陽光・バイオエネル

ギー・地熱・海洋エネルギー発電に

関連する技術やサービス、インフラ 

バイオ燃料・バイオマスや廃棄物・地

熱・海洋送電・水力・太陽光・風力・

蓄電池・需要反応（ディマンドリスポ

ンス）に関連する技術やサービス 

再生可能エネルギーによ

る輸送（燃料）と熱供給 

バイオ燃料や熱供給に関連する技術

や燃料供給 

バイオ燃料・バイオマス・廃棄物の輸

送と熱に関連する技術や燃料供給 

https://www.iea.org/bookshop/734-Medium-Term_Renewable_Energy_Market_Report_2016
https://about.bnef.com/
https://www.iea.org/bookshop/734-Medium-Term_Renewable_Energy_Market_Report_2016
https://www.iea.org/bookshop/734-Medium-Term_Renewable_Energy_Market_Report_2016
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
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た場合の「加速したケース」においては、特にアジア地域での再生可能エネルギーの拡大ペースがさ

らに早くなると推測されている。 

2030 年までの世界全体の新たな発電容量と投資が将来的にどのような発展を遂げるかという、さら

に詳細で長期的な予測を、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）は以下の 2

つのグラフで示している。 

 

世界全体の総発電量増加分と廃止分、BNEF 

 

上記の予測は風力や太陽光、蓄電池関連技術が、新たな発電容量のなかの非常に大きな割合を占めて

いることと、2020 年以降の世界全体に石炭が段階的廃止傾向にあることを明らかにしている。BNEF

は化石燃料の世界の電源構成に占める割合が 2017 年の 63％から 2040 年には 40％までに落ち込むと

予想している。その一方、再生可能エネルギー発電は 2017 年の 26％から 2040 年には 51％までに増

加し、発電の割合は太陽光と風力、その他タイプの再生可能エネルギーの間で等分される。 

また、BNEF は同じ時間軸での新たな発電容量への投資についても予想をしている。  
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新たな発電容量への技術ごとの投資額（2016）、BNEF 

(5 年ごと投資額を示している) 

 

 

長期的にも短期的にも再生可能エネルギーが世界の電力市場を独占していることを、上記のグラフが

明らかにしている。また、2020 年までのおよそ 50％の新たな発電容量の設置と投資はアジアで起こ

ると BNEF は予測している。つまり、IEA と BNEF のデータは同じ重要な傾向を示しているのである。 

 発電容量（GW）と US ドルでの投資額に見受けられる通り、太陽光や風力をはじめとした再生

可能エネルギーが、とりわけ 2020 年以降の新たな発電市場の成長と活動の大部分を担う。  

 大部分の市場と成長はアジア太平洋地域に集中している。  

 石炭関連の発電市場は、世界的にみれば新たな発電容量に占める割合も非常に小さくかつ縮小

してゆき、長期的な減衰傾向にある。  

日本の国内発電量と日本が財政的支援している海外（主に東南アジア）発電量といった観点からの、

将来に向けての日本の発電に関する詳細なデータが、本レポートの後半に提示されている。 

日本政府の 2030 年までの予測では、再生可能エネルギーの発電量全体に占める割合はおよそ 22％、

石炭火力の占める割合は 26％となっている。国際エネルギー機関は世界全体の 2030 年までの予測を

行っていないが、BNEF の「日本の見通し」は、2030 年までに全体的に電力需要が減少するとし、再

生可能エネルギーは全体の 28％、石炭は 38％を占めると予測している。BNEF による石炭火力の予測

が日本政府による予測より割合が大きいのは、日本の新たな石炭火力発電プロジェクトの増加による

結果であるとみられる。  

これら予測の違いにかかわらず、国内と東南アジア地域における新しい石炭へ向けた日本のフォーカ

スは、石炭の段階的廃止を伴う再生可能エネルギーの急速な成長という、より広範な、世界及びアジ

ア全体の市場動向に逆行していることは明白である。 
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 2017 年から 2040 年の間に 10.2 兆 US ドルの投資が行われると予想されている発電技術とイン

フラの市場に、日本企業は大きな潜在的なビジネス上の関心を、とりわけアジアに対して寄せ

ている。  

 化石資源に乏しい国であるがゆえ、石炭バリューチェーンよりも、テクノロジーや設備主導の

再生可能エネルギーバリューチェーンに大半の事業利益は一致している。 

 上記について、次章では日経のトップ 100 社の事業を考察することを通じ、詳細かつ体系的に

示していく。 

 

一体化しつつある再生可能電力市場と電気自動車市場 

国際エネルギー機関の再生可能エネルギー市場報告書では、電気自動車（EV）の成長に関しても言及

しており、台数ベースで 1 年間に世界で約 40％成長しているという。これは一般的に、全体の自動

車市場の成長よりも高い値である。電気自動車とはバッテリー式電動輸送機器（BEV）とプラグイン

ハイブリッド式輸送機器（PHEVs）、燃料電池自動車を含んでいる。  

「バッテリー式電動自動車の利用がプラグインハイブリッド式自動車より僅かに高く、2010 年以降

の世界における電気自動車の車両数は急速に拡大している。電気自動車の 80％がアメリカと中国、

日本、ノルウェー、そしてオランダに集中している。バッテリーコストは 2008 年以降、4 分の１に

下がる中、〔中略〕バッテリーのエネルギー密度は 5 倍増加した」 

国際エネルギー機関の報告書は、再生可能電気と電気自動車が広まることによる市場の一体化を指摘

している。「新しい電気自動車の展開への投資は、出力が変動する再生可能エネルギーを統合する機

会を与えることにより、（再生可能電気への）移行をサポートすることができる。」 

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）は、自動車業界の分析で、バッテリー式

電動自動車とプラグインハイブリッド式自動車を考察し、この 2 つのタイプの自動車が 2040 年まで

に新しい自家用車の 40％を占めるという基本的なケースを示し、特に中国での成長が著しいとした。

また、BNEF は再生可能エネルギーと電気自動車の市場が一体化してきていることについての類似の

分析を行っているが、BNEF 会長は、電気自動車の拡散は 3 つの点で発電市場に利益をもたらすとし

ている。  

 自動車バッテリー技術とそのコストの低下は、コスト効率の良い電力貯蔵施設の設置に有益で

あり、蓄電によりスムーズな発電が可能となる太陽光や風力発電等に利益をもたらす。 

 電気自動車は電力需要を増加させる一方、送電線と繋がることで電力需給のバランスをとるの

に重要な役割を果たすことが予想されている。 

 消費者は電気自動車のバッテリーを家庭の太陽光設備から直接充電できるようになる。 

https://about.bnef.com/blog/liebreich-mccrone-electric-vehicles-not-just-car/
https://about.bnef.com/blog/liebreich-mccrone-electric-vehicles-not-just-car/
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テスラモーターズは電気自動車の供給や太陽光技術、送電線への接続のための解決策を組み合わせ、

これらの相乗効果を合わせたものを一つのビジネスモデルにすることを目指している。現在、テスラ

はアメリカの最も市場価値の高い自動車会社（ゼネラルモーターズやフォードよりも上）であり、こ

れは一体化する市場が好機をもたらしていることを示唆している。 

本レポートの分析について  

本レポートの分析は、再生可能エネルギー市場においての日本企業の企業活動と将来の戦略を採点す

る。国際エネルギー機関の枠組みにより定義された再生可能電気市場－技術やインフラ、サービス―

を本分析は主に取り扱っている。しかしながら、多くの地域での再生可能エネルギー市場と電気自動

車市場の一体化の評価を踏まえて、本研究では電気自動車市場においての（採点の比重は小さいが）

日本の企業活動も考慮する。とりわけ企業戦略として、このような市場の一体化を明確に打ち出して

いるところを評価している。 

 

再生可能エネルギー調達の動向 
企業の温室効果ガス排出削減目標を達成するために、企業とそのサプライチェーンにおける再生可能

エネルギーの使用は重要な取り組みになってきている。例えば、RE100 という国際的イニシアチブは、

指定された年までに電力の 100％を再生可能エネルギー源から供給（調達）することを公約している

世界的な企業の集まりである。アップルや BMW、ゼネラルモーターズ、グーグル、HP、ジョンソ

ン・エンド・ジョンソン、マイクロソフト、ネスレ、P&G、リコー、ユニリーバ、ウォルマートなど

の大企業 100 社が参加している。企業の世界的な事業展開とエネルギー使用に対応するために必要な

再生可能エネルギー容量の開発を推進するのに、このような企業イニシアチブが重要な役割を担って

いる。他の企業も再生可能エネルギー戦略に取り組んでいる。世界的な展開をするトヨタは、2050

年までに自社の温室効果ガスの除去を目指すという目標の達成へ、アメリカ本社の電力を 100％再生

可能エネルギー調達することを決定した。 

つまり、リーズナブルな費用、そして世界的な規模での再生可能電気の調達を可能にする再生可能エ

ネルギー容量の急速な拡大に、多数のグローバル企業が強い関心を寄せている。また、それらのグロ

ーバル企業はサプライチェーンに対しても、同じように再生可能エネルギーの調達を求めてはじめて

いる。  

http://there100.org/companies
http://www.prnewswire.com/news-releases/toyota-motor-north-america-commits-to-100-renewable-energy-contract-with-mp2-energy-300282192.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/toyota-motor-north-america-commits-to-100-renewable-energy-contract-with-mp2-energy-300282192.html
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本レポートの分析について  

本レポートの分析では、再生可能エネルギー調達のための日本企業の世界レベルでの活動やコミット

メントを調査している。しかしながら、温室効果ガス排出量正味ゼロまたは削減目標を再生可能エネ

ルギーの使用と同じこととは見なさない。本分析は、世界的な電力の 100％の再生可能エネルギー

化、一部の場所で部分的な再生可能エネルギーの使用、再生可能エネルギーに全く言及しない温室効

果ガス削減といった範囲で企業戦略を区別している。この範囲内での再生可能エネルギー戦略におい

て、企業は採点されている。 

 

日本と世界の再生可能エネルギー市場 

国際エネルギー機関（IEA）とブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）の分析に

よると、太陽光と風力が将来の新規発電設備やサービス市場において非常に大きなシェアを占める。

再生可能エネルギー源は、2017 年から 2040 年の間における 10.2 兆 US ドルの投資の 4 分の 3 を占め

ることとなる。IEA は最新の再生可能エネルギー市場中間報告書 2016 で、各国の再生可能エネルギー

バリューチェーンに関連する技術やサービスに関する強みのカギとなるのは、再生可能エネルギーを

好む強い国内政策であると指摘している。日本は環境と再生可能エネルギー市場において世界的な強

みを獲得することを長年目指してきた。日本経済が停滞していた 1990 年代には、通商産業省（現経

済産業省）は費用効率の良い新エネルギー技術の発展を目指す長期プランであるニューサンシャイン

計画を立案した。この計画の重要な目的は、太陽光発電のコストを削減することであった。2003 年

度のエネルギー白書で経済産業省は、新エネルギーが経済活性化に寄与することを示唆し、太陽光と

風力を開発が必要な技術分野として指摘した。 

2000 年代初頭から中頃にかけて、日本は太陽光発電技術のリーダーであり、政府の再生可能エネル

ギー買取を義務付ける制度等の政府主導のプログラムにより後押しをされていた。シャープや京セラ、

三菱電機、三洋電機は世界市場での先駆者 1であった。しかしながら、2014 年までには日本のエネル

ギー政策は再生可能エネルギーよりクリーンコールを好む方向にシフトしており、アメリカと中国に

よって占められている太陽光発電の世界市場に日本企業の姿はなかった。世界的に風力発電市場は、

国内市場において好ましい国内政策 2により支持されながらアメリカ・ヨーロッパ・中国企業により

占められており、日本にこの傾向は見受けられない。 

                                                                 

1 Top Ten PV Manufacturers from 2000 to Present, Renewable Energy World, 2014 年 1 月を参照 

2 Fostering a renewable energy technology industry, Science Direct, J Lewis, R Wiser, Science Direct, 2007 年 3 月を参照 

https://www.iea.org/bookshop/734-Medium-Term_Renewable_Energy_Market_Report_2016
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/japan/name-21045-en.php
https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/japan/name-21045-en.php
http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2004html/1-3-2.html
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2014/01/top-ten-pv-manufacturers-from-2000-to-present-a-pictorial-retrospective.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421506002606
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf
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以下の表は、4 つの重要な市場の風力と太陽光の発電量（ IEA データ）の変遷を表したもので、2005

年から 2021 年のビジネス・アズ・ユージュアル（BaU）での予測 3を示している。  

 太陽光と風力の発電容量全体でのシェアについてのIEAデータ 

国 2005年 2008年 2012年 2014年 2015年 2021年 

日本 太陽光: 0.1% 
風力 : 0.1% 

太陽光: 0.2 % 
風力 : 0.2% 

太陽光: 0.7% 
風力 : 0.4% 

太陽光: 2.3% 
風力 : 0.5% 

太陽光: 3% 
風力 : 1% 

太陽光: 3% 
風力 : 1% 

アメリカ 
太陽光: 0% 
風力 : 0.4% 

太陽光: 0% 
風力 : 1.2% 

太陽光: 0.5% 
風力 : 3.3% 

太陽光: 0.5% 
風力 : 4.2% 

太陽光: 1% 
風力 : 4 % 

太陽光: 2% 
風力 : 5% 

ドイツ 
太陽光: 0.2% 
風力 : 4.3% 

太陽光: 0.6% 
風力 : 6.3% 

太陽光: 4% 
風力 : 8 % 

太陽光: 5.7 % 
風力 : 9.1% 

太陽光: 6 % 
風力 : 14% 

太陽光: 13.2% 
風力 :18.8% 

中国 
太陽光: 0% 
風力 : 0% 

太陽光: 0% 
風力 : 0.4% 

太陽光: 0% 
風力 : 1.9% 

太陽光: 0.5% 
風力 : 2.7% 

太陽光: 2% 
風力 : 6% 

太陽光: 6% 
風力 : 9% 

 

上記のデータは、中国とドイツ、アメリカなどの再生可能エネルギー政策を支持する国々と異なり、

再生可能エネルギー市場おける日本の世界的競争力が近年は低下していることを示している。 

 

しかしながら、本レポートの分析は、強固な政策があれば長期的には日本がこの傾向を覆し、 新規

の発電容量への投資額が10兆USドルにのぼり、BNEFが太陽光と風力により占められると予想してい

る世界市場において、日本企業がその存在感を強化できることを示唆している。 

 

 再生可能エネルギー市場は初期の成長段階にある。アメリカと中国、アジア、ヨーロッパで

の太陽光と風力の現時点での割合は比較的小さく、技術的な状況は変化している。日本企業

は市場シェアを取り戻すための技術開発と製造に中核となる能力を持っている。 

 日本は、ニッチではあるものの太陽光や風力バリューチェーンに欠かせない重要な技術にお

いて、世界的な強みを持っている。旭化成と東レのような企業は太陽光や風力、再生可能設

備に使用される部品と原料において強みを持ち、パナソニックがリチウムイオン電池におけ

るリーダーであるなど、日本は蓄電池技術においては世界的なリーダーである。 

 日本は電気自動車において世界的なリーダーであり、電気自動車の家庭用太陽光グリッド一

体化というテスラの事業モデルを世界的な市場の実現が求められる。日本政府がこの一体化

を認識し、支援を行えば、日本の自動車メーカーがヨーロッパとアメリカの競合相手を抑え

て世界ランキングでの優位なポジションを確保することができるであろう。  

 しかしながら、IEA の再生可能エネルギー市場中間報告書 2016 とその他の分析は、国内のエ

ネルギー政策と、関連市場における各国の企業の世界的な競争力に、深い相関関係があるこ

とを示している。日本特有の、国内・海外ともに太陽光や風力より石炭を優先するという政

                                                                 

3 2 度の気候変動シナリオのため、IEA の「ビジネス・アズ・ユージュアル」シナリオは急速に再生可能エネルギーの普及が進

む可能性を計算には入れていない。 
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策は、世界市場での、中国とドイツ、アメリカのプレーヤーとの比較において日本企業に対

して極めて不利に働く。  

 本章の初めに示した IEA と BNEF の分析では、日本のクリーンコール技術は日本以外での大き

な市場シェアを得ることが難しく、この技術に関与している日本企業に対しての大きな長期

的優位性を持つことはないとしている。更には、次章に示されている分析は、はるかに多く

の日本のトップ企業が、石炭よりも太陽光や風力関連の事業分野と整合的な戦略を有してい

ることを表している。 
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日本企業とエネルギー 

はじめに 

本研究は日経 225 銘柄の中、収益の最も高い 100 社を評価した。100 社の時価総額は約 230 兆円にの

ぼり、日本国内で 700 万人以上を雇用している。この 100 社には、テクノロジーや製造業、商社、消

費者サービス等の幅広い業種が含まれている。本研究では、それぞれの企業の石炭と再生可能エネル

ギーへのエクスポージャーを 2 つの基準をもとに個別に評価した。 

 エネルギー事業：再生可能エネルギー市場（前述の通り）または石炭に由来する発電に対する

現在または将来の事業戦略の程度 

 エネルギー調達：再生可能エネルギーまたは石炭火力に由来する電力の供給に対する現在また

は将来の事業戦略の程度  

方法論は参考資料 A にまとめられたおり、本分析の日経 100 社全ての結果は Web ページよりダウン

ロードが可能である。 

 

日経トップ 10 社の概要 

以下は日経 100 社の中の収益が最も高いトップ 10 社の概要である。5 段階評価（0 から 4）で、高い

点数ほどエネルギー事業またはエネルギー調達における石炭もしくは再生可能エネルギーに関しての

企業活動が活発なことを示している。採点基準に関しての全ての詳細は、参考資料 A に詳しく記載し

てある。トップ 10 社がエネルギー事業またはエネルギー調達の両方において、石炭よりも再生可能

エネルギー選好していることを結果が示している。  

  2016 年データ エネルギー事業 エネルギー調達 

企業 

収益 

（兆円） 

従業員 石炭点数 再エネ点数 石炭点数 再エネ点数 

トヨタ自動車 28.4 348,877 0 3 1 3 

ホンダ 14.6 208,399 1 3 1 2 

日産自動車 12.2 152,421 0 3 1 3 

NTT 11.5 241,448 0 1 0 1 

日立 10.0 335,244 3 2 1 2 

http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/component
https://influencemap.org/report/Japan-s-Energy-Choices-to-2020-1f8a8da1377ac9d812d2ede563b635d0
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ソフトバンクグループ 9.1 63,591 0 2 0 2 

JXTG ホールディングス 8.7 11,521 2 1 0 1 

イオン 8.2 135,058 0 1 0 2 

豊田通商 8.2 58,082 1 2 0 1 

ソニー 8.1 125,300 0 1 0 4 

 

採点に使用した色 

石炭 点数 0 1 2 3 4 

再エネ 点数 0 1 2 3 4 

 

日経 100 社‐エネルギー事業戦略の分析 

以下は日経 100 社がエネルギー事業戦略において、石炭または再生可能エネルギーのどちらを好んで

いるかまとめたものである。「はっきりとした選好」とは石炭と再生可能エネルギーの点数に 2 段階

以上の違いがあることを指しており、「ある程度の選好」とは 1 段階の違いがあることを指している。

「選好なし」とは両方のエネルギーが同じ点数であったことを示している。エネルギー事業の好みに

より分かれたグループごとの、日経 100 社の雇用者数と市場価値の割合も提示されている。 

 

分析の結果は、半数以上の企業が石炭よりも再生可能エネルギー市場に一致するのエネルギー事業戦

略を有していることを示している。以下の表は、企業が開示している情報に関しての綿密な研究に基

づいた分析に関するコメントの一覧である。分析に用いたエビデンスは、InfluenceMap ウェブサイト

内の URL ハイパーリンクにより提示されている。  

エネルギー事業：石炭 vs 再エネ 企業数  従業員数  市場価値  

 明確な石炭への選好 3 98,725 (1%) 6 兆円 (2%) 

 ある程度の石炭への選考 10 324,184 (5%) 13 兆円  (5%) 

  選好なし 34 2,618,744 (39%) 109 兆円  (41%) 

 ある程度の再エネへの選好 16 1,152,574 (17%) 40 兆円  (15%) 

 明確な再エネへの選考 37 2,562,264 (38%) 97 兆円  (37%) 
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日経サブセクター 再エネ vs 石炭とエネルギー事業の一致の概要 

建設（資本財）、

機械、その他の製

造業、不動産 

ある程度の再エネへの選好 

大林組と鹿島建設などの建設会社、三井不動産と大和ハウスなどの不動産会社は石炭

よりも再生可能エネルギーを選好する傾向にあり、風力やバイオマス、太陽光発電

所、再生可能エネルギーを取り入れたゼロカーボンの建物の建設や操業に関わってい

る。ジェイテクトやダイキン工業、IHI は再生可能エネルギーと石炭の両方に関して

限られた関心しか抱いていない。小松製作所は、採掘や建設設備などの事業において

の石炭へのはっきりとした好みを示している。 

化学、ガラス・セ

ラミックス、非鉄

金属、鉄鋼  

 

 

ある程度の再エネへの選好 

旭化成と東レといった化学メーカーはリチウムイオン二次電池用セパレータや太陽電

池の原料、風力タービン用の炭素繊維製品などの再生可能エネルギーサプライチェー

ンの主要な原料についての強力な事業戦略を有している。化学工業界は、石炭ビジネ

スへの関心も寄せている。例と挙げると、住友化学は二酸化炭素排出を分離する技術

開発に関わり、可能性を秘める市場として石炭火力発電を挙げている。原料の生産や

火力と再生可能エネルギー両方のインフラ設計をする新日鐵住金は、石炭と再生可能

エネルギーサプライチェーンにビジネス上の関心を寄せている。 

商社  

ある程度の石炭への選好  

三井物産や丸紅、伊藤忠等の商社は再生可能と石炭エネルギーの両方に関心を寄せて

いるが、一般的に石炭に対してより大きな関心を寄せているとみられる。これらの企

業は、再生可能エネルギープロジェクトに投資をしているにもかかわらず、石炭火力

発電所への投融資に関与している。さらには、インドネシアやオーストラリアで石炭

鉱業や輸送設備を所有・操業している。 

自動車  

明確な再エネへの選好 

自動車業界は、電気自動車関連の技術開発による再生可能エネルギーに関連した事業

の明確に優先している傾向が見られる。トヨタやホンダ、日産は、排出ガスを出さな

いゼロエミッション車に生産ラインを変えていくことを戦略的目標として打ち出し、

これらの技術がビジネスモデルとして重要になっていくことを示唆している。 

通信  

明確な再エネへの選好 

再生可能エネルギー事業は通信会社の中核事業に大きな影響を与えるものではないも

のの、ソフトバンクや NTT は再生可能エネルギー生産用設備の設置や操業などといっ

た付随的業務に取り組んでいる。石炭に大きな関心を寄せている通信分野の企業は見

https://influencemap.org/evidence/-67ac04913fb99f3cfc9e86b90978651e
https://influencemap.org/evidence/-67ac04913fb99f3cfc9e86b90978651e
https://influencemap.org/evidence/-c2916de03f9ebbc88fbd60f64c9160fb
https://influencemap.org/evidence/-c960b7021b67173d994a84276d6b2a66
https://influencemap.org/evidence/Revenues-from-renewables-da458b305c141f75cbf1bb6f3b8aa4fe
https://influencemap.org/score/Daikin-Industries-Q2-D1-a9613a462e15a2da01a23a0739588cd4
https://influencemap.org/score/Komatsu-Q2-D1-247632bb672ef368a1768a124df689e4
https://influencemap.org/evidence/-aeb98868d779c879bb1e852ec00a5e95
https://influencemap.org/evidence/-405ac102469a9258da5074cfb14c3479
https://influencemap.org/evidence/-405ac102469a9258da5074cfb14c3479
https://influencemap.org/evidence/-c1bb2cf6e228b130ef21a3c4c29b4dec
https://influencemap.org/evidence/Strategy-related-to-coal-d0b0fb577be618afc8a89e76c40be2b0
https://influencemap.org/evidence/Strategy-related-to-coal-d0b0fb577be618afc8a89e76c40be2b0
http://influencemap.org/evidence/Revenues-related-to-coal-e2e2c40de4caf8fe7e1b1793f1039335
http://influencemap.org/evidence/Revenues-from-renewables-e924afc8e19c37b7b7b317f1c5ddc4da
https://influencemap.org/evidence/-f407b95c6444c24898ffe3c11f8c08b6
http://influencemap.org/evidence/-42d54389ee273f60b26f6e658bb95b11
http://influencemap.org/evidence/-42d54389ee273f60b26f6e658bb95b11
https://influencemap.org/evidence/Revenues-from-coal-f1773effce804408d11a0a336eaef118
https://influencemap.org/evidence/-b6e8a47ecc532fb722c1c3f765ccc881
http://influencemap.org/evidence/-7cd6eb6b378f3a1dfca2d1dc45762453
http://influencemap.org/evidence/-cdd78a047c2d8c89776e775aaccce97e
http://influencemap.org/evidence/-7f18a3aaa65b43557fe7e6b5c944341a
http://influencemap.org/evidence/-46afec35c471b9e844e59718c14b9ea3
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あたらない。 

機械（消費財）、

電子機械  

ある程度の再エネへの選好 

日立や東芝、三菱重工業などの企業は風力や太陽光、地熱、そしてエネルギー貯蔵ソ

リューションを含む再生可能エネルギー向けのインフラや技術に大きなビジネス上の

関心を寄せている。しかしながら、これらの企業は火力発電所建設や二酸化炭素隔離

貯留技術（CCS）といったクリーンコール技術開発に関連した事業に対する関心も非

常に高い。一方、パナソニックと京セラといった他のテクノロジー企業は、太陽光パ

ネルの生産や太陽光発電所の建設に力を入れ、再生可能エネルギーに対してより大き

な関心を寄せている。富士通と NEC は、石炭と再生可能の両方のエネルギー源から間

接的に利益を得ることとなるが、分散型電源を統合する能力があり再生可能エネルギ

ーに適したスマートグリッド技術開発に関与している。 

電力、石油 

ある程度の石炭への選好  

中部電力や関西電力、東京電力などの電力会社は石炭と再生可能エネルギーの両方に

強いビジネス上の関心を寄せているが、一部は石炭への選好を示している。2016 年

の中部電力の発電し得られたエネルギーの 24％が石炭火力からであり、16％が再生

可能エネルギーであった。 その他のエネルギーセクターは再生可能エネルギーと石

炭火力の両方に関心を寄せている。 主に石油とガス事業に取り組む JXTG ホールディ

ングスは、法人顧客の石炭販売に関わることにより石炭へのある程度の好みを示して

いる。同じく石油とガスに関連する事業に取り組む昭和シェル石油は、薄膜太陽電池

事業の開発や太陽光発電の操業により再生可能エネルギーへの好みを見せている。 

https://influencemap.org/evidence/-cb0b98f941ad6aabeb6d71034b6bc884
http://influencemap.org/evidence/-1f57e1cbe0cf1ee4fe78afd5361d621b
http://influencemap.org/evidence/-0762d13aff1ee3237e9a02cdca132f07
http://influencemap.org/evidence/-24e6e76bd12c0c14f4909731516fbc5c
https://influencemap.org/evidence/-ea4c461111888e20cebc7c5a4e26d8c0
https://influencemap.org/score/Toshiba-Q2-D1-f4fd642acd773722bce8b992d0215603
https://influencemap.org/evidence/-7946bee5b75bca8f3f504e120bdd2e4c
https://influencemap.org/evidence/-d7d1872bbb7b728d28385378645947f1
https://influencemap.org/evidence/-0a9035e4276aca6d193e827279bcb323
https://influencemap.org/evidence/-898b4534fb0fcb190ca767df0a9b8291
https://influencemap.org/evidence/-65e34f28fd408ebd742d5a642861157c
https://influencemap.org/evidence/-3cce14674548f8ad94cc57391e2e91b0
https://influencemap.org/evidence/-3cce14674548f8ad94cc57391e2e91b0
https://influencemap.org/evidence/-cfefc9cd05225b5195a53ba8491ecef3
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日経 100 社‐エネルギー調達の分析 

以下の表は、日経 100 社の会社の業務に電力を供給するための、石炭または再生可能エネルギーから

エネルギー調達に関する選好の傾向を示している。「明確な選好」とは石炭と再生可能エネルギーの

点数に 2 段階以上の違いがあることを指しており、「ある程度の選好」とは 1 段階の違いがあること

を指している。「選好なし」とは両方のエネルギーが同じ点数であったことを示している。エネルギ

ー調達の選好により分類したグループごとの、日経 100 社の雇用者数と市場価値の割合も提示されて

いる。  

 

多くの異なる業種の企業が、国内と海外の事業の両方で再生可能エネルギーの使用を増やす計画を立

てている。そして、特定の調達目標や取り組みといった再生可能エネルギーの使用を増やす計画を温

室効果ガス削減目標の実行に結び付けている。再生可能エネルギー以外のエネルギー調達の選好を明

言している企業は非常に少ない。これらの結果は、企業が石炭より再生可能エネルギーを好んでいる

ということをはっきりと示している。年次報告書や金融情報の開示等において、61％の企業が現在と

将来においての再生可能エネルギーへの選好を示した。採点に使用されたエビデンスの詳細は、表内

の URL に含まれている。 

 

エネルギー調達：石炭 vs 再エネ 企業数  従業員数  市場価値  

 明確な石炭への選好 10 597,539 (9%) 10 兆円  (4%) 

 ある程度の石炭への選好 6 454,311 (7%) 9 兆円  (3%) 

  選好なし 23 1,399,934 (21%) 68 兆円  (26%) 

 ある程度の再エネへの選好 24 1,689,168 (25%) 57 兆円  (21%) 

 明確な再エネへの選好 37 2,615,539 (39%) 120 兆円  (45%) 

日経サブセクター エネルギー調達の概要 再エネ vs 石炭  

建設、機械（資本

財）、その他の製

造業、不動産 

明確な再エネへの選好 

大林組と鹿島建設は 2030 年までに 85％、2050 年までに 100％という野心的な温室効果

ガス削減目標を打ち出すとともに、再生可能電気調達を増加させる必要性を伝えた。

機械製造会社は再生可能エネルギー調達に対して関心を抱いていることを明らかにし

ている。ダイキン工業は 2025 年までに 5％の電気を再生可能エネルギーから調達する

という目標を設定した。小松製作所は再生可能エネルギー調達を増加させる戦略を公

言し、さらには世界的な温室効果ガスを 2030 年までに 50％削減する目標を設定した。 

https://influencemap.org/evidence/-00fa4a4524bb208db4c003a3662cb118
https://influencemap.org/evidence/-17ae16b215e45bfdb213c576f642a511
https://influencemap.org/evidence/-1e710c80aa9b42aa4d86c966b15002a7
https://influencemap.org/evidence/-09a0ab117562c1cb15a679eba9569b33
https://influencemap.org/evidence/-2dd08008d37c4e1672f903385e4d161a
https://influencemap.org/evidence/-2dd08008d37c4e1672f903385e4d161a
https://influencemap.org/evidence/-9b7b623adc2848c6f8b3bedddf067d5e
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自動車  

明確な再エネへの選好 

トヨタやホンダ、日産は業務上での温室効果ガス削減の明確な目標を設定したり、強

い決意を示したりしている。目標達成の方法として、再生可能エネルギーの使用増加

を明確な戦略として打ち出している。加えて、トヨタは北米における事業で再生可能

エネルギーを 100％にするというコミットメントを表明している。 

化学、ガラス・セ

ラミックス、非鉄

金属、鉄鋼  

明確な石炭への選好 

石炭製品は、三菱マテリアルと新日鐵住金、東レが使用する発電燃料の非常に多くの

割合を占める。一方、旭化成等の一部の化学企業では再生可能エネルギー使用に明確

な関心があることが見られた。 

機械（消費財）、

電子機械 

明確な再エネへの選好 

富士通とソニー、リコーは再生可能エネルギー使用増加へ向けての強い戦略を公表し

ている。リコーは RE100 という国際的イニシアチブに参加しており、100％の再生可能

電気調達を目指すことを表明している。富士通とソニーは野心的な温室効果ガス削減

目標のための再生可能エネルギー戦略をたてている。東芝等の一部の企業は石炭へ依

存しているが、キャノンやパナソニック、NEC を含む大半の企業が石炭に関しての言及

はないものの、再生可能エネルギーへ関心を抱いていることを公表している。 

https://influencemap.org/evidence/-2fcb8a8860bb206f5e90c794641f4750
http://influencemap.org/evidence/-b27567ab8d8ee128e17c4882d00db43d
http://influencemap.org/evidence/-d392a20aa7c1f120ea01d45c52719ee6
http://influencemap.org/evidence/-dc5cec88f21a7d20bfcde7dec06b5096
https://influencemap.org/evidence/-25471abc5cadefe7068291b4df324833
https://influencemap.org/evidence/-25471abc5cadefe7068291b4df324833
http://influencemap.org/evidence/-4c2e76489b90b3a7aa7dde5dbbfdceeb
https://influencemap.org/evoke/284424/edit
http://influencemap.org/evidence/-6bd98402f6dde2bcebc00fa18480e6e3
http://influencemap.org/evidence/-6bd98402f6dde2bcebc00fa18480e6e3
http://influencemap.org/evidence/-76b95bb701c68bfaa07b0c2f0f2cb222
http://influencemap.org/evidence/-76b95bb701c68bfaa07b0c2f0f2cb222
https://influencemap.org/score/Ricoh-Q3-D1-410366ef9c79195619e9623124e79c7c
http://influencemap.org/evidence/-edfa90ab2b8e1e67cf8d140aa1d71478
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日本国内の石炭政策 

はじめに 

資源に乏しい国であるがゆえ、日本政府はエネルギー安全保障を確保するために非常に重要な役割を

担ってきた。石油燃焼からほとんどの電力を頼っていた 1970 年代に起きた石油ショックの影響から、

原子力やガス、石炭、再生可能等へのエネルギー源の多様化が施策としてとられた。国民への安全性

への懸念は、原子力セクターにおける課題であり、福島第一原子力発電所事故に伴う原子力発電所の

停止は日本のエネルギー政策に転機をもたらした。2011 年以降の電源構成からの原子力の停止によ

る電力供給の減少は、省エネルギーと産業活動の減少、そして 2011 年と 2014 年の間に 13％増加し

た石炭火力によって補われている。太陽光も増加しているが、非常に低い水準からの増加である。 

以下の円グラフは日本の電源構成を示している。2000 年と 2010 年、2014 年のデータは国際エネルギ

ー機関からのものである。2030 年の予測は経済産業省によるものである。グラフに使用された元デ

ータの詳細は Web ページより観覧が可能である。 

 *その他  = バイオ燃料と廃棄物といったその他の再生可能エネルギー。水力も再生可能エネルギーではあるが、ここでは別に

示されている。 

*その他 = バイオ燃料と廃棄物を含む。2030 年の再生可能エネルギー発電量は 22－24％と見積もられている。 

 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=JAPAN&product=electricityandheat&year=2000
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=JAPAN&product=electricityandheat&year=2000
http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0716_01a.pdf
https://influencemap.org/report/Japan-s-Energy-Choices-to-2020-1f8a8da1377ac9d812d2ede563b635d0
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日本の新設石炭火力発電所と地方自治体 

以下に見られるように、多くの石炭火力発電所が新たに日本全国で計画されている。日本はヨーロッ

パや北米の国々に比べ集権的に計画されたエネルギー政策を持ちながらも、発電プロジェクトは大手

電力会社により実施されており、発電所プロジェクトの実施には、計画の中止や遅延の権限を持つ都

道府県からの許可が必要である。日本政府と地方自治体による石炭火力発電への立場の相違について

の詳細は参考資料 C に記載してある。 

https://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-93c8fd08a27e0271148da8ffc5ddda5f
https://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-93c8fd08a27e0271148da8ffc5ddda5f
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海外電力への日本の支援 

はじめに 

日本の国内と海外エネルギー政策は密接に繋がっている。海外援助の主要機関である国際協力銀行

（JBIC）は、エネルギーに対する融資の基本的な考えとして「日本の経済安全保障を確保するために

は、資源保有国との間で安定的な経済関係を築くとともに、これらの国々における資源開発プロジェ

クトへの日本の積極的な協力が必要」4と述べている。  

以下の円グラフは、無償資金協力や有償資金協力、クレジットによる海外発電への資金拠出を燃料タ

イプと総発電容量で示している。2000‐2011 年と 2012‐2017 年のデータは主要公的金融機関である

JBIC と日本貿易保険（NEXI）のウェブサイトから得たもので、当該期間に日本の融資を受けて実際に

稼働し始めたプロジェクトを指している。予測データは 2017 年から 2030 年までの期間に稼働が計画

されているプロジェクトを指し、JBIC と NEXI、国際協力機構（JICA）のデータを取りまとめたもので

ある。JICA は有償・無償資金協力と技術協力を提供していて、2 つの公的金融機関の支援を受けたプ

ロジェクトを実施している可能性がある。5 

 

 日本国内のエネルギー政策の結果が、海外プロジェクトに影響を与えるまでには 5‐10 年程度

の時間的なギャップがあることを考慮すると、2011 年の福島原子力発電所事故以前は、主に原

子力や天然ガス、再生可能エネルギーを日本は支援し、海外石炭火力発電の支援から手を引き

始めていたことが見受けられる。2000 年から 2017 年の間に低い水準からではあるが再生可能

エネルギーの割合が大幅に増加し、石炭の割合は 50％以上も減少した。 

 福島第一原子力発電所事故以降に計画されたプロジェクトは 3 番目の計画中プロジェクトのグ

ラフに示されており、日本の海外電源構成における石炭の割合は 450％増加し、再生可能エネ

ルギーの割合は減少した。石炭発電プロジェクトへの融資は進行中であり、実現すれば日本の

4 分の 1 程度の総発電量に匹敵する。これらの発電プロジェクトの分布は以下の地図に示して

ある。  

グラフに使用された元データの詳細は Web ページより観覧が可能である。  

 

                                                                 

4 JBIC ウェブサイトより引用（2017 年 4 月時点） 

5 示された期間内での計画中と稼働中のプロジェクトのダブルカウントが無いように配慮してある。 

http://www.jbic.go.jp/ja/finance/resource
http://www.jbic.go.jp/ja/finance/resource
http://www.jbic.go.jp/en
http://www.nexi.go.jp/en/
https://influencemap.org/report/Japan-s-Energy-Choices-to-2020-1f8a8da1377ac9d812d2ede563b635d0
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日本の公的金融を請け負う JICA や JBIC、NEXI による支援を受け準備中（アセスメント実施中または

ローンを受け取り済みで建設計画中もしくは建設中のもの）の石炭火力を含む計画中プロジェクトの

地理的分布は、以下の通りである。 
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日本のエネルギー政策策定過程 
日本の政策は、産業界、官僚組織、及び与党（主に自民党）の密接な協力関係により策定されている。

NGO や市民団体からのインプットは比較的少ない。安定・安全でコスト効率の良いエネルギー供給

という考えを基に日本は政策を策定している。経済産業省がエネルギー政策に関する権限をもってお

り、強い影響力を持つ経団連と近しい関係にある。経団連は、エネルギー集約型産業（鉄鋼やセメン

ト、化学等）の影響下にある。経団連と経済産業省は、日本の 2 つの送電網を管理し、保守的で電力

自由化に反対していた日本の大手電力会社 10 社からも強い影響を受けている。 

 

 

組織 石炭火力 vs 再生可能電気に対しての立場 

与党（自民党） 

与党自民党総裁・安倍晋三率いる官邸周辺は、原子力電源喪失による経済的影響を最小限にと

どめるため、海外の石炭エネルギーへの資金提供と国内エネルギーミックス内の石炭の高いシ

ェアを維持することを強く支持している。 

経済産業省 

経済産業省は石炭を最も安定的な電源と考えており、石炭の持続的使用を支持している。経済

産業大臣は JBIC と NEXI といった公的金融機関を介する石炭プロジェクトへの融資を支持して

いる。経済産業省は再生可能エネルギー生産を推進するような政策に対しては、限定的なサポ

ートしか行っていない。2017 年には固定価格買取制度の調達価格引き下げを約束した。 

経団連 
経団連は石炭火力発電への強い支持を維持している。石炭を含めた化石燃料の効率的な使用を

求め、経済産業省に提言している。 

大手電力会社 

電気事業連合会は石炭火力と再生可能エネルギー源の両方を支持している。日本のエネルギー

ミックス内での再生可能エネルギーのより大きいシェアを求める一方、エネルギー供給の安定

を保証するために継続した石炭の使用を支持している。 

エネルギー集約型

産業 

このグループは再生可能エネルギーよりも石炭を選好している。そして影響力の強い鉄鋼の業

界団体は、日本は化石燃料に頼らざるを得ない状況にあると述べている。 

地方自治体 

日本の都道府県庁は新しい電力プロジェクトに対して許可を出す権限があり、石炭と再生可能

エネルギープロジェクトに対して様々な見解を示している。「日本国内の石炭政策」の章と参

考資料 C を参照。 

http://www.fepc.or.jp/english/energy_electricity/company_structure/
https://influencemap.org/evidence/-80b44f405cec2bff437084f7d874c455
https://influencemap.org/evidence/-3ef18dfb9f92e74024c6c1230c5fc0a1
https://influencemap.org/evidence/-f6a27cc5cfa5a8d20c21eeb16d5e9a43
https://influencemap.org/evidence/-f6a27cc5cfa5a8d20c21eeb16d5e9a43
https://influencemap.org/evidence/-3cea6c94ee8f5cf7fe51b6b326696f0b
http://influencemap.org/evidence/Strongly-supporting-maintenance-of-high-GHG-emissions-energy-mix-dcdc63042a470ef9526bcd9b409496e6
https://influencemap.org/influencer/The-Federation-of-Electric-Power-Companies-of-Japan-FEPC-7e8984a6b9aac3f3c0623c9d82786b5c/projectlink/The-Federation-of-Electric-Power-Companies-of-Japan-FEPC-in-Climate-Change-dc6a7fe048123eb2569bd028caee2389
https://influencemap.org/evidence/Strongly-opposing-measures-to-transition-the-energy-mix-b3ceb70bbc222036773ee09fcabf9e9d
https://influencemap.org/evidence/-96da96a210ce79ec27685a6ba7ab227d
https://influencemap.org/evidence/Strongly-opposing-measures-to-transition-the-energy-mix-e7d772ee88c38d6c97c1fd5ad988362c
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以下の影響力の流れを示した図（インフルエンス・マップ）は、国内と日本の海外に対してのエネル

ギー政策両方に関するものであり、双方に多数の共通プレーヤーがいる。円と矢印は各々の相対的な

力関係と石炭 vs 再生可能エネルギーに対する見解、政策への影響の仕方を指し示している。メディ

アや NGO、環境省といった小規模なアクターは図には含まれていないが、参考資料 B にこのような

アクターの日本のエネルギー政策に対しての見解が詳細に記されている。 

 

エネルギー政策のインフルエンス・マップ 
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経団連・経済産業省・官邸周辺の権力構造 

日本の産業政策、特にエネルギー政策の文脈では、産業界・官僚・政治家を象徴する三つの組織への

権力の集中が往々にして言及されている。6 7政策決定の舞台となる審議会では、重工業とエネルギー

集約型産業が常に重要なポジションを占めている。  

 

 経団連は会員制の業界団体の連合体であり、「国の代表的な企業 1,350 社、製造業やサービス

業等の主要な業種別全国団体 109 団体、地方別経済団体 47 団体」から成っている。東京に本

部を構え、227 名の事務局員を要する。 

 経済産業省は「民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産

業の  発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務と

する。」   

 首相官邸は 1955 年以降、現与党の自民党が中心となっていて、現在は内閣総理大臣・安倍晋

三が率いている。  

 

三つの組織における、国内の石炭火力政策、再生可能エネルギー政策、そして海外の電力開発支援政

策に対するスタンスを、参考資料 B に詳細に記している。端的にまとめると、三組織とも自由化され

た電力市場での太陽光や風力の急速な拡大よりも、大手電力会社による大規模石炭発電を好んでいる。 

産業政策とエネルギー政策決定の過程の中心には、外部有識者や産業界からの代表から成り立つ審議

会がある。外部有識者は主に大学や金融・産業界傘下にあるシンクタンク 8からの研究者であり、労

働者組合や NGO、メディア、地方自治体からのメンバーは少ない。審議会が直接的に政策を決定す

ることはないものの、経団連－経済産業省－官邸周辺各々の意思決定者に伝わる、合意を形成するた

めの議論に審議会は関与しているのである。以下の表は、この枠組み内での重要な審議会における産

業界からの代表者を示したものである。メンバー構成に関しての情報は 2017 年 7 月時点のものであ

り、エネルギー政策に関わる審議会のみが記載されている。 

                                                                 

6 Vested interests, energy efficiency and renewables in Japan, Espen Moe, Science Direct, 2012 年を参照 

7 Climate Politics in Japan, Ken Sofer, Sasakawa USA Forum Issue 1, 2016 年を参照 

8 野村総合研究所、日本総合研究所、三菱総合研究所、大和総研等 

審議会  エネルギー政策分野  重要企業やその他委員 

経済産業省: 産業構造審議会 

エネルギー政策と産業政

策を議論する 

経団連、伊藤忠、小松製作所、サキコーポレ

ーション＋大学とシンクタンクから 16名 

経済産業省: 総合資源エネルギー 日本のエネルギー政策や 経団連、小松製作所、日本電鍍工業、三菱商

http://www.keidanren.or.jp/profile/pro001.html
http://www.meti.go.jp/english/aboutmeti/data/meti_mission.html
http://www.cao.go.jp/index-e.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421511007841?via%3Dihub
https://spfusa.org/wp-content/uploads/2016/05/Sofer-Climate-Politics-in-Japan.pdf
http://www.meti.go.jp/english/committee/#industrial_structure_council
http://www.meti.go.jp/english/committee/#advisory_committee_for_anre
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以下は、重要審議会の構成からわかることである。  

 経済産業省の重要な全ての審議会と産業政策が議論されている官邸周辺の諮問会議には、経団

連の姿がある。 

 エネルギー問題に取り組む経団連の委員会は、エネルギー多消費型産業や化石燃料供給者、重

工業が率いている。 

 経済産業省のエネルギー関連の審議会においての企業や業界団体からの産業界代表は主に重工

業や化石燃料産業、エネルギー集約型産業で占められている。  

 技術や自動車、通信、建設（これら全ての産業はエネルギー事業とエネルギー調達に関する戦

略で石炭より再生可能エネルギーを選好）からの産業界代表は非常に少ない。 

 

 

 

調査会（エネルギー分野に関わる

分科会が４つ） 

エネルギー計画の議論す

る 

事、住友金属鉱山、三井石油開発、三井住友

銀行、エネオス、川崎重工業、東京ガス、

JXTGホールディングス、住友商事、電気事

業連合会と関西電力＋大学とシンクタンクか

ら 38名＋他 9名 

経済産業省: 調達価格等算定委員

会 

再生可能エネルギーの固

定価格買取制度の調達価

格を議論する 

大学とシンクタンクから 5名（産業界からの

代表は無し） 

経団連: 総合政策特別委員会 
総合的な産業政策に対し

ての見解をまとめる 
委員長は東レからの代表が務める 

経団連: 産業競争力強化委員会 

世界的な産業競争力に関

わるエネルギー問題を議

論する 

委員長は新日鐵住金と伊藤忠からの代表が務

める 

経団連: 資源・エネルギー対策委

員会 

日本のエネルギー政策に

対しての見解をまとめる 

委員長は昭和電工と三井造船からの代表が務

める 

内閣府: 経済財政諮問会議 

エネルギー政策等に関し

て内閣総理大臣に助言す

る 

内閣総理大臣、内閣からの委員 5名、経団

連、サントリー、大学とシンクタンクから 2

名 

http://www.meti.go.jp/english/committee/#advisory_committee_for_anre
http://www.meti.go.jp/committee/gizi_0000015.html
http://www.meti.go.jp/committee/gizi_0000015.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index_en.html
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参考資料 A：評価方法論 

本研究は日経 225 銘柄の中、収益の最も高い 100 社を評価した。100 社の収益は約 370 兆円で、日経

225 銘柄の総収益全体の 85％、日本の国内総生産（GDP）の 70％近くを占める。日本国内で 700 万人

以上がこれら 100 社により雇用されている。この 100 社の中には、テクノロジーや製造業、商社、消

費者サービスといった幅広い業種が含まれている。本研究では、それぞれの企業の石炭と再生可能エ

ネルギー（別々に採点）へのエクスポージャーをエネルギー事業とエネルギー調達の 2 つの基準をも

とに評価し、石炭や再生可能エネルギーに関しての戦略の強さを採点した。方法論は以下の通りであ

る。  

エネルギー事業 

エネルギー事業分野 石炭事業の例 再エネ事業の例 

電力供給  東京電力の石炭燃焼による発電  
ソフトバンクの日本や海外の太陽

光と風力発電への投資 

燃料供給や貿易、運輸 
伊藤忠商事の公共事業者への石

炭の供給  
- 

重工業とエンジニアリ

ング、インフラ 

三菱重工業の火力発電エンジニ

アリング事業 

三菱重工業の風力タービンや再エ

ネ計画事業  

エネルギー技術 
東芝の二酸化炭素貯留（CCS）技

術  

パナソニックの再エネ発電と貯蔵

技術  

 

エネルギー調達 

石炭からのエネルギー調達の例 再エネからのエネルギー調達の例  

神戸製鉄自らの国内エネルギー需要を満たす

ための石炭火力発電の開発計画  

トヨタ自動車の特定の海外事業所（例：アメリカ

本社）での再エネへの強いコミットメントで、グ

ローバルな事業から CO2 排出量ゼロを目指す計画 

 

採点表 

採点では日経 100 社のエネルギー事業とエネルギー調達戦略を評価した。採点方法は電力や熱事業

（収益）や調達のための石炭と再生可能エネルギーに関する企業戦略を用いた 5 段階評価で、2 つの

評価カテゴリーに分けられる。  

http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/index/component
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• 企業における現在の事業または調達モデルでのエネルギー源の現在の重要度。財政報告書も

しくは 2016 年の CDP 気候変動質問書への回答といった、企業により公表されている最善の

データソースに基づいた分析に準じて評価している。 

• 企業における将来の事業と調達モデルでのエネルギー源の推定重要度。企業の年次報告書も

しくは将来の戦略に関連する金融情報の開示により公言されたことを集約し評価している。 

以下の表は、どのようにしてエネルギー事業とエネルギー調達の基準に対しての 5 段階評価が行われ

たのかを示している。 

 

 エネルギー事業：現在および見込

まれている収益または研究開発基

準 

点数  

0 1 2 3 4 

 現在の企業

戦略 
現在の収益 なし  2%未満 10%未満 20%未満 20%以上 

将来の企業

戦略 

収益の見込み なし  2%未満 10%未満 20%未満 20%以上 

研究開発活動 なし  基本的な研究 
ある程度重要

な研究開発 

重要な研究開

発  

非常に重要な

研究開発 

公言された戦略 なし  基本的 良い  強い  非常に強い 

 

エネルギー調達基準 
点数  

0 1 2 3 4 

 現在のエネ

ルギー調達 
現在のエネルギー使用 なし  2%未満 10%未満 20%未満 20%以上 

将来のエネ

ルギー調達 

 

 

エネルギー

調達目標 

範囲 なし  2%未満 10%未満 20%未満 20%以上 

時間軸 指定なし 2050 2040 2030 現在  

 

再エネ＋温

割合 指定なし 10% 30% 50% 100% 

範囲 なし  地方  日本国内 世界全体 100% 
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室効果ガス

目標 

目標のタ

イプ 
なし  削減  正味 0 排出量 0 

世界全体 + 

範囲  2 

自己生産 
自らの事業活動をサポートするための発電インフラ（石炭もしくは再エネ）に

対しての所有権や投資 
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参考資料 B：エネルギー政策への立

場 

InfluenceMap 所有の独自の方法論とエビデンスに基づく採点をするソフトウェアを使用し、石炭 vs

再生可能エネルギーに対してのスタンスについて、以下の団体を評価した。多様な組織の日本国内と

海外エネルギー政策の相対的な影響力は机上調査と 30 名以上の専門家とのコンサルテーションを組

み合わせて評価された。0 点は「影響力無し」、一方で 10 点は「非常に影響力が強い」となってい

る。以下の色も適用されている。 

 

 石炭を選好  両方を選好  再エネを選好  不明確  

 

以下の組織の評価と採点に使用したエビデンスに関する全ての詳細は、以下の表内のリンクからアク

セス可能な InfluenceMap のウェブサイトに提示されている。 

 

組織  
スタンス

と影響力  
エネルギー政策のスタンスに対してのコメント 

選挙で選ばれた政治家 

官邸周辺  8 

官邸周辺は海外の石炭火力エネルギーを強く支持し、エネルギーミックスで高

い石炭のシェアを維持するという内閣総理大臣の考えと一致していると見受け

られる。 

• 内閣総理大臣・安倍晋三と官房長官は海外の石炭火力発電所への日本の高

効率石炭技術展開の支持を表明しており、新たな石炭関連の技術の開発に

も強い関心を持っていると思われる。 

• しかしながら、2016 年には安倍内閣の政策の優先事項の一つとして、再生

可能エネルギーに対しての支持を見せ、日本への安定的かつ経済的なエネ

ルギー供給を確保するために石炭と再生可能エネルギーを推進する必要が

あることを強調した。 

• 2017 年 4 月に再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議を開催したことに

http://influencemap.org/evidence/Very-strong-policy-support-for-coal-energy-3ff464a1bdd216f8dc9035cda15bd3d5
http://influencemap.org/evidence/Very-strong-policy-support-for-coal-energy-a7b1db3197264da1df57f9e0b1de426a
http://influencemap.org/evidence/Very-strong-policy-support-for-coal-energy-55eee8a7540c6a42b733eaec1f8b6fa8
http://influencemap.org/evidence/-48f4a761e164717f5915110295706f33%2520%255d
http://influencemap.org/evidence/-48f4a761e164717f5915110295706f33%2520%255d
http://influencemap.org/evidence/Some-interest-supporting-renewable-energy-b47f3a5e0a771e1de3a63b454c46cea4
http://influencemap.org/evidence/Some-interest-supporting-renewable-energy-b47f3a5e0a771e1de3a63b454c46cea4
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見られるように、内閣官房は水素社会を築くことに大きな関心を持ってい

ると見受けられる。この件に関しては、安倍内閣総理大臣は水素社会を目

指す日本のコミットメントを表明した。 

国会：自民党 8 

与党・自民党は再生可能エネルギー政策に対しては限られた支持しか行ってい

ない一方、石炭を選好するエネルギー政策は強く支持してる。 

• 自民党は 2016 年の参議院選挙マニフェストで高効率石炭火力発電所の新設

を一貫として支持している。 

• 額賀福志郎率いる原子力政策・需給問題等調査会は、日本のエネルギーミ

ックスの中の石炭を含むベースロード電源のさらに高い比率を求め、提言

した。 

• 2016 年に自民党は海外の石炭プロジェクトに支援を行う石油天然ガス・金

属鉱物資源機構（JOGMEC）の活動の幅を広げる法案を支持した。 

• 党内での石炭プロジェクトへの全体的な支持をよそに、前環境大臣・山本

公一など石炭火力発電所の開発に個人的に反対する少数派もいる。 

国会：民進党 5 

• 民進党は国内の石炭火力発電所新設へのさらに厳しい規制を支持すること

を表明したが、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）の活動の幅を

広げる法案を支持したと報道されている。 

• 2016 年参議院選挙のマニフェストで、民進党は 2030 年までの再生可能エ

ネルギー導入目標を 30％にすることを表明し、再生可能エネルギー源のコ

スト削減や拡散、技術開発を促進する政策を支持した。 

国会：その他の

政党  
2 

• その他の政党（公明党・日本共産党・日本維新の会等）は大半が再生可能

エネルギーを支持し、国内と海外での石炭推進に反対している。 

• 日本共産党は、石炭生産を含む JOGMEC の活動の幅を広げる法案に反対し

た唯一の党であり、この法案への反対を強く主張している。2016 年には石

炭火力発電所新設の政府決定に反対した。 

• 日本共産党は 2030 年までの 40％以上の再生可能エネルギー導入目標を支持

している。公明党はエネルギーミックスの再生可能エネルギーの高い比率

を支持してるという点で日本共産党と一致している。 

選挙で選ばれた
7 • 地方自治体は石炭火力発電所の新設に様々な態度を示している。千葉県知

事と島根県知事、宮城県庁は発電所建設時のさらに厳しい環境アセスメン

http://influencemap.org/evidence/Strong-interest-in-supporting-renewable-energy-822284a93c7b0a7adc11a8d0d0401bbe
http://influencemap.org/evidence/Very-strong-interest-in-supporting-renewable-energy-f3ef2f212b10c664ee6d494b7d20e321
http://influencemap.org/evidence/Very-strong-interest-in-supporting-renewable-energy-f3ef2f212b10c664ee6d494b7d20e321
https://influencemap.org/evidence/-50809a77be5c5395f264f53b53ab9cae
https://influencemap.org/evidence/-5ad6bce17566f675a02f2e65d6539744
https://influencemap.org/evidence/-5ad6bce17566f675a02f2e65d6539744
https://influencemap.org/evidence/-2fd1458808096220d6c0e4f8d00ce382
https://influencemap.org/evidence/-dc2c006d869b1d1087bf7293d081b0c8
https://influencemap.org/evidence/-5f6d0d4a4abcb761563e0f37573afa27
https://influencemap.org/evidence/-4fa9c46fc837084674697f0a7ef8528e
https://influencemap.org/evidence/-001b76a29b04a9ca867c9667ac57a139
https://influencemap.org/evidence/-16a2452880e1b0eba47a2809794955ea
https://influencemap.org/evidence/-136014b7942f7b3ce1e657947f163c01
https://influencemap.org/evidence/-2283b60614779f724c9c13bf3704a1d4
https://influencemap.org/evidence/-7aaebdca56259a3df5aa4607241cdb77
https://influencemap.org/evidence/-1b5a7e94319d193ce480e6598b419380
http://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-4915cc8ae54e9e93d5497266d9b165fa
http://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-4915cc8ae54e9e93d5497266d9b165fa
http://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-ea4f3dec5f9efe5b56db78d84c21f920
http://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-c0b038abaa8984281a2a8d825fa76440
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地方自治体  トを求めており、兵庫県では新設石炭火力の計画が白紙に戻った。しかし

ながら、地方自治体の中には雇用が増加するとして発電所の新設を支持し

ているところもある。 

• 全国知事会は太陽光発電の推進を支持し、改正後の固定価格買取制度の運

用にも賛成している。神奈川県知事・黒岩祐治は 2030 年までに 35％の再生

可能エネルギー導入目標を目指すように経済産業大臣と環境大臣に働きか

けた。 

政府官僚（選挙で選出されてない） 

経済産業省  10 

• 経済産業省は石炭の持続的な使用を支持し、石炭火力を最も確実な電源と

考えている。 

• 経済産業大臣は JBIC と NEXI といった公的金融機関を介しての石炭プロジェ

クトへの融資を支持している一方、2013 年には再生可能エネルギー生産の

高いコストを強調している。経済産業省は石炭の継続的な使用を支持し、

2016 年には高効率石炭技術を支持していることを明らかにしている。 

• 経済産業省は再生可能エネルギー生産を奨励するような政策に対しては、

非常に限られたサポートしか行っていない。2017 年には固定価格買取制度

の調達価格引き下げを誓った。 

環境省  4 

• 環境省は日本のエネルギーミックスの中の再生可能エネルギーの割合を増

加させることに前向きである。とりわけ洋上風力発電の開発を求めてい

る。 

• 国内では、環境省はエネルギーミックスの石炭への依存度の減少を度々提

言していて、石炭プロジェクトを支援をすることに対しての環境リスクを

強く主張している。2017 年に経済産業省に提出された意見書で、前環境大

臣の山本公一は国内石炭火力発電所の廃止に強く賛成し、発電所新設への

懸念を示している。 

• 環境省は概して海外石炭プロジェクトには反対しているが、他の選択肢が

限られている発展途上国の石炭火力発電は例外としている。 

• 2016 年に環境省は経済産業省からの圧力を受け、国内の石炭プロジェクト

を承認したとみられる。 

財務省  5 • 財務省は石炭関連プロジェクトの支援に非常に前向きである。 

http://influencemap.org/evidence/Strong-policy-support-for-coal-energy-b2b1e8c825e986a8301ae6b3cd0c9e12
http://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-93c8fd08a27e0271148da8ffc5ddda5f
http://influencemap.org/evidence/Strong-policy-support-for-coal-energy-b2b1e8c825e986a8301ae6b3cd0c9e12
http://influencemap.org/evidence/Strong-interest-in-supporting-renewable-energy-a7e1ddbcfb9197d8d139ed48e3c8339a
https://influencemap.org/evidence/-80b44f405cec2bff437084f7d874c455
https://influencemap.org/evidence/-3ef18dfb9f92e74024c6c1230c5fc0a1
https://influencemap.org/evidence/-a7dd1c194f68bdd4442f82b78fc03339
https://influencemap.org/evidence/-f6a27cc5cfa5a8d20c21eeb16d5e9a43
https://influencemap.org/evidence/-3cea6c94ee8f5cf7fe51b6b326696f0b
https://influencemap.org/evidence/-3cea6c94ee8f5cf7fe51b6b326696f0b
https://influencemap.org/evidence/-ed58207ad2b4b523077b5d112d7dded1
https://influencemap.org/evidence/-ed58207ad2b4b523077b5d112d7dded1
https://influencemap.org/evidence/-3ad1e3f41534e8ca02c5372ac1b83fdd
https://influencemap.org/evidence/-9074e40c8bbaeead34706feff17840e3
https://influencemap.org/evidence/-fd7b85007806619d8842bf1314a70116
https://influencemap.org/evidence/-8d02325c6bbd80902e88eac256bbea80
https://influencemap.org/evidence/-55d6630b605e5f9559e940fbb614f06d
https://influencemap.org/evidence/-7a3b79a318c9bebf7dd59e64c51854cf
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• 現財務大臣の麻生太郎は再生可能エネルギーに対しての支援を財政演説に

て公表していた。しかしながら、2017 年には海外資源の権益確保への支援

表明はとして行っていたものの、再生可能エネルギー支援への表明はなか

った。 

その他の省庁 2 
• 外務省は再生可能エネルギーと高効率石炭火力発電の両方の海外での推進

を支持しているとみられる。 

公的金融 

国際協力機構

（JICA）  

 

3 

• 国際協力機構（JICA）は限られた数の再生可能エネルギープロジェクトにの

み資金援助をしている一方、石炭エネルギープロジェクトに対しては前向

きである。 

• JICA は日本のエネルギー安全保障に必要な化石燃料の使用を継続して支持

しているため、高効率石炭火力発電所の新設を強く推進している。2013 年

のエネルギー分野においてのポジション・ペーパーで、JICA は石炭火力発

電のの改善は低炭素化成長につながると述べている。 

• JICA は地熱発電プロジェクトなどの海外での再生可能エネルギープロジェ

クトを支援している。 

国際協力銀行

（JBIC）  
3 

• 国際協力銀行（JBIC）はインドネシアやベトナム、インドなど主には東南ア

ジア諸国においての非常に多くの数の海外石炭エネルギープロジェクトを

支援しているとみられ、再生可能エネルギープロジェクトは数少ない。 

• 2016 年に JBIC 総裁・近藤章は海外再生可能エネルギープロジェクトを推進

する必要があることを述べたと同時に、JBIC の前総裁は継続的な石炭使用

と海外からの化石燃料調達を支持を示した。 

日本政策投資銀

行  
3 

• 日本政策投資銀行は再生可能エネルギーと石炭エネルギープロジェクト両

方を支援しているように見受けられる。 

• 2016 年に日本政策投資銀行と日本風力開発は、日本初の風力発電へのファ

ンドとなる日本風力開発ジョイントファンドの設立を合意したことを共同

発表した。しかしながら、中国での高効率石炭火力発電所建設に参加もし

ている。 

https://influencemap.org/evidence/-4f21cbbb1d1009c297fe44a71c299926
http://influencemap.org/evidence/-ff1552ab2af07cb97cbed5fb07332f37
http://influencemap.org/evidence/-8e3c21670a1b77026b7d08ee10bd344b
http://influencemap.org/evidence/Very-strong-policy-support-for-coal-energy-e479e260e1d4d64d900929a24d29b187
http://influencemap.org/evidence/Very-strong-policy-support-for-coal-energy-e479e260e1d4d64d900929a24d29b187
http://influencemap.org/evidence/Some-interest-supporting-renewable-energy-93fa89dcc9a1722b01c0eca88d55c380
http://influencemap.org/evidence/-489e27414081feec90fe8b83ec29b21f
http://influencemap.org/evidence/-489e27414081feec90fe8b83ec29b21f
http://influencemap.org/evidence/-b1dd44a1c6c912339a771ac9d5c981bf
http://influencemap.org/evidence/-338ae5ae8792a1215ac010a300ec38d2
https://influencemap.org/evidence/Strong-interest-in-supporting-renewable-energy-c82b868bd732e506b012c27bf5ef51bc
https://influencemap.org/evidence/Strong-interest-in-supporting-renewable-energy-c82b868bd732e506b012c27bf5ef51bc
http://influencemap.org/evidence/-9bb6a0eb5de15285db6fcb6de56703f4
http://influencemap.org/evidence/Very-strong-policy-support-for-coal-energy-56544a4171c36c604bdb1a25725509df
http://influencemap.org/evidence/-12d16d8d43046cc9d75236dafe25ffec
http://influencemap.org/evidence/-12d16d8d43046cc9d75236dafe25ffec
http://influencemap.org/evidence/-15133d636746a7af7d468a51d89f1a2f
http://influencemap.org/evidence/-15133d636746a7af7d468a51d89f1a2f
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民間セクター 

経団連  9 

• 経団連は石炭火力発電に対して非常に強い支持を維持している。石炭を含

めた化石燃料の効率の良い使用を維持することを求めて、経済産業省に直

接働きかけた。 

• 経団連は再生可能エネルギー関連の法律を支持してる様子はなく、経団連

会長・榊原定征は日本の再生可能エネルギー固定価格買取制度の見直しを

訴えている。 

電力産業－ 

電気事業連合会

（FEPC）  

8 

• 電気事業連合会（FEPC）は石炭と再生可能エネルギー源の両方を支持して

いるとみられる。日本のエネルギーミックス内での再生可能エネルギーの

高い割合を求める一方、エネルギー供給の安定を図るための石炭の継続的

な使用を支持している。FPEC は再生可能エネルギー発電より石炭を支持し

ていると見受けられる。 

• FEPC は再生可能エネルギー固定価格買取制度に対しての支持を見せてい

る。 

エネルギー集約

型産業 9 
9 

• 日本セメント協会は気候変動に関する規制措置に反対しており、2012 年に

は政府が出した「非現実的」な再生可能エネルギー計画の見直しを求めて

いる。また、石炭のエネルギー源としての使用を推進する JCOAL 主催のク

リーン・コール・デーの実行委員をしていることに見られるように、エネ

ルギーの移行に反対している。 

• 日本化学工業協会はエネルギーミックス内の継続した石炭使用を支持して

いる一方で、2011 年に政府が出した再生可能エネルギーに関する計画に反

対している。2016 年には原料として使用する石炭の減税を求めている。 

• 日本鉄鋼連盟は常に再生可能エネルギーの固定価格買取制度に反対してお

り、鉄鋼業への影響への懸念を表明している。2010 年と 2015 年のポジシ

ョンペーパーでは固定価格買取制度の廃止を求めている。また、日本が化

石燃料に頼らざるを得ないことも述べている。日本鉄鋼連盟も、世界のエ

ネルギーミックスでの石炭の役割の推進しているイベントのクリーン・コ

ール・デーの実行委員を務めている。 

                                                                 

9 セメント、鉄鋼、化学、被加工材等を扱う産業 

http://influencemap.org/evidence/Strongly-supporting-maintenance-of-high-GHG-emissions-energy-mix-dcdc63042a470ef9526bcd9b409496e6
https://influencemap.org/evidence/Mixed-support-for-renewable-energy-legislation-969bed476be9e8f759fd3ed54d6d273e
https://influencemap.org/evidence/-151ed5bfb086853ebd8ec85996b8da3a
https://influencemap.org/evidence/-96da96a210ce79ec27685a6ba7ab227d
https://influencemap.org/evidence/-7aca15aa3ca5f70ed88f6340213ced2f
https://influencemap.org/evidence/-96da96a210ce79ec27685a6ba7ab227d
https://influencemap.org/evidence/-7aca15aa3ca5f70ed88f6340213ced2f
https://influencemap.org/evidence/-7aca15aa3ca5f70ed88f6340213ced2f
https://influencemap.org/evidence/-4220e267ee453954c447f9527e635a63
https://influencemap.org/evidence/-4220e267ee453954c447f9527e635a63
https://influencemap.org/evidence/-ec279bcfda92a584c40093d112e666cb
https://influencemap.org/evidence/-ec279bcfda92a584c40093d112e666cb
https://influencemap.org/evidence/Strongly-supporting-maintenance-of-high-GHG-emissions-energy-mix-29fd5edea3b27fe928fed71e8b3bc13d
https://influencemap.org/evidence/Not-supporting-renewable-energy-legislation-aed80e37125602dc26376c56220ae25b
https://influencemap.org/evidence/Not-supporting-renewable-energy-legislation-aed80e37125602dc26376c56220ae25b
https://influencemap.org/evidence/-11ee0b9f707264e99a9508b0107b074c
https://influencemap.org/evidence/Opposing-renewable-energy-legislation-d119526870a32bf26c62003719038ed4
https://influencemap.org/evidence/Strongly-opposing-measures-to-transition-the-energy-mix-e7d772ee88c38d6c97c1fd5ad988362c
https://influencemap.org/evidence/Strongly-supporting-maintenance-of-high-GHG-emissions-energy-mix-2b7e209cdf47740aad144db5fa1df765
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その他の製造業 6 

• 日本自動車会議所は排出量削減対策を犠牲にしてまでも政府は安定したエ

ネルギーの供給を保証する対策を最も優先するべきであり、経済性の確保

が二番目に優先順位が高いと主張した。 

• 石炭エネルギーセンター（JCOAL）ーは政策決定者に対し日本のエネルギー

ミックスの中の石炭が重要なエネルギー源として維持されることを強く主

張している。2017 年には、JCOAL 理事長・塚本修はエネルギーミックス内

の石炭の重要性を強調していたと報道されている。JCOAL は再生可能エネル

ギー関連の政策には関わりを持っていないと見られる。 

• 2016 年に日本電機工業会（JEMA）は、再生可能エネルギー固定価格買取制

度の本質的な見直しを求めており、国民への負担の軽減を主張している。

また、エネルギーミックス内の石炭の持続的役割を支持しており、エネル

ギーの安定を達成するうえの確実な電源だと強調している。 

その他の産業 10 4 

• 日本自動車工業会（JAMA）は様々な気候変動政策やエネルギー政策に関し

て活発に活動しているように見られるが、再生可能や石炭エネルギーに直

接関連している政策には関わっていないとみられる。 

• ソフトバンクなどの大企業は野心的な再生可能エネルギー政策に関心を抱

いており、再生可能エネルギーの支持を政策決定者に直接働きかけてい

る。 

• イオンや富士通、リコー、パナソニック、三菱東京 UFJ 銀行といった様々

な業種の大企業は再生可能エネルギー源を好む日本気候リーダーズ・パー

トナーシップにメンバーや賛助会員として参加している。 

その他 

非政府組織  1 

• エネルギー政策において日本で最も影響力のある NGO 組織は消費者関連

団体である。日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会は

経済産業省のエネルギー問題を取り扱ういくつかの審議会に参加してい

る。2015 年には石炭より再生可能エネルギーを支持する意見書を提出し

た。 

• 気候ネットワークや FoE Japan、グリーンピース・ジャパン、環境エネル

ギー政策研究所、WWF Japan といった NGO が日本で活動していて、再生

可能エネルギー開発と石炭の段階的廃止を全面的に支持している。 

                                                                 

10 技術、医療、小売り、農業、消費者とビジネスサービス等の産業 

https://influencemap.org/evidence/-c9c90ab418e3694fcdd79264ab7d3467
https://influencemap.org/evidence/-9af77e09dbd4625474120d690a4205bc
https://influencemap.org/evidence/-ec279bcfda92a584c40093d112e666cb
https://influencemap.org/evidence/-ec279bcfda92a584c40093d112e666cb
https://influencemap.org/evidence/-e8ed7f2f182d3d6927c675e4c17a99c7
https://influencemap.org/evidence/Unclear-position-on-renewable-energy-legislation-aab504f750139bb89eb67d83936f2dcc
https://influencemap.org/evidence/Strongly-supporting-maintenance-of-high-GHG-emissions-energy-mix-7c3b1236ebdc66378e2360a1980c4945
https://influencemap.org/evidence/Strongly-supporting-transition-of-energy-mix-d6fd6098d3f59fdb4d4398b5701f6873
https://influencemap.org/score/Softbank-Q10-D6
https://influencemap.org/evidence/Strongly-supporting-transition-of-energy-mix-ec0e3a0c3c4215b5805a4c061fca75fd
https://japan-clp.jp/en/
https://japan-clp.jp/en/
https://japan-clp.jp/index.php/company
http://nacs.or.jp/
http://www.meti.go.jp/english/committee/#advisory_committee_for_anre
http://nacs.or.jp/honbu/pdf/teigen/2015/chokienergymitoshi20150701.pdf
http://www.kikonet.org/index.html
http://www.foejapan.org/en/
http://www.greenpeace.org/japan/ja/
http://www.isep.or.jp/en/
http://www.isep.or.jp/en/
http://www.isep.or.jp/en/
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• 市民団体は石炭火力発電所の新設に反対していると見受けられる。仙台港

の石炭火力発電所建設問題を考える会は環境汚染から発生する健康リスク

に対する懸念を訴えており、プロジェクト事業者からの説明責任を求め宮

城県知事に働きかけた。加え、石炭火力を考える東京湾の会は環境の悪化

を懸念して県知事に働きかけた。 

日本のメディア 1 明確な電力の選好（再エネ由来か石炭火力由来か）を持っていない。 

大学、研究機

関、シンクタン

ク  

3 

• 野村総合研究所や日本総合研究所、三菱総合研究所、大和総研といった金

融や産業界傘下にあるシンクタンクはエネルギー問題に関する官邸周辺と

政府の審議会のメンバーになっていることが多い。競争力や世界情勢等に

ついての分析を行い、シンクタンクの研究報告は政策の根拠として重要な

役割を果たすことがある。一般的にシンクタンクは経団連の考え方と一致

している。 

• 日本の一流大学の学者もエネルギー政策関連の政府審議会によくメンバー

として入っているが、学者の審議会メンバーの数に比例した影響力がある

かは不明瞭である。 

• 医療系の業界団体は再生可能エネルギー以外は公衆衛生面で心配があるこ

とから、再生可能エネルギーの促進を支持しているとみられる。全国保険

医団体連合会は固定価格買取制度の継続した実施とさらに野心的な再生可

能エネルギー導入目標を経済産業省に提言している。兵庫県支部である兵

庫県保険医協会は石炭火力発電所新設に反対している。 

海外の関心 

多国間組織

（OECD、 IEA、

国連機関）  

2 

経済協力開発機構（OECD）は石炭を含む化石燃料と再生可能エネルギー開発に

関するガイドラインと詳細な調査情報を提供している。例としては、輸出信用

等があげられる。OECD は持続可能なエネルギー供給のベストプラクティスを促

進している。気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）や国連環境計画

（UNEP）等の国連機関は石炭の段階的廃止と再生可能エネルギーの開発に力を

入れている。 

国際金融機関

（世界銀行、ア

ジア開発銀行、

気候変動に関す

る基金等）  

2 
世界銀行は多くの国々での石炭と再生可能エネルギー両方に対しての海外資金

援助に関与している。 

https://sendaisekitan.wordpress.com/2017/03/29/moshiire1/
http://nocoal-tokyobay.net/2017/06/05/press-release-2/
https://www.nri.com/
https://www.jri.co.jp/english/
http://www.mri.co.jp/english/index.html
http://www.dir.co.jp/english/
http://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/141106energy.pdf
http://www.hhk.jp/topics/2016/0213-183820.php
http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/g7-leaders-declaration-addresses-paris-agreement/
http://www.unep.org/energy/what-we-do/renewable-energy
http://www.unep.org/energy/what-we-do/renewable-energy
http://newsroom.unfccc.int/climate-action/renewable-energy-fully-competitive-in-many-countries/
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/02/09/world-bank-approves-5525-million-grant-to-help-develop-geothermal-power-in-indonesia
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/02/09/world-bank-approves-5525-million-grant-to-help-develop-geothermal-power-in-indonesia
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参考資料 C：地方自治体の方針 

日本政府は現在の石炭エネルギー政策を支持しているが、日本全国の地方自治体の意見には多様性が

ある。日本政府の石炭火力と再生可能エネルギーのスタンスと非常に異なる、大都市圏（東京、千葉、

神奈川、兵庫）や他の都道府県、イニシアチブが下部に記されている。 

 

地方自治体 石炭火力や再エネ、エネルギー政策に対するコメント 

全国知事会、地方自治体の共

同イニチアチブ 

全国知事会は固定価格買取制度や財政的措置、情報開示等の再生可能エネルギー

を促進するような方策を支持している。2016 年にはいくつかの都市と都県が経済

産業大臣・環境大臣・内閣官房長官宛てに再生可能エネルギーのさらなる普及を

求める共同要望書を提出した 

東京都庁 

東京都庁は再生可能エネルギーを支持していると見られ、2020 年の東京オリンピ

ックに向けグリーンボンドの発行を計画している。2013 年には元東京都知事・猪

瀬直樹は経済産業省に提案を行い、老朽化した火力発電所をガスコンバインドサ

イクル発電所に置き換えること求めた。2016 年の都知事選で選出された小池百合

子は再生可能エネルギーとグリーンボンドの導入を支持しているとみられる。 

神奈川県庁 

神奈川県知事・黒岩祐治は再生可能エネルギーを支持しているとみられる。経済

産業省と環境省が低い導入目標を持っているとし、日本の 2030 年のエネルギーミ

ックスにおいての再生可能エネルギー導入目標 35％にすべきだと主張している。 

千葉県庁 

千葉県知事・森田健作（本名：鈴木栄治）は石炭火力発電所新設の環境負荷の抑

制及び回避のための特定の環境アセスメントを取るようにすることを、2016 年に

主張している。 

兵庫県庁 

2017 年に新設石炭火力発電所に対してより厳しい環境アセスメントを求めていた

ことから、兵庫県知事は石炭を支持していないと見受けられる。県知事は小規模

水力発電への支持も 2017 年に表明している。 

宮城県庁 
火力発電所建設により厳しい環境アセスメントを要求する条例の実施を行ったと

2017 年に報道されていることから、宮城県は石炭を支持していないとみられる。 

https://influencemap.org/evidence/Strong-interest-in-supporting-renewable-energy-f671674f12cc1b8ffb17d0fc3775fa85
https://influencemap.org/evidence/Strong-interest-in-supporting-renewable-energy-a7e1ddbcfb9197d8d139ed48e3c8339a
https://influencemap.org/evidence/-c1af6dec5817968788264f53be186311
https://influencemap.org/evidence/-d70d6ba0427255b5be091438cf36b491
https://influencemap.org/evidence/-29d1b86764d40cd57fa27ad8183badf8
https://influencemap.org/evidence/-19d9afe8d8a57f70e9247b4a17273734
https://influencemap.org/evidence/Strong-interest-in-supporting-renewable-energy-8ba9b075fd9f53477b1bacbc754d0394
http://influencemap.org/evidence/Strong-interest-in-supporting-renewable-energy-f5f55a3b5f3044f955b8f30b1a9d1a2d
http://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-4915cc8ae54e9e93d5497266d9b165fa
https://influencemap.org/evidence/-2c09252ecfe5c3d1c245df9fdf8c95e2
https://influencemap.org/evidence/-2c09252ecfe5c3d1c245df9fdf8c95e2
https://www.kankyo-business.jp/news/014893.php
https://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-c0b038abaa8984281a2a8d825fa76440
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山口県庁 

宇部市の石炭火力発電所新設に環境アセスメントの見直しを求めていると 2015 年

6 月に報道されていることから、山口県庁は石炭火力発電に反対していると見受

けられる。 

島根県庁 
島根県庁は石炭火力反対を主張しており、経済産業省に石炭火力発電所建設時の

より厳しい環境アセスメントを求めていたことが 2016 年 8 月に報道されている。 

 

https://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-e8fabe589978b1ca1287bd3c56503372
https://influencemap.org/evidence/Limited-support-for-coal-energy-ea4f3dec5f9efe5b56db78d84c21f920
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