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時代の足音                           2022.12.21 

1.温暖化ガス、迫る排出限界 「1.5度目標」30年にも超過 

「1.5度以内」実現の排出上限は 2兆 8000億トン、残りはわずか 4000億トン 2030年にも超過

の恐れ、COP27、「排出削減の目標強化」を各国に要請、第 27回国連気候変動枠組み条約締約

国会議（COP27）は脱炭素化の取り組みで大きく進展せず閉幕した。気候変動に関する政府間パ

ネル（IPCC）の推計では、異常気象を一定程度に抑えるパリ協定の「1.5度目標」の実現には残り

4000億トンしかない。 

 

2. 丸紅、損保ジャパンと中古太陽光パネル販売 保険付きで 

丸紅は SOMPO ホールディングスと組み、製品補償をつけた中古太陽光パネルの販売を

2023 年度に始める。使用済みパネルを検査して買い取り、保険をつけて新品の半額ほどで

再販売する。太陽光パネルは 30 年ほど発電できるが、災害による破損や高効率なものへの

交換も多く、2030 年代には 20 年の約 300 倍の廃棄が見込まれる。再利用を促し廃棄ペー

スの緩和につなげる。 

3. ESG、17年目の覚醒 「投資力」磨き変化に懸ける 

ESG（環境・社会・企業統治）投資が覚醒し始めている。これまでは過去の実績に依存した

ESG 評価で投資先を判断していたが、ウクライナ危機と金融引き締めで通用しなくなった。

今では評価が低くても改善が期待できる企業へ投資の軸が移ろうとしている。変化を先読

みして投資するのは株式投資の基本だ。国連が ESG 投資の推進を打ち出して 17 年目。よ

うやく投資として当たり前の姿になろうとしている。 

4. 半導体「ナノ競争」に盲点 中国発の価格破壊に備えを 

技術競争といえば、どうしても最先端の数字に目が行く。半導体の場合なら、チップの上に

作る電子回路の線の幅だ。「10 億分の 1」を意味する「ナノ」の単位は、微細加工の技術を

測る便利なモノ差しとなった。 

7 ナノメートルで米インテルが脱落。5 ナノを越えて 3 ナノまで到達できたのは台湾積体電

路製造（TSMC）と韓国サムスン電子だけ。台韓の両社は、3 年後の量産へと 2 ナノで競り

合っている。 

5. COP27閉幕、合意の 3つのポイントは？ 

第 27 回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP27）は、気象災害で「損失と被害」を受

けた途上国の支援基金創設で合意して閉幕しました。今回の合意のポイントはどこにある

のでしょうか。 

https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8002
https://www.nikkei.com/nkd/company/?scode=8630
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ここが気になる 

COP27 は干ばつや洪水など気候変動による「損失と被害」への対応を初めて中心的な議題にし

ました。途上国を支援する基金の創設で合意し、まず基本枠組みを詰める委員会を 12 月に発足

させます。先進国 10 カ国と途上国 14 カ国で構成し、途上国の意見を反映しやすくする見通しで

す。2023年 11～12月の COP28での採択をめざします。 

また産業革命前からの気温上昇を 1.5 度以内に抑える目標に向け、温暖化ガス排出量を 30 年

に 19 年比で 43%減らす目標を示しました。各国には 23 年末までに削減目標上積みを求めまし

た。先進国と途上国の決裂は回避しましたが、温暖化ガスの削減でめぼしい進展はなく、気温上

昇に歯止めをかける踏み込んだ対策は持ち越しました。 

温暖化対策として、低排出電源と再生可能エネルギーの拡大も盛り込みました。化石燃料からの

雇用転換などの重要性を訴え、再生エネに 30年までに年 4兆ドル規模の投資が必要との見方も

示しました。交渉最終盤に低排出電源の文言も加えたものの、何を指すかは明示しておらず、今

後解釈が分かれそうです。 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA201MA0Q2A121C2000000/
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6.植物や廃棄物から作ったバイオ燃料「SAF」。脱炭素に向けて世界の企業が動き出す 

脱炭素社会を目指してさまざまな取り組みが行われている中、国土交通省は国内航空会社

で使用される燃料に占める持続可能な航空燃料「SAF」の割合を、2030 年までに 10％に増

加させることを目標に掲げた。 

こうした動きは世界中で広がっており、今後、SAF は需要の拡大が見込まれている。海外の

石油メジャーが商業用 SAF の供給を始めたとの報道がある一方、日本は SAF の商業化に向

けて研究・開発が進められている段階だ。日本は SAF 市場で世界をリードできるのか、そ

の様子と今後の展望を解説する。 

 

SAF とは 

脱炭素社会に向けてさまざまな業界が動く中、航空業界も二酸化炭素の排出削減を目指し

ている。その切り札が、次世代の航空燃料とも呼ばれる「SAF」だ。SAF は「Sustainable（持

続可能な）Aviation（航空）Fuel（燃料）」の略で、「持続可能な航空燃料」を意味する。 

航空会社はこれまで、燃費の良い機体の採用などを通じて二酸化炭素の排出削減をしてき

た。こうした取り組みに加え、持続可能な原料から作られる SAF の本格導入を目指してい

る。 

では、SAF は何から作られるのだろうか。SAF の原料は植物や藻類、廃材などの木質系セ

ルロース、飲食店や家庭などから排出される廃食用油、廃棄される動物の脂などである。た

とえば日本の航空会社では、ユーザーや企業の協力のもと綿の衣料品を集め、それらを原料

にした SAF の製造に挑戦・成功している。このように、SAF はさまざまな原料から、製品

化する取り組みが進められている。 

なお、原料が植物系の燃料の場合、生育の際に光合成で二酸化炭素を吸収しているため、燃

やす際に二酸化炭素を排出しても、実質的な排出量がゼロに近い状態になるという利点も

ある。また、SAF は従来の化石燃料と混ぜて使用することができるため、既存の航空機や給

油設備を使用することができる。再生可能エネルギーをはじめとした“スマートエネルギー”

の中でも、航空業界にとっては導入のハードルが低いと考えられるだろう。 

 

なぜいま、SAFが必要とされているのか 

ここで、航空機がどの程度の二酸化炭素を排出しているのか見てみよう。国土交通省が公開

しているデータによると、日本の二酸化炭素総排出量 10 億 4,400 万トン（2020 年度）のう

ち、運輸部門からの排出量は 17.7％（1 億 8,500 万トン）だ（図 1）。 
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図 1：運輸部門における二酸化炭素  

排出量 

二酸化炭素排出量を運輸部門だけで見る

と、最も多いのは排出量の 87.6％を占める

自動車で、航空機の排出量は 2.8％（524 万

トン）にすぎない。しかし、排出される二酸

化炭素の排出量を、輸送量（輸送した人数に

輸送した距離を乗じたもの）で割った、単位

輸送量当たりの排出量で見ると、自家用乗用車よりも多くなっている（図 2）。SDGs の課

題解決に取り組む機運が世界的に高まる中、航空機は排出量の削減に取り組む余地が大き

いといえそうだ。 

図 2：輸送量あたりの二酸化炭素の排出量（2020 年度） 

 

では、SAF の利用によって、航空機はどの程度の二酸化炭素の排出量を削減できるのだろ

うか。削減量は導入する SAF によって異なるが、現在の SAF 混合率（最大 50％）で、二酸

化炭素の削減率が 50％～80％の SAF を使用した場合、通常のジェット燃料に比べて 2～3

割程度の削減が可能になると試算されている。また、二酸化炭素の削減効果を高めるには、

原料の栽培から収穫、SAF の製造から輸送など、あらゆるプロセスで排出量を削減するこ

とも重要で、どの原料に由来し、どのようにして作られた SAF を使用するのかによっても

効果が変わる。 
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SAFの現状 

さまざまな国や地域で、SAF の製品化や商用化が進みつつある。 

日本においては、大手航空会社が SAF の導入促進を目指す世界経済フォーラムのクリーン・

スカイズ・フォー・トゥモロー・コアリション（Clean Skies for Tomorrow Coalition）に参

画し、航空燃料に占める SAF の割合を、2030 年までに 10％まで増加させることを目指す

「2030 Ambition Statement」に署名。2050 年には、航空輸送における二酸化炭素の排出実

質ゼロを目指している。 

SAF の製造技術開発では、フィンランド企業がパームオイルや大豆油、廃獣脂などを原料

にした SAF をすでに商用化しているほか、アメリカでは商用化に向けた計画やプラントの

建設も進んでいる。一方、日本は国内企業で研究が進んでいるものの、商用化が実現するの

は 2030 年頃の見込みで、海外と比較するとまだ導入前段階である（図 3）。 

図 3：SAF の製造状況図 

プレイヤー 原材料 商用化時期 

フィンランド 
パームオイル、大豆油、

廃獣脂など 
すでに商用化 

アメリカ 

サトウキビ（バイオマ

ス糖）などのアルコー

ル、炭素含有ガス 

商用化を計画 

アメリカ 都市ごみ 都市ごみ由来の SAF 製造プラントを建設中 

国内企業の共同研究 

木質バイオマスなどの

製紙スラッジ、おが粉

など 

2030 年頃の商用化を目指す 

国内バイオベンチャー企業 廃パルプ、廃菌床など 2030 年頃の商用化を目指す 

国内の複数企業 

クロレラ、ミドリムシ、

海洋珪藻（けいそう）な

ど 

2030 年頃の商用化を目指す 
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国内企業の共同研究 

木質バイオマスなどの

製紙スラッジ、おが粉

など 

2030 年頃の商用化を目指す 

国内大手石油会社・大手商

社 
使用済みの食用油など 事業化に向けて始動 

 

供給体制の面では、英国の石油メジャーが海外の航空会社に供給を始めるなど、国境を越え

た体制ができつつある。日本の大手商社も、アラブ首長国連邦の航空会社との間で SAF の

販売契約を締結し、国内の空港で海外の航空会社へ SAF 供給を始める。提供するのはフィ

ンランドの企業が製造する SAF だ。 

SAF普及に向けた課題と展望 

SAF の普及には解決しなければならない課題が多く、その中でも、供給量が圧倒的に少な

いことと、製造コストが高いことが大きな課題となっている。 

世界の SAF 供給量は、経済産業省が公開している資料によると約 6.3 万キロリットル（2020

年時点）で、世界のジェット燃料供給量のわずか 0.03％だ。一方で SAF の世界需要は 2050

年に約 2.94 億キロリットル～約 4.25 億キロリットルに達し、国内需要も 2030 年に約 250

万キロリットル～約 560 万キロリットル、2050 年には約 2,300 万キロリットルに拡大する

と見込まれている。供給体制が整わないまま、世界の航空会社が本格的に SAF の導入を始

めると、奪い合いになってしまうだろう。 

そのため、日本の航空会社が目標を達成するためには、安定的に供給できる国産化が欠かせ

ない。そこで、国内大手企業が結集して、国産 SAF の商用化と普及・拡大に取り組む有志

団体「ACT FOR SKY」を設立した。参加企業を見ると、たとえば大手食品メーカーは SAF

の原料となる油脂の供給、大手石油会社は廃棄物や廃食用油、木質バイオマスによる SAF

の製造など、それぞれの強みを生かして国産化に向けて動き出している。 

もう一つの課題である製造コストを見ると、SAF のコストは製造方法によって異なり、現

状では 1 リットル当たり 200 円～1,600 円だ。従来のジェット燃料の 1 リットル当たり 100

円と比べるとかなり割高で、製造コストを大幅に引き下げる必要があるだろう。 

日本は先述したように、2030 年の商用化を目指し、開発とサプライチェーンの構築が始ま

ったばかりだ。世界市場においても、供給されている SAF の量はまだごくわずかで、量産

化と低価格化という課題が残されている。つまり、技術革新を成し遂げた企業は、SAF 市場

で世界をリードできる可能性があるだけに、今後の企業動向には注視しておきたいところ

だ。 
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7.【脱炭素】アンモニアが燃料に？ 次世代エネルギーとしての魅力 

する地球温暖化から私たちの未来を守るために、脱炭素（カーボンニュートラル）が世界的なム

ーブメントになっている。大きな論点である電力は、日本では現在、発電量の約 75％が火

力発電。原子力・太陽光・風力などさまざまな代替方法が検討される中、次世代エネルギー

のひとつとして「アンモニア」が注目され、実証事業も開始している。 

「臭い」「有毒」などといったイメージが強いアンモニアだが、政府の目標では、2050 年ま

でに水素とアンモニアで 10％の日本の電力資源が賄われるようになる。今回は、アンモニ

アが注目を集める理由や、次世代エネルギーとしての魅力を紹介する。 

 

すでにさまざまな用途で利用されているアンモニア 

アンモニアが脱炭素で注目されている背景を見る前に、どのような物質なのかおさらいし

ておこう。 

アンモニアは強い刺激臭を持つ、常温では無色透明の気体で、化学式は「NH₃」と表記され

る、水素（H）と窒素（N）で構成された物質である。私たちが普段目にする機会があるの

は、薬局などに置いてある水に溶かした「アンモニア水」で、虫刺されのかゆみ止めや掃除

などの用途で使われる。 

主な用途は肥料で、世界全体で約 80％のアンモニアが肥料として消費されている。残りの

約 20％はメラミン樹脂や合成繊維のナイロンなど、工業用の原料である。世界の人口が増

加し続ける中、農産物の肥料として利用されるアンモニアの重要性は、今後も高まると予想

される。アンモニアは私たちの暮らしに欠かせない物質と言えるだろう。 

 

次世代エネルギーとしてのアンモニアの魅力 

脱炭素（カーボンニュートラル）とは、二酸化炭素（以下、CO₂）を含めた温室効果ガスの

排出量を、実質的にプラスマイナスゼロにすることを目指す考え方だ。2021 年 4 月時点で、

日本を含む125カ国と1地域が、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指している。

すべての電力を再生可能エネルギーで賄うことは困難なため、日本では 2050 年までに発電

量の約 50～60％を再生可能エネルギーで賄い、その他を火力・原子力・水素・アンモニア

由来の電力で賄うことを目標としている。 

数十年後に迫る大きな目標に向けて複数の方法が同時に模索される中、アンモニアは次世

代エネルギーとしてどのような魅力があるのか見ていこう。 
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（1）水素を輸送する「エネルギーキャリア」としての活用 

次世代エネルギーとしてアンモニアと同じく注目されている水素は、燃焼時に CO₂を発生

しないが可燃性で爆発の危険性があり、体積が大きいために一度に運べる量も少ない。液化

して輸送する方法もあるが、運搬中に気化しやすく、取り扱いが難しいという課題がある。 

そこで、水素を輸送・貯蔵する際のエネルギーキャリアとして、アンモニアが期待されてい

る。アンモニアはコンパクトで運びやすいため、水素を窒素と反応させてアンモニアとして

輸送・貯蔵し、必要に応じて水素を取り出して利用するのだ。また、アンモニアはすでにさ

まざまな用途で利用されており、安全に運搬する技術が確立している。既存インフラを活用

できるのも大きな魅力と言える。 

（2）燃焼時に CO₂を排出しない 

水素と窒素で構成されるアンモニアは炭素を含まないため、燃焼時に CO₂が発生しないカ

ーボンフリーの燃料だ。アンモニアだけをエネルギー源に発電する「専焼」が理想的だが、

石炭火力発電に混ぜて燃やす「混焼」でも CO₂の排出量を抑えることができる。 

日本では政府主導で、燃料としてのアンモニア導入へのロードマップが検討されている（図

1）。2021 年には、石炭火力にアンモニアを 20％混焼する実証事業を採択。混焼技術の確立

など、目標に向けて動き出している。 

 

※機会があったら続編を説明したい！ 
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図 1：燃料アンモニアの導入・拡大に向けた視点・ロードマップ 

 

仮に、国内の大手電力会社が保有するすべての石炭火力発電所で、20％のアンモニア混焼を

実現できれば、CO₂排出量は年間約 4,000 万トン削減できる。さらに、石炭火力発電がすべ

てアンモニア専焼になれば、削減量は年間約 2 億トンになると試算されている（図 2）。 

現在の日本の CO₂排出量は年間約 12 億トン、うち電力部門は年間約 4 億トンだ。20％のア

ンモニア混焼技術が確立すれば、電力部門での CO₂排出量は現在より約 10％削減される。

燃料としてのアンモニアの導入は、大きなインパクトがあるのだ。 
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図 2：燃料アンモニアに期待される CO₂排出削減量 

水素と比較した、発電コストの低さもアンモニアの魅力だ。経済産業省の資料によると、

1kWh あたりの発電コストは、水素だけで発電した場合のコストが 97.3 円（2020 年時点試

算）なのに対して、アンモニアだけで発電した場合のコストは 23.5 円（2018 年時点試算）。

アンモニアの発電コストは水素の約 4 分の 1 だ（図 3）。 

図 3：水素とアンモニアの発電コスト比較 

  水素発電（2020年時点試算） アンモニア発電（2018年時点試算） 

専焼の発電コスト 97.3円／kWh 23.5円／kWh 

 

 
※今回はここまで  

 


