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はじめに
○洞口

本日は、東京電力の企画部調査グループマネージャー・穴山悌三様にお越

しいただきました。穴山さんは東京大学ご卒業後に、東京大学の修士課程に東京電力
から派遣で行かれて、その後、学習院で客員教授を務められて、その間に大著をまと
められて、日本の電力産業の規制と企業のあり方について長く研究されてこられてい
ます。もちろん実務を離れない形で続けておられまして、今回ＣＳＲについてお話を
伺いたいということでお願いしましたところ、ちょうどその部署にいらっしゃるとい
うことで、ご快諾をいただきまして、きょうお話を伺います。著書のタイトルは『電
力産業の経済学』（ＮＴＴ出版、2005年）という非常に大切なテーマを扱っていらっし
ゃると思います。
きょう、まず１時間程度レクチャーをしていただきまして、その後、質疑応答、全
体で２時間ぐらいのセッションにさせていただきたいと思います。それでは、よろし
くお願いいたします。
○穴山

ただいまご紹介いただきました穴山でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。
洞口先生からご紹介いただきましたように、私は今、企画部調査グループというと
ころにおります。ご紹介の中ではＣＳＲにかかわっている部署ということでしたが、
企画部としてＣＳＲにかかわってはいるのですが、正確には他部署が中心になってい
ます。私ども調査グループは対外的な窓口的な役回りもしますし、先生方へのご説明
なども積極的にするというのがミッションに入っておりますので、そういう観点から
本日お話しする機会をいただきました。ＣＳＲはいろいろな部門にまたがる話ですの
で、どこまできちんとお話しできるかというところもありますが、もしこの場できち
んと解明し切れない場合は宿題として持ち帰り、また回答を差し上げたいと思います
ので、よろしくお願い致します。
本日は、事前に資料を３種類ご用意いたしました。１つが「法政大学ＣＳＲ研究
会」とお名前をつけているもので「東京電力におけるＣＳＲの取り組み等について」
と題しているのですが、これは洞口先生にこの研究会の関心事項として事前に教えて
いただいた７点のご質問にとりあえず資料としてお答えしようというのがねらいです。
もう１つ、同じように冊子で用意しているのが「電気事業の低炭素社会構築に向け
た取り組み」と題した資料で、これはＣＳＲの中の１つの部分ということになるのか
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もしれませんけれども、昨今環境問題、環境政策が特に注目を浴びているところです
ので、これについても若干お話をさせていただければと考えております。
そして最後に「サステナビリティレポート」。これは私どものホームページでダウン
ロードできるものですけれども、冊子としてもおもちしましたので、適宜ご参考にし
ていただければと考えています。
まず、ＣＳＲ研究会ということですので、事前にいただいた質問に関して順次簡単
に解説していきたいと思います。
１．サステナビリティ報告書のターゲット
まず、この冊子の１枚目の下にあるように、「サステナビリティ、ＣＳＲ、環境など、
東京電力では幾つ、どのような報告書を作成し、だれをターゲットとして配布し、ど
のような効果をねらっているのか」というご質問をいただきました。
ここでは表の形で書いており、必ずしもその分類がいいかどうかわかりませんけれ
ども、株主、投資家の皆様から研究機関、ＮＧＯ、ＮＰＯ、取引先、行政、自治体、
マスコミ、学生さんとか一般の方をおおむねターゲットとして意識しています。『サス
テナビリティレポート』については、◎は特に意識しているということだと思います。
これは今お手元にある冊子ですが、幅広いステークホルダーを訴求対象として、ＣＳ
Ｒ全般について網羅的に掲載しており、発行部数は日本語で５万部と英語で 2,000部
ということです。
また『環境ハイライト』という、もう尐し薄い冊子で、適宜出しているものがあり
ます。これは当社が「環境に関してこんなことをやっています」というご紹介です。
例えば、会社が昔水力発電所をつくろうと思って尾瀬に土地をもっているのですが、
今は発電所こそできないけれど非常に風光明媚なところでもあり、そこの維持管理を
する際に、例えば古い木柱を再利用して歩道に活用する…というような取り組みを紹
介するのが『環境ハイライト』の狙いです。これは約８万部ということです。
次に『原子力発電の現状』という、原子力の概要を、データや図解を用いて、情報
として整理している冊子があります。東京電力のみならず、国全体についてもデータ
を掲載しています。これは例えばマスコミの方が記事にする際に用語を参照いただく
とか、絵でイメージをもっていただくとかということを念頭に置いていますが、一般
の方でもご関心がある方にはお配りしています。これは約 9,000部ということです。
それから『アニュアルレポート』はどこの会社でも出していると思いますが、株主、
投資家向けのＩＲツールということで、発行部数自体は尐ないのですけれども、これ
もダウンロードしてネットでご覧になっている分を入れると、相当みられているので
はないかと思います。発行部数は日本語 1,500部、英語が 3,000部ということです。
また『事業報告書』。これはどこの企業も当然必要に応じて出しますが、76万部とい
う部数です。
さらに『会社案内』は学生さんの採用活動などのときに使うことから発行部数はや
や多くなりまして、４万 3,000部、英語で 8,000部ということです。
それから『ＴＥＰＣＯレポート』と題して、先ほど紹介した『環境ハイライト』は
環境にフォーカスしているのですが、例えば料金を改定しましたとか、会社としてこ
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んな取り組みをしていますとか、そういうトピックス的なことをレポートにして発行
するという狙いの冊子で、これは３万 7,000部ぐらいあるということです。
大まかにいいますと、これ位の冊子を毎年つくっています。
ちなみに、２ページには他企業の事例で当社が把握している分を整理しています。
例えば九州電力さんはサステナビリティレポートを１万部、ダイジェスト版は２万
5,000部で、環境レポートが 9,000部となっています。それから、関西電力さんは４万
部、東芝さんも４万部。日産自動車は合理化しているのか、ウェブのみのようです。
これらをみると、当社の発行部数の日本語５万部と英語 2,000部というのはかなり力
を入れた発行をしているということがいえると思います。
２．報告書の国際的指針
次のご質問は、「各報告書のひな形となっているような国際団体の指針はあるか、ま
た、その指針の水準を乗り越える試みはあるか」というご質問です。
これは、2006年版より現在にかけて、ＡＡ1000の基本原則、社会倫理アカウンタビ
リティ研究所が開発した評価手法というものを参考にして、掲載項目の重要性評価を
実施しているということです。さらにそれに加えて、第三者機関であるとか環境顧問
会といったような場をいろいろ設けて、重要性の評価であるとか、客観性を担保する
とかといった視点を確保するように努めています。
５項目の重要性評価というのは、大別すると当社事業における主要課題と社会の関
心・期待事項ということになりますが、前者は財務的な影響課題ということでリスク
マップを作成し、また戦略上の方針課題ということで経営計画を作成します。私ども
の部署は、この経営計画の一部である需要想定を担務している部署です。あわせて、
この経営計画の中には設備の計画なども当然入ってきます。電力会社の場合は特に設
備の形成は重要な計画です。
それから、後者の社会の関心・期待事項ということで、国内外エネルギー業界のＣ
ＳＲレポートを参考にしつつ評価するということと、ステークホルダーに関しては、
今申しましたように、東京電力の環境顧問会を開催したり、各種のアンケート調査を
行ったり、世論調査を参考にするということと、さらにはＧＲＩガイドライン第３版
などの社会的な規範をみるということがあります。
ＧＲＩを初め、国内外のガイドライン等を参考にして掲載項目を網羅的に列挙する
というスタンスですが、ただし冊子媒体としての情報量があるので、何でも取り入れ
るというわけにもいかず、取捨選別するというのが基本スタンスとなっています。
４ページに当社のサステナビリティレポートがどういう変遷をたどったかというこ
とを紹介しています。実は結構歴史は古くて、1992年にほぼこれに近い形式の環境行
動レポートというものを出していました。このため、歴史的には我々の取り組みは早
かったと自負しています。環境にフォーカスして、かなり厚みのある資料として出し
たというのが最初です。
それから、それを世の中の環境変化によって、2001年からは持続可能性というフォ
ーカスがされましたので、その報告書に向けた取り組みとして、社会性報告というも
のを追加して、名前は環境行動レポートだったのですが、内容的には持続可能性的な
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要素を入れていったというのが2001年から2004年ということです。
2005年版からは、さらにサステナビリティレポートと名称も変えまして、ＧＲＩガ
イドラインに極力対応するということで衣がえを図りました。環境行動報告書、環境
報告書と名前も変えていったということです。このときは「サステナビリティ」の概
念について多尐社内では議論があったと聞いていますが、時代環境の変化をふまえて
この名称になったということです。
それから今日に至りますが、2006年版からは先刻申しました社会倫理アカウンタビ
リティ研究所の開発評価手法も選定プロセスということで導入しているということで
す。
各種ガイドライン等について簡単な説明を加えているのが５ページで、今申しまし
たＧＲＩ（グローバル・レポーティング・イニシアチブ）は、2002年度に発行したＮ
ＧＯのガイドラインとして、情報開示すべき内容、項目を列挙しているものです。我
々はこれに準拠して、かなり早期にＧＲＩガイドラインを参考にしています。世の中
にこういうものが出たときからそれを取り入れようというのは、我々はいち早く対応
したということがいえると思います。
それから、ＡＡ1000という基本原則についてですが、上のＧＲＩガイドラインを補
完するものとして、ステークホルダーとの対話を通じた説明責任の遂行や、パフォー
マンス改善というような観点をカバーするものです。結果に対してプロセスについて
の原則や指針を提供しており、そのプロセスの基本原則は重要性、完全性、対応性と
いったようなことでして、我々はこの視点を入れてここの項目を決めているというこ
とです。
それから、ＩＳＯ26000として国際的な理解促進を目的に検討が進んでいるというこ
とを聞いています。これはもうかなり話が詰まってきているとも聞いていましたが、
第三者認証を目的としないガイダンス文書ということなので、尐し他のＩＳＯとは位
置づけが違うということでもありますが、こういった動向にも注意を払っていくとい
うことです。
３．ＣＯ２の削減目標はあるか
６ページに行きます。次のご質問は「ＣＯ２の削減目標など数値目標は掲げている
か、そのためのアクションプランはあるのか、報告書では目標設定をしているか、事
後評価をしているか」ということでした。サステナビリティレポートの32ページ、33
ページは、環境への取り組みの中で ＣＯ２の尐ない電気をつくるというところです。
資料の図（次頁）には我々の排出原単位が書いてあります。
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第１図

ここで数値目標について0.332というのは、炭素クレジットを調整するかしないかに
よって数値が動くため、我々が購入している炭素クレジットを反映した場合には
0.332の換算になりますけれども、生値、生の排出原単位でいきますと 0.418というこ
とです。
また併せて『電気事業の低炭素化に向けた取り組み』と題した冊子の15ページを開
いていただけますでしょうか。そこにグラフがあるのですけれども、この赤い折れ線
が ＣＯ２の排出原単位です。これは各個別の会社で原単位の目標ということではなく
て、経団連ベースの自主行動計画における目標値で、2008年から2012年度における使
用端 ＣＯ２排出原単位を90年度実績から平均で20％程度低減するという目標にしてい
ます。従って、厳密なことをいうと個社の目標ということとは別になりますが、平均
で２割程度低減ということは意識されているということです。
それから、その他の地球温暖化に関する指標ということでは、アクションプランと
いうことで、例えば29ページに実績と目標を一覧にしていて、地球温暖化に関する指
標として排出原単位や関連指標を掲げています。また地球環境に関する指標では、 Ｓ
Ｏｘ、 ＮＯｘや原子力発電所の線量評価といったところであるとか、廃棄物のリサイ
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クル率といったところを目標として、それぞれ目標を掲げています。
第２図

実際に目標を掲げてそれを事後評価するということでは、ＰＤＣＡを当然回してい
きますので、社内的にはここに掲げた内容は全社のミッションという形でブレークダ
ウンされていきまして、例えば、まず各部門がこのミッションを果たすために、今度
自分たちの部門のミッションを定めて、さらにそのまた下のグループレベルでミッシ
ョンを定めます。部のミッションは当然全社のミッションに適合する形で設定されて、
そのミッションにかなう形で各部署の目標を決めて、さらにグループの中では、それ
ぞれにラインごとにミッションがありますので、各ラインのミッションを設定しても
らって、それを個人レベルの仕事にまで落とし込んで、その達成度をみていくという
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ような管理サイクルになっております。
ＣＳＲの取り組みについての冊子に戻りましょう。６ページにある通り、東京電力
グループのＣＳＲ方針として、「東京電力グループの社会的責任は、グループ経営理念
の実現であり、その基本は電気を安全に安定的に供給することです」とうたっていま
す。これはまず安定供給という事業特性を踏まえたものと、かつ事業基盤を支えるも
のとして、やはりすべての方々との双方のコミュニケーションを通じた社会的ニーズ
への対応をその背景として意識しているということです。
その概念図を７ページに示していますけれども、我々は経営ビジョン2010を掲げて
いますが、今ビジョンの改定検討をしております。現行のビジョンがこの経営ビジョ
ン2010というビジョンで、この活動をベースにしながら東京電力グループの経営理念
と企業行動憲章を掲げているということで、ＣＳＲの観点から整理すると、すなわち
事業活動そのものをＣＳＲ的に体現したものというのがＣＳＲ方針であるという考え
方ということです。
各部門とＣＳＲ関連業務の整理を８ページに書いていますけれども、当社は社員が
３万8,000人程度いる会社でありますので、関東一円に、あとは富士川より東側の静岡
県が東京電力の供給エリアになっていますが、ここのエリアをカバーすべく、東京都
や県別単位に支店を設けていて、その支店のもとに支社（尐し普通の会社と呼び名が
違いますが）があり、そうした拠点ではお客さまや地域社会への対応を行うというこ
とを主なＣＳＲの関連業務としています。
それから、品質・安全部や原子力・立地本部、電力流通本部、販売営業本部、総合
研修センター、国際部、資材部というように、各部がそれぞれのミッションに応じて、
例えば資材の例でいえば、ＣＳＲ調達方針というものを掲げて、それを管理、展開す
るということがＣＳＲ上、重要であるということでありますし、また安全であったり、
例えば原子力の立地交流ということでは地域行政、立地地域との関係であったりとい
うことで、当社の場合、主たるステークホルダー、関係する方々が各部門に非常に多
いので、各部門がだいぶ幅広にこういったことを意識しながら取り組んでいるという
ことです。
例えば労務人事部は従業員がステークホルダーという観点で、（ここは特に最近のＣ
ＳＲ概念上は異論も出ているかもしれませんが）より広義には、従業員に対して施策
がどう影響しているかというような調査を綿密に行ったりして、その満足度をモチベ
ーションと絡めて分析したりというようなことも行っています。各関連部署はそれぞ
れ工夫して実践しています。
なお、このＣＳＲのレポート発行については、企画部・環境部・広報部が委員会の
事務方を果たしているのですが、主たるステークホルダーとして書いてあるように、
当社の場合、ＣＳＲ評価機関とのおつき合いなどは環境部が窓口となっているという
ことです。企画部は全社的な計画との絡みもあり、そういう観点でかかわっています。
４．本業志向のＣＳＲ
次のご質問で、「ＣＳＲの取り組みの中で、本業との関連が近いもの、本業と離れて
いるものにどのような例があるか」ということですが、私どもは、電気事業者として、
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電気とかエネルギーといったところでの関連が深いということなので、その例を幾つ
か書いています。大きくいいますと、行政などと連携して、例えば省エネの啓蒙をす
るとか、エネルギー教育などに協力してくださいといわれるようなことをやるのが基
本にあるというのが特徴です。
もう１つの特徴は、発電所立地であるとか送電設備の立地等については、ある種の
迷惑施設という意識もあるので、その立地を円滑に進めるという観点からも、やはり
地域とのコミュニケーションといったところが主になってきます。
木川田が昔、同友会で例えば人間尊重の経営というようなことをいったのは、従業
員が尊重されて活き活きと働く企業でないと活力は生まれないということでしたが、
あわせて、対公害について企業の社会的責任というようなことを日本で初めて大々的
に強く訴えたのは、電気事業者が発電所立地などを行う上で、公害等の問題抜きには
語れない。つまり、広い意味で地元の方の理解を得られないような設備は維持できな
いというような問題意識が背景にあったのだと思います。それが今も形を変えて、コ
ミュニケーションを綿密にとるという取り組みとなっています。
次のページからは、目次で書いてあるような具体例をざっとご紹介しています。10
ページには、まずこれは店所名が出てきますが、これは各店所の裁量の範囲で、独自
の判断をして活動しているというような事例です。
例えば、神奈川支店は電気自動車のパトカーで県民に環境性をアピールする実証に
協力しました。
成田支社の事例は城西国際大学とタイアップして、省エネ啓蒙活動を行ったという
ことです。大学の先生から、学生たちに企業活動体験をさせたいのだけれども、いい
アイデアはないだろうかというご相談があったということで、まさしくこの辺は地元
の方との触れ合いというか、それにこたえる形で企画を実現したというようなことで、
ＣＯ２ダイエットであるとか電気自動車、こういったことを学生たちを中心に企画し
てやってもらったということです。
それから、銀座支社の資料スライド12ページの例は、千代田エコシステムというこ
とで、千代田区が温暖化対策条例を制定したということもありまして、協議会に協力
するという観点で、今は副会長を務めて、事務局へ社員も派遣しているというような
ことで、積極的に協力していますというようなことです。
それから、茨城支店の水戸支社は、おひとり住まいのお年寄りのために巡回安全サ
ービス事業をしているということで、これは日立市社会福祉協議会からの要請に基づ
くということだと思うのですが、屋内配線診断（これは当社だけではなくて、いろい
ろな企業が協力しているということでありますけれども）の訪問をしています。
それから、14ページには鹿島火力発電所の例。これはこの発電所だけではなくて、
かなり多いパターンなのですけれども、環境エネルギー講座、出前授業という形で、
要請に応じて、学生・児童に「私たちの暮らしと電気はどんなものでしょう」という
ような解説授業を社員が出ていって行い、理解をいただくというものです。
それから、15ページ以降の例は、地元のお祭りへの参加、水と魚に親しむふれあい
デーの実施、発電所の中にビオトープを設置、蝶の道プロジェクト、渋谷での出前型
の食育イベント、違法屋外広告等の除去活動への取り組み、といった例を列挙してい
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ます。
私は、同友会のＣＳＲ委員会などでの議論をふまえ、同友会の参加企業の経営者等
にどのようなアンケートをとるかというようなことを議論するワーキンググループの
メンバーになっているのですが、その議論の中では、専門家と称する方の中には「日
本の企業はＣＳＲというと一昔前のイメージをもっているのではないか」というよう
なご指摘が多くて、つまり単なる社会貢献というとらえ方はちょっと古いというイメ
ージがあるようです。ただし現在の当社の場合は、例えばＢＯＰで、国際的なレベル
で何かビジネスを社会貢献と結びつけてやるのだ…というような観点が必ずしもある
わけではないですし、また、企業としても、それが真の貢献なのかという思いも一部
経営者の中には本音としてはあるように感じています。何だかんだいっても「もうけ
ること」が前提で、だからこそ、それが企業の自然な活動としてやっているのです…
という説明がされるのですが、電力会社としてなすべきＣＳＲと重なるかどうかは今
後更に議論すべきことかもしれません。
ただし、当社は国際活動とか国際協力を全然していないわけではなくて、むしろア
ジアを含む世界の様々な地域で、例えば、発電所の効率が低いようなところに対して、
いろいろガイドブックを提供したり、効率が上がって ＣＯ２が減るアドバイスをする
というようなことは、無償協力といったベースも含めて、かなり協力しているわけな
のです。それを社会貢献といえばそれまでですけれども、電力会社の企業文化として
「社会のために」というのはそもそも公益事業としての成り立ちからいっても本質的
なところなので、それは昔からいわれる言葉でいうところの「ＤＮＡ的なところ」で
あって、やはり企業文化としては根づいているのだと思います。
あっちに行ったりこっちに行ったりで恐縮ですけれども、さっき申し上げたのは環
境を解説した資料の31ページに例を載せています。国際的な協力として「アジア太平
洋パートナーシップ（ＡＰＰ）」という場がありまして、例えば、米国、日本、インド、
豪州、韓国などが参加しています。31ページの右の図が細かくてみづらいのですが、
これは2006年度までの石炭火力発電所の熱効率なのです。日本は折れ線グラフの一番
上にあるのがおわかりいただけると思いますが、これは、この効率を国別にみたとき
に、やはり日本は非常に高い熱効率があるということです。すなわち、同じ石炭を燃
やすとより多いアウトプットが出るということで、 ＣＯ２排出を尐なく石炭火力発電
所を運用することができるということです。
これに対して、今、京都議定書の関係で話題になっている中国、インドはグラフの
一番下にある２つでありまして、もしもこれらの国々にある石炭火力の発電所の効率
を日本並みに高めるということになると、世界全体で１年間18.7億トンの ＣＯ２を削
減することができるということになります。世界全体の ＣＯ２というのは 約280億ト
ンですから、それのうちの20億トンを削減できるとなると、非常に大きなインパクト
をもちます。石炭火力発電所だけにフォーカスしてもポテンシャルは高いので、電力
業界が「中国、インドなどがちゃんとやってくれないと困る」というような言い方を
するのは、地球全体の問題として考えるためには、この辺に手をつけてもらう必要が
あるということです。仮に日本の電気事業にこれ以上環境税をかけて厳しくしたとこ
ろで、これ以上効率を高めるということにはやはり限界があります。ちょっと話がそ
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れましたが、以上が20ページまでの概要となります。
５．電気自動車のためのインフラ形成
資料スライドの21ページにあるご質問は、「東京電力では電気自動車(ＥＶ)のための
インフラ形成ということで、どう取り組んでいますか」ということなのですが、東京
電力の主な取り組みということでは、急速充電器を東京電力が開発して特許などをも
っていまして、国内の方式の標準化を目指しているということがあります。
ただし、インフラとして充電器がどれだけ必要かという観点はまた別問題です。そ
もそも電気自動車は、今、バッテリーの価格と容量を考えると、三菱自動車さんのア
イミーブなどのように軽自動車ベースの車体でコミューター的な利用が現実的という
ことになります。コミューター的な利用をするということは、１日に 100キロ以上走
るような利用を念頭に置いて買うということまで考えてしまうと、そもそも目的に合
わないということです。例えば、パトカーとか、日本郵便さんの郵便配達用の車とか、
そういう業務用の車両も１日の走行距離は大体決まっているので、自分のところの駐
車場に充電器を置けば、それで間に合うわけです。
もちろん、「表に充電器があれば安心して出かけられるので、電気自動車も爆発的に
普及するはず…」とよくいわれるのですけれども、逆に充電器をたくさん置けば必ず
しも普及するかというとそうとも限りませんので、この辺はただやみくもにインフラ
投資をすればいいというのはちょっと旧時代的な発想なのかなと考えています。そう
いう意味では、全く置かないというわけではないと思いますが、やはりその費用対効
果とか、本当のニーズをよくみきわめた上でやりますということなので、会社として
は、余りみずから積極的にこれを設置します…というようなモードではありません。
ただ、実証試験については鋭意協力していきます。この充電器自体を開発している
のは自分たちです。こうしたことでやはり電気自動車は電気の有効活用、さらにいえ
ば地球環境問題にとって運輸部門の ＣＯ２削減につながるというのは非常に重要な課
題なので、電力会社として取り組んでいくこと自体は引き続き重要な課題だと考えて
います。
６．サステナビリティのための研究開発
次に、22ページの「環境・サステナビリティに関する研究開発は行われているか、
どのような部局で開発を担当しているのか、産総研、大学、企業などとの連携によっ
て成果が出た事例などはあるか」という質問です。
当社は、技術開発に関しては本部制をとっていまして、技術開発本部という本部が
あります。その本部の下に、技術開発研究所、これは技術開発を主に職掌する部署で
350名程度のスタッフ・研究員を抱えています。このほかに開発計画部、知的財産セン
ター、材料技術センター、電気の史料館があります。なぜ電気の史料館が開発本部に
入っているかというと、特に技術的な遺産を蓄積することが次世代の技術のもとにな
るというような考え方があるためで、史料館を技術開発研究所の敷地内に併設してい
ます。一般の方にもご覧いただいていますが、特に大学の理工系の学生さんなどには
非常に関心が高く、先生方にとっても、かなり専門的な現物をアメリカから買ってき
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たりして置いていますので、ご関心を高くもっていただけるようです。
この技術開発研究所の中には、いろいろな仕事のグループがあって、本当に多種多
様な――我々電力会社というのは発電、つまりつくるところから、運ぶ、流通、そし
て、それを家庭に届けるというような配電の電圧の低いところのレベルもありますし、
さらにはそれをどう使っていただくかといった、例えばヒートポンプとか、そういっ
た利用に関するような技術もやっているため、技術の幅が非常に広いわけです。
さらには、例えば保守、建設にかかわるようなところで、安全とか、そういった面
でヒューマンファクター的な観点に立つ研究もあったり、あるいは、分散型電源等に
ついても、世間でこれだけ話題になる随分前から、我々の本来業務として研究開発を
しています。こういう状況ですので、環境・サステナビリティという広い範囲にどこ
までかかわってくるかというと、電気の低炭素化ということ自体が環境にかかわると
いえば環境にかかわるので、ご質問のようにはちょっと絞り切れないところもありま
すので、幅広に書かせていただきました。例えば、家庭用の省エネなども、環境対応
というのは需要、供給両面ありますから、ある種の環境技術ともいえるということで
す。
それから、23ページにはその例ということで、例えば「人と設備の安全・社会の安
心を最優先し、電力の安定供給を確保する技術開発」というテーマの下での研究例を
あげています。ここで「社内外からの信頼の獲得を目指しています」ということはミ
ッションです。先ほど申しましたように、ここで技術開発に関するミッションを具体
的な研究レベルに展開しているわけです。つまり、企業の理念をブレークダウンして
我々はビジョンを掲げていますので、そのビジョンの理念にかなうような形で毎年度
の経営計画を立て、その経営計画に即応する形でミッションを各部門のミッションに
落としていきます。その部門のミッションに落としてきたときに、技術開発に関する
人々が自ら掲げる目標ということで、この黄色のところがまず大きな命題です。その
命題を解説しているのがその下の数行で、その数行のねらいにかなうような具体的な
研究の例が、ここに書いてあるような事例です。
なお、やはりエネルギーの最適サービスとか販売電力の開拓などは、企業の本来業
務である成長ということを意識していますし、原価低減やコストダウンということは
企業の最も重要な経済性、やはり安価に電気をお届けするというのは大事なミッショ
ンですので、それを書いているのは当然であります。また、エネルギーセキュリティ
ーの確保や地球環境といった観点でも例が書いてあります。
25ページは、研究開発事例のうちから、尐し興味をもっていただけそうな例を紹介
しています。トラックがアイドリングをすることに伴い大気汚染や騒音問題が生じる
ので、それが何とかならないかというような問題意識に基づく開発です。そもそもト
ラックがアイドリングしているのはエンジン駆動のクーラーを回しているからだとい
う話になって、電力駆動のクーラーをトラックに積んでもらって、それで外部から電
気を供給して、要はエンジンを回さずにクーラーだけ回してもらおうというような試
みをしたということです。作業待ちであるとか、休憩とか、時間調整というときに、
ドライバーさんはついついエアコンをかけっ放しにして ＣＯ２を出してしまうのです
けれども、こういう外部電源クーラーシステムと書いてあるようなパッケージクーラ
11

ーとセットにして、ここに電源を供給していただくことによって、給電スタンドから
カードで使った分の電気だけご請求するという形になっています。
26ページには、大型ＮＡＳ電池の開発の例があります。これは最近話題の再生可能
エネルギーの大量導入に伴って、どういう対応が必要なのかというと、やはり電池が
必要だという話になっていまして、専らリチウムイオンの性能拡大ということで関心
が高くなりますが、現状では、やはり価格面や性能評価を十分積んでいるという観点
からいきますと、2001年７月に実用化した電力貯蔵用ＮＡＳ電池（ナトリウム硫黄電
池）がもう現実のものとして活用されているということですので、例えば、今、電力
会社が蓄電のためにどういうものをつけるかというと、このＮＡＳ電池を使うという
のが極めて現実的なオプションになります。実際にこれはもう市販されて広く使われ
ていますし、この日本ガイシさんは、世界各国から引く手あまたになっているとのこ
とです。この電池は東京電力と日本ガイシさんとで共同開発しました。
あと、27ページには、ＩＧＣＣ（石炭ガス化複合発電）・ＣＣＳの例をあげています。
石炭はエネルギーのベストミックスの観点からいくと非常に重要な電源でありますし、
もし仮に日本が石炭を使うのをやめたとしても、世界的には絶対石炭を使わないと電
力の供給というのはできないのです。それは、石油の賦存量であるとか、ハンドリン
グの技術の問題とか、いろいろなことがありますが、石炭は世界的にみて極めて重要
なエネルギー源であるからです。これは後の資料でも申し上げますけれども、それを
高効率に使うということが ＣＯ２の原単位を減らすということになりますので、この
辺を一生懸命やりましょうということで、今、性能確認試験を勿来にあるプラントで
やっているところです。
それから、ＣＣＳは大分期待をもって語られているところが多々あるのですが、な
かなか難しいところもあるのです。例えば、ヨーロッパの文献なのでも、とにかく誤
差みたいなところはみんなＣＣＳでしわ取りをしてしまえとでもいうように、ＣＯ ２
削減の説明がつかないところはみんなＣＣＳで埋めたことにしてしまうような将来予
想のグラフになっていたりしますが、これはまだ技術開発中ですので、果たしてどこ
まで行けるか未知数の部分もあります。それに「埋めるだけでは根本的な解決になっ
ていない」との疑問の声もあります。特に日本の場合は、地盤・岩盤の適地がどこま
であるかといったことも含めて、これにそんなに過剰な期待をかけてはいけないとい
うことと、あとは2020年とかという短期的な目標であれば（一般世間は2020年は中長
期目標なのですけれども、我々電力の時間軸からいくと、2020年というのはもうすぐ
目の前の話なので、短期的なことというイメージなのですが）、そこではＣＣＳという
のはなかなか実用化されていないというのが専ら我々の見方です。
あとはＵＨＶ（ウルトラ・ハイ・ボルテージ＝100万ボルト）設計ということで、日
本と当社は1970年代から研究開発を行っていました。要は電圧を高くすればするほど
ロスが尐ないということなのですが、ただしそのかわり設備も大規模になってきます
し、コストもかかるので、そこの綱引きといったところなのです。日本では55万ボル
トの送電線が今は最も高いのですが、設計上は 100万ボルト設計でもうつくっており
ますので 100万ボルトに昇圧することは可能になっています。これはテレビでも紹介
しましたのでご案内の方もいると思いますが、中国でＵＨＶについて、日本の技術が
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標準化で採用されました。紆余曲折を経て去年の５月に標準電圧が国際規格化された
ということで、日本が数尐ない標準化をきちんととることができたという事例になっ
ています。
それから、29ページには洋上風力の例を載せていますが、現実的にすぐ期待できる
かというとなかなか難しそうです。地元の理解を得て実際に建設するということには、
実際問題として電力会社が苦労を重ねているからこそわかる部分というのがあって、
国とか、いろいろな行政がプランを立てたからすぐ実現できるのではなくて、そこは
事業者が汗をかいてやっとできるということはぜひご理解をいただきたいと個人的に
は思っています。
７．環境問題への取り組み
では次に『電気事業の低炭素社会構築に向けた取り組み』と題した冊子に沿って説
明していきます。冒頭の２ページから数枚の内容は既にご存知の方が多いと思うので
省いていきますが、我が国の地球温暖化問題をめぐる現状について、世界の ＣＯ２が
ふえる中で気温が上昇していますというのが２ページ、３ページです。この見方には
異論もいろいろありますけれども、温暖化がないのではないかというところから議論
を始めてしまうとそもそも話が進んでいかないので、我々はとにかく取り組みだけは
しっかりとしていくということです。
４ページにありますように、京都議定書の約束というのは、日本が非常に厳しい削
減目標を負ったと理解をしております。日本全体の ＣＯ２を部門別にみたものが５ペ
ージで、これは90年比でよくいわれますが、90年からの推移ということでみていくと、
排出量自体は、やはり家庭・業務といった民生部門が多くなっています。業務という
のは、例えばビルやコンビニなどです。他方で運輸は非常に割合が多いのですけれど
も、低炭素に向けた取り組みを進める中では頑張ってきている。産業部門は何だかん
だといわれつつ、90年比からみるとやれることはやってきたというようなことだと思
います。
部門別の内訳をさらにみたのが６ページで、右側の円グラフは最終部門別の排出量
です。これでみると大体３分の１が産業部門、約２割が運輸部門、それから家庭が
15％ぐらいで、業務その他が２割ぐらいといったところです。これは間接排出、つま
り電気を最後に使った人がどの部門にあるか配賦したのがこの右側なのですが、それ
を電気の生産段階、エネルギーというものをつくった段階でとめてしまうと左側にな
ります。「直接排出」という呼び方になっていますが、電気事業はそもそも電気を売る
のが前提で、貯蔵が困難な電気を皆さんが使う分に合わせてその瞬間につくっている
ということなので、やや呼び方に違和感はありますが、要は日本の３分の１は電気事
業が出しているのだということです。さらにいえば、東京電力の電気の販売量は日本
全体の約３分の１ですので、東京電力は日本全体の約９分の１を排出しているという
ことになります。
従って、我々にとって環境問題は非常に大きい問題だということになります。京都
議定書の日本の国別目標は▲６％でしたが、やはり一番の問題は８ページにあります
ように、京都議定書の削減義務を負う国というのは世界全体の３割しかないというこ
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とです。肝心の米国や中国といった大排出国はこの削減義務という枠から外れていて、
結局入ってこない。なので、次期枠組みにおいてはこうした国がちゃんと入ってこな
いと、そもそも意味がないというようなことを産業界は一貫して主張しているところ
です。
ただし、当初の論調は「産業界はそんな否定的なことばかりいっているけれども、
日本が高い目標を掲げて意欲的にやることが世界をリードする」というようなことが
新聞で散々にいわれたのですが、日本がたとえ２割だか３割だかを頑張ったとしても、
世界全体の 4.3％の排出ですので、それをさらに削減しても非常に限定的である。ま
してや、先ほど石炭の効率をみていただきましたけれども、世界最高効率の産業部門
がさらに頑張ったところで、「どれだけ高い限界削減費用を負って、国民負担にするの
だ」というのが我々産業界の主張でした。
９ページは、やはり中国、インドというのは今後もふえていくのだから、この国が
真剣に考えてもらって入らないと本当の意味での世界の問題ではないでしょうという
ことです。
従って、10ページにありますように、鳩山演説（９月22日）の報道では、我が国と
しては「2020年までに90年比25％減」というところだけが報道されましたが、重要な
のは「すべての主要国の参加による意欲的な目標の合意が前提」というこの前提条件
でありまして、この前提条件がない限りは、日本だけが突出しても何もいいことはな
くて、繰り返しになりますけれども、それは国益を損なうだけだといっているところ
です。例えば、12ページの経団連のコメントも、それから電気事業連合会のコメント
も、そうしたことを主張しています。
ただし我々電気事業者が決して後ろ向きというわけではないというのは、繰り返し
になりますが、14ページにあるように、そもそも環境問題がこんなにいわれる前から、
我々は安定供給と経済性と環境保全を３つ同時に達成することが重要だということを
ずっと一貫して掲げているところでありまして、事業者も鋭意取り組んでいるところ
です。
15ページのグラフは、青線が販売電力量です。近年、電力需要が伸びなくなってき
て、販売電力量が尐し下がってしまいましたけれども、販売電力量がふえると ＣＯ２
の排出量もおのずとふえていくわけです。ただし、販売電力量の伸びほどには ＣＯ２
排出量をふやさない。ということは、すなわち単位当たりの ＣＯ２排出原単位を下げ
ていくことです。我々にできる取り組みは、販売電力量が上がっていくこと自体はお
客さまに電気を使用されてしまうとどうしようもないので、省エネは呼びかけるだけ
です。でんこちゃんのＣＭを流すぐらいはできますけれども、とめてくださいと強制
的にとめるわけにはいかない。となると、事業者として責任をもってできる取り組み
は排出原単位の低下ということになります。
我々はそれに向かって取り組んでいくわけですが、残念ながら、近年大きく伸びて
しまいました。この理由はいろいろあるのですが、16ページにありますように、非化
石電源比率を増加はさせていたのですけれども、新潟県の中越沖地震で原子力発電所
をとめてしまったことの影響が非常に大きかったということもあります。
それから、クレジットの反映ということで、京都メカニズムクレジットを世界から
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買ってきて、それを反映するといったことで非常にお金を使って達成しましょうとい
うことがあります。ちなみにクレジットについては17ページにございますけれども、
政府の購入分が５年間で１億トン、それから電力業界が５年間で 2.5億トン、鉄鋼業
界は 6,000万トンということで、５年間で 4.1億トン。年間にすると 8,180万トンな
のですが、仮にこれを大体15ユーロから30ユーロという水準で考えたときには 7,000
億から 1.5兆円のお金を ＣＯ２という目にみえないもののために海外に出しているこ
とになります。これが25％減という目標水準になったら、一体幾ら買ってくれば達成
できるのかというのは、そら恐ろしい数字になるので、それは余り考えたくないとこ
ろではあるのですが、それで果たして良いのでしょうか…というのが問題提起です。
18ページは主要国の電力の ＣＯ２排出原単位です。先ほど原単位が重要だと申しま
したが、国際比較でみた場合に、左のフランス、カナダが0.08、0.21と非常に小さい。
これはなぜかといいますと、真ん中のグラフと一番下のグラフが電源の構成をあわら
しています。真ん中のグラフは上から下に伸びてくる棒グラフとみていただければよ
くて、緑が原子力発電、水色が水力発電、ちょっと黄土色っぽいのが新エネ・廃棄物
の構成比になっています。下から伸びているのは化石燃料で、ＣＯ２を排出する電源
です。これは石炭火力、ガス火力、石油火力があって、その構成比をみていただくと
わかるのですが、原単位が極力尐ないのはなぜかという理由は、フランスは当然原子
力に圧倒的に頼っているからであり、また、カナダは水の資源が圧倒的に豊富だから
水力発電で賄える、すなわち水力は再生可能エネルギーとして自ずと原単位が低くな
るということです。
日本の場合、これをみていただくとわかるのですが、これまでもベストミックスと
いうことで、エネルギーセキュリティーの観点からもバランスの良い電源構成が志向
されてきました。例えば、石油危機後、反省があって、石油だけに頼らない。かとい
って、ＬＮＧもまた石油価格にリンクするので、ＬＮＧだけというわけにもいかない。
世界の賦存量や地域のバランスからいくと、石炭にも頼らざるを得ない。かつ化石燃
料だけでなくて、やはり原子力にも重点的に取り組まなくてはいけない。おまけに、
再生可能エネルギーにも取り組んでいく…といったところを考慮して、各種の費用と
か賦存量とか、そうしたものを事業者なりに考えて、ベストミックスを追求した結果
がこのバランスになっていまして、 ＣＯ２排出原単位は0.43程度ということになりま
す。さらにゼロエミッション電源比率を50％程度にふやしましょうということを目標
として掲げていて、この目標を掲げたものが実現すれば、下のグラフの化石燃料の比
率は下がりますし、上の原単位も低下するといったところを目標として掲げていると
ころです。
19ページが我々の供給計画で、今、目標として立てている最終年度が2018年度の構
成比なのですが、原子力発電の構成比を４割ぐらいにまで高めて、かつ石油を５％程
度にまで落として、ＬＮＧや石炭もセキュリティー上活用していくといったところの
イメージです。
「何だ、再生可能エネルギーがふえていないではないか」ということをお考えかも
しれませんが、皆さんが使う電気の量というのは非常に多いので、発電の電力量がふ
えていく中で、これを一気に割合をふやすというのは、物すごい量の再生可能エネル
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ギーをふやさなければいけませんから、ちょっとそこは安定供給を考える事業者とし
ては、現実的なオプションではあり得ません。ただしこれは事業者の供給の計画です
ので、これ以外に、例えば家庭用に設置する太陽光とか、そういったものは当然自家
消費の部分がありますから、その部分は別途あるということになります。
時間の関係がありますので、あとは簡単に説明します。21ページにあるように、排
出原単位をどうやって低下させるかは、供給サイドでは発電の高効率化や低炭素化。
これは原子力の活用やメガソーラーといった大型の太陽光発電所にみずから取り組ん
で、事業の先鞭をつけるということです。供給力としてはメガソーラーといっても大
したことがないのです。我々は電気の供給が本業なので、そこの規模感からいくと、
幾ら太陽光をつけたところで微々たるものだというのは正直ありますが、それでもま
ずは取り組んでみるということで建設をします。それから先ほど申し上げた通りの化
石燃料の効率化。また、需要側でもエコキュートと呼ばれるような ＣＯ２冷媒ヒート
ポンプ給湯機で、例えば１のエネルギーを４にも５にもするというような技術、つま
り大気中の空気エネルギーを使って、それでエネルギーをふやすといった魔法みたい
なことをやって効率利用をするということがあります。さらに、電気自動車の１万台
をみずから導入していくといったことを打ち出しています。
いかに原子力のインパクトが大きいかは23ページをみていただくとわかるのですが、
右側が原子力発電所の利用率で、これは稼働率とご理解いただけばいいのですが、近
年は、私どもがそもそも不正問題で原子力発電所がとまってしまったり、あるいは地
震でとまってしまったりといったことがあって、利用率が低迷しているのです。諸外
国では90％近くの利用率を実現できているところがあるので、仮に、今65％ぐらいの
ものを85％ぐらいまで20％高めるとどうなるかというと、説明にありますけれども、
設備利用率が１％向上すると年間 300万トンの削減ができることになります。つまり
10％で 3,000万トン、20％ですと 6,000万トンも削減ができて、我が国の排出量から
いくと、物すごく大きな規模の削減が原子力発電所で一気に実現できてしまうという
ことです。
ちなみに、真ん中の四角に書いてありますが、原子力１基、最新鋭で 138万キロワ
ットぐらいの規模があるのですが、太陽光は太陽が照っているときは発電できますけ
れども夜は発電できませんので稼働率でいくと設備容量の12％ぐらいしか発電電力量
が出てこないのです。それを考えると、太陽光発電を2,800万キロワット導入するとい
うような話をしていますけれども、それは原子力３基分なのです。つまり、あれだけ
大騒ぎして、国民負担をみんなに追加で出してもらっても、それでも我が国が原子力
を３基新設するのと同じぐらいの発電量にしかならない。どっちも非化石の電源です
から、ゼロエミッションという意味では同じ効果をもつことになります。我々は原子
力発電建設について、99年から2008年度の 2.7倍の計画を18年度までに立てていると
ころです。
それから、若干飛びまして26ページをみていただくと、火力発電所の熱効率向上に
関して、ＬＮＧのコンバインドサイクルの例があります。下に書いていますが、昔は、
発電機をそのまま回していただけだったのが、コンバインドということで、廃熱を利
用して、要は２回エネルギーを十分搾り取ろうということです。単にガスを使ってタ
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ービンを回すだけではなくて、廃熱蒸気を使って、大きなタービンを回して、ダブル
で電気を搾り取ろうという発想です。温度を高くしてやればやるほど当然熱効率は高
くということになるのですが、素材が耐え得るかとか、技術的にどこまで高められる
かという限界に挑戦していって、どんどん熱効率を高めてきました。当初、富津１・
２号系列というときに、コンバインドサイクルを導入したときに熱効率は47.2％とな
り、火力としては最新鋭のものよりも一段効率がはね上がったのですが、次に先進的
なコンバインドサイクル（ＡＣＣ）を横浜７・８号系列に入れてさらに上げて、さら
にそれをもう一段の先進的なものということでマック（ＭＡＣＣ）と呼んでいますけ
れども、それを導入して59％に高めた…ということです。ここは技術への挑戦で、
１％以上ずつ上げている。これも１％熱効率を向上させると ＣＯ２排出量は約 180万
トン減るということで、非常に大きなインパクトをもっています。日本は世界最高効
率と誇れる技術だと思います。
ＩＧＣＣは石炭を高効率で利用しましょうといったところでございまして、先ほど
みていただいた大きいグラフが29ページのグラフです。
それから、アジア太平洋パートナーシップは、さっき申し上げた国際的な取り組み
で、32ページからは電力の取り組みということです。これも先ほど申し上げた環境行
動レポートに絡んでくるのですが、昔からやっていたことの例が32ページに書いてあ
ります。余剰電力の買い取りは、太陽光の買い取り制度が最近話題になっていますが、
1992年当時から、お客さまが設備を入れた場合に、余ったものは我々がお売りする価
格と同価格で買いましょうということをやっていたわけです。つまり、お売りする価
格というのは、当然我々のいろいろな経費が全部入っているのですけれども、それを
込みにした価格と同価でお買い上げするということなので、これは我々の自主的な取
り組みとして精一杯の取り組みでした。普及を促進させるために、我々としては新エ
ネの設備、太陽光だけでない新エネの設備から余ったものを買いましょうということ
でした。例えば、太陽光を設置した方が半分くらいの太陽光発電分を家で賄えて、残
り半分ぐらいは電力会社から電気を買っていたとすると、この自主的な取り組みを使
うと、ちょうどただで全部電気を使えていたということになるわけです。ですので、
当時から太陽光を入れていた方は、１回設置したらただで電気を使っているという方
が結構多くいらっしゃったということです。
それから、グリーン電力というのも2000年から基金、これはマッチングファンドで
一般の消費者の方から１口月 500円ということで寄附の募集をしまして、例えば、毎
月 1,500 円 ＝ ３ 口 の グ リ ー ン 電 力 基 金 に お 金 を 払 う と 、 会 社 も 1,500 円 マ ッ チ し て
3,000円をグリーン電力の設置者に寄附するといったことを第三者機関を通じてやって
いました。
また2008年に公表したメガソーラーの取り組みとか、太陽光、風力をいかに連系し
ていくかといったところを紹介しています。
具体的なプラントの例を縷々書いていまして、それから最近話題になりました買い
取り制度は36ページにあります。要は、これまでは24円で売るという価格と同額で余
剰電力を買い取っていたのを倍の48円で買うということになって、これは電気事業者
の自主的な取り組みのレベルを超えているということなので、法律に基づいて、国民
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的にサーチャージという形で負担するという仕組みになっています。ですので、以前
の余剰電力の買い取りは、電気事業者の自主的な社会貢献的な意味合いのある活動で
したが、今の制度は国としての選択結果ということになっています。
ただし39ページにありますけれども、太陽光に期待はかかるものの、現行47円程度
の発電コストをフルに回収できるようなレベルというのが48円という買い取り価格で
すが、例えば先ほどＣＯ２の削減効果の話をしましたけれども、仮に 100万キロワッ
ト級の原子力１基を太陽光だけで代替すると山手線の内側の面積とほぼ同じところに
パネルを全部敷き詰めてやっと原子力１基分になるとか、風力はもっと大きなプラン
トが幾ら密集するといっても多尐距離があきますので原子力１基分相当では山手線の
内側の 3.5倍の面積が必要になるとか、そういうような限界があります。とはいえ風
力の場合は、大規模なものはコスト的にはほかの電源に比べて大分ペイする水準にな
っていますので、そういう意味でも事業者が自律的に取り組みつつあるといったとこ
ろです。
ただし40ページにあるように、出力変化が激しいという課題にどう対応するかとい
うことは大きな課題です。左が太陽光、右が風力ですけれども、まさしくお天気任せ
風任せなので、かんかん照っていたり風が吹いているときは物すごく発電するのです
けれども、途端にそれがぱたっととまったりということもあって１日の中で非常に変
化が激しくなるので、電気の品質（周波数とか電圧とか）をいかに安定的に整えてい
くかということが技術的な課題ということになります。それについては実証結果など
をきちんと踏まえてから導入拡大に臨む必要があると電力会社は主張するのですが、
マスコミの方などからは残念ながら「後ろ向きだから、時間がかかるとか技術的な課
題があるとかいうのだろう」という見方もされてしまうといったこともあります。
あとは先ほど申しましたヒートポンプであるとか、電気自動車であるとか、そうい
った取り組みをやっていますということがあります。
政策の検討については、今申しましたように余剰電力の買い取りといったことだけ
でもかなりインパクトがあったのですけれども、それを全種全量にするということも
現政権でマニフェストに掲げていますので、国民的な議論が必要ではないかというの
が我々業界の考え方であり、主張です。
53ページにあるのは、我が国の前の中期目標検討委員会での電力の消費量のグラフ
です。「ＣＯ２を減らしましょう」というのは簡単ですし、目標として掲げるのはいい
ことなのですが、仮に2005年比30％、これは今鳩山政権で掲げている目標に近いので
すけれども、このような目標を掲げる場合に、過去にこのようなトレンドで推移して
きた電気の消費量を2005年から2020年に向かって本当にこんなに減らすことができま
すかということです。目標として掲げるのはいいのですが、我々が電気の安定供給を
うたう以上は、リードタイムが10年、20年かかる電力設備を今からつくっておかねば
なりません。従って、今の時点でここまで省エネで減るということを前提にすると、
もう設備は要らないということなので、つくるのをみんなやめてしまうことになりま
す。しかし本当にやめてしまって、では、もし万が一需要がこんなに減らなかったら、
だれが設備をつくれるかということです。電気はその物理的な特質上、発電設備が使
用量と同じだけ用意されていないと全部の電気がとまってしまうか、あるいは輪番停
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電という形で、地区別に計画的に停電させるということをやらないといけなくなって
しまうのです。
では、つくるのをやめていいのですかというと、いや、それはちゃんとつくってく
れと言われます。しかしその一方で同時に「目標は30％削減でよろしく」といわれる
と、設備はつくり、ＣＯ２ 削減をする…ということでは、電気料金のコストを皆さん
はどう考えるのですかということが問題になります。今のサーチャージとは別に、供
給原価とか安定供給というものを国民的にどう考えるかという議論になってくるとい
うことです。尐なくとも我々電気事業者としては、責任ある立場として、極端な楽観
視、つまり、政策目標だからといっても実現するかどうかわからないものを前提にし
て設備形成はできない、というのが我々の主張です。
資料の他の部分は既に新聞等でいわれていることですので、後でみていただければ
良いかと思います。今の論点として、全量買い取り以外に、例えば系統安定化対策コ
ストがかかるのでそれをどうするかとか、スマートグリッドで蓄電池などをつければ
いいのではないか、あるいはキャップ・アンド・トレードとか環境税という、いわゆ
る温暖化に関するような環境政策をとればいいのではないかということがいろいろい
われています。それぞれについて、今後、我々の業界も考え方を示していくことにな
ろうかと思います。
以上でご説明を終了し、あとはご質問に答える形にしたいと思います。
８．質疑応答
○司会者(洞口)

どうもありがとうございました。ＣＳＲについての質問にも丁寧

に答えていただきましてまことにありがとうございました。
ちょっと釣り船に乗って磯釣りに出かけたら、夜の暗闇の向こうから軍艦が出てき
たみたいな感じで、サステナビリティの一番重要な部分というのでしょうか、主要な
部分をかいまみた感じがして、これはちょっと手ごわい相手だぞという感じが私の感
想です。手ごわい相手というのは、サステナビリティという概念です。研究対象とし
てサステナビリティをみたときに、どう扱っていいものか、これは大変だぞという感
じがいたしました。私の質問には丁寧に答えていただいておりますので、皆さんから
ご自由に、いつものとおりフリーディスカッションという形で進めさせていただきま
す。
○穴山

今の洞口先生のお言葉を伺って浮かんだのは、サステナビリティというと

きに、我々電気事業者が本当の意味でサステナブルだと感じるのは、さっき申し上げ
たように「環境と経済性とエネルギーセキュリティーという３つのＥが維持できて初
めて中長期的に維持可能な電気事業の供給ができる」ということを常に意識している
ということです。
社会からは、振り子のようにいろいろなことをいわれます。例えば、石油価格がは
ね上がると、途端に代替エネルギーを何とかしろということはありますし、今度は原
子力で何か問題が起きると、とにかく再生可能エネルギーに傾注せよと言われたりし
ます。
ドイツなどはその一例で、先ほどみていただいた18ページの国別グラフでドイツは
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日本の隣にあるのですが、「ドイツが環境先進国で再生可能エネルギーに取り組んでい
る」といわれる背景には、この図をみていただくとわかるのですけれども、ドイツは
49％が石炭なので、つまりＣＯ２をたくさん出してしまう石炭に半分近く頼らざるを
得ないという国情があると思われます。ドイツは政治的選択として原子力にはこれ以
上頼らないというようなことをそもそも掲げていましたから、その制約からいくと、
再生可能エネルギーしか目指すべき解がないので、石炭を減らせない中でいかに再生
可能エネルギーをふやすかということが彼らの命題になっています。
エネルギーというのは、地域や国の実情であるとか、経緯であるとか、さらには資
源の調達可能性とか、そういったことも含めて、極めて大きな地勢的な影響も受けて
います。だから、それを一概に単純化して議論するということは、我々責任ある事業
者の立場としては、本当の意味でサステナブルでないものを軽々に格好いいことだけ
を掲げるという無責任なことはできない。そういう意味で、重みがあるということだ
と思います。
○質問者

環境と経済性とエネルギーの確保というのはトレードオフの関係にある

わけですね。
○穴山
○質問者

そうですね。場合によっては。
相互にバランスをとらなければいけないということですね。でも、フラ

ンスなどは原子力に特化して技術をもっているがゆえに、日本から原子力燃料の処理
だとかそういうことで貿易収支にもかなりいい影響をもっていたり、ある種の技術に
特化することによって、世界の中にトリクルダウンというか、均てんしていくという
か、それが波及していく効果とかがあり得ると思うのです。これだけ半導体メーカー
がみんな太陽光発電に行っているので、そこをどうサポートするかというのは、まさ
に21世紀のあり方にかかわってくるのではないかという気がしました。
○穴山

そうですね。そこはネットワークの構成にもよるのですけれども、フラン

スがなぜあれだけ原子力をやれてほかのヨーロッパはそれほどでもないかというと、
ヨーロッパは大陸で系統が全部つながっているので、ＥＵ全体でベストミックスとい
うことを考えるということがあります。そう考えたときに、例えばロシアからのガス
プロムの問題の際、ロシアの政策が急に変わってガスが途絶するということが大問題
になり、そのセキュリティーを高めるためにも再生可能エネルギーに取り組むのだと
いうこともいわれていますが、決してそれだけではなくて、やはりフランスがあれだ
け原子力をやってくれていると、ほかの国はフランスの原子力を当てにすることがで
きます。また、北欧にある水力資源なども当てにすることができますし、そこが島国
である日本とは違うところです。また、アメリカとも系統構成が違いますし、ヨーロ
ッパとも系統構成が違うので、そこは単純比較できないということだと思います。
○質問者

最近、日本の環境技術は要素技術はすごいのだけれども、企業戦略がな

いとか、国の戦略がないとか、ＥＵは一方的に排出権の市場をつくったりとか、ＩＳ
ＯもＥＵのリーダーシップでやっているとか、日本が環境先進国だというのは過去の
ことではないかというような日本人？もいるわけです。日本が環境ですぐれていたと
いうのは過去の話ではないかと。何か最近は全部出おくれているではないかと。最近
はさっきの反論もありましたけれども、 ＣＯ２25％にしても産業界が猛烈に反対して
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いるというイメージがあります。これは、何でそのようになってしまったのか、何で
日本はいつの間にか企業の発信力とか国の発信力が尐なくなったのか、 ＣＯ２に関し
てはすごいディフェンシブになっているのか。産業界があれだけ必死になった。それ
はどのように。単なるマスコミが勉強していないせいなのでしょうか。
○穴山

それはいろいろな要因があるので一言で解説するのは難しいと思うのです

が、１つあるとすると、ＥＵは、例えば科学技術の戦略もそうなのですけれども、Ｅ
Ｕ内で大きな戦略を立てて、ＥＵの利益のために何がいいかという視点でそれを立案
して、各国で展開しようということ、つまりＥＵという組織体がかつてのＥＣから発
展していったときにそういう思想がまずベースにあるように思います。環境もその１
つの要素だと思うのです。つまり、他の貿易問題などと同様に、ＥＵにとっても一番
よい姿を求めるという思想が基礎にあるように思います。なぜ京都議定書で彼らが目
標達成できるかというと、当時、東欧バブルと呼ばれるような、東欧とくっついただ
けで自ずと目標達成ができたというところがあったわけで、その東欧バブルをさしお
いて「自分たちはこれだけやっているから世界もやりなさい」と主張するような面が
あります。
話をよく聞くと、ＥＵの中でも環境問題をやっている方は、日本でもその傾向が多
尐あるように感じますが、尐し環境理想主義みたいな考え方が比較的多い性向がある
というのは、ＥＵにおいても日本においても同じだということを聞いたことがありま
す。理想主義的な方が多いとしても、他方で例えば「取引」という場合には、金融機
関などは自分たちがもうけられるためには何をするかということを考えるということ
も言われます。つまり、この前のＣＯＰにおける主張にしても、「世界全体が厳しい目
標に向かって進んでいきます」という話をしておかないと、最初に立ててしまった排
出権市場で価格が暴落してしまうおそれがでてきます。あの市場は３回ぐらいステー
ジを分けて徐々に広げてきているのですが、最初にやったときに痛い経験をしていま
す。ＥＵが取引を入れた最初はそこそこの価格で取引がされていたのですが、そのう
ち価格が暴落して、ほとんど市場として機能しなくなってしまって、これはだめだと
反省しました。「先々厳しいです」ということを市場に予見性を与えておかないと、価
格がすぐに落ちてしまいます。要は不完全な市場ですから、株式と違ってそんなに厚
みもないですし、プレーヤーが限られま すので。ただし、それでももうけたい人が
「市場はつぶしたくない」ということなので、とにかく金融機関がいろいろなところ
に働きかけて、厳しい目標で行けということを政治家にも圧力をかけていると聞きま
すし、実際にそういうこともあるのではないでしょうか。
ただし、ＥＵ自身が厳しい目標をかぶったら達成できないので、ＣＯＰの場とかで
は自分たちが――最初は東欧バブルでしたし、今でも実際いろいろな要素を引いてい
くと、彼らはほとんど追加の削減費用が最小限で済むような目標しか出していないわ
けです。つまり、表面上は何％減といって大きな数字を出しているようにみえますが、
我が国の中期目標検討委員会でこれは環境省系の研究所がはじいた限界削減費用でも
そうなのですけれども、例えば、日本は彼らの４倍ぐらいの限界削減費用のレベルに
なっているのに、彼らの掲げている目標というのは、ちょうど日本がマイナス６％と
掲げていたのと同レベルの限界削減費用だというのは、環境省系の研究所すらはじく
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ような状況です。
ちょっと話が広がりましたけれども、そういうことで、まずはＥＵとしての戦略の
観点が１つあるということと、あとは欧米流の市場というものを活用していくのだと
いう信念に近いものと、それをビジネスに活用したいという人たちの存在が１つある
と思います。
あとは、なぜ日本がだめなのかというと、日本は、例えば自分たちの省エネの目標
を立てたり、効率化目標を立てたりして、それで効率化を進めてきたわけです。先ほ
どはグラフを説明しませんでしたが、例えば55ページにいろいろな産業界のエネルギ
ー利用効率の図があります。これをみると、日本は、生産技術とか製造という観点で
いきますと、エネルギーについて諸外国より圧倒的に効率よくつくれるということで
す。それは人によっては、省エネ、高効率ということで規制的な手法が効いたからそ
れに向かって目標が達成できたのだという人もいますし、あるいは企業が自主的に取
り組んだ成果だという人もいます。それは両面あったと思うのですけれども、こうい
う現状にあるのになぜ先進国といわれないのかというと、やはり展開力という観点で
劣るということかもしれません。
例えばＥＵが自国の発電システムをアジアのどこかの国でやりたいということで、
アジアの例えばベトナムがプロジェクトを公募したとします。そこに手を挙げて、フ
ランスの企業が応札し、日本の企業も応札した…というように国際競争になるわけで
す。そのときに、日本の企業がなぜとれないかという理由は多々あるでしょうが、提
案力も一つの要素ではないでしょうか。例えばベトナムは電気が欲しいといっている。
もちろん効率よくつくれればいいのですけれども、日本はお金を高くしても、本当に
最高品質・最高効率のものをもっていこうとするので、「いや、うちの国はＣＯ ２ を
多尐出してもそんなものは要らない」とか「もうちょっと汚くてもいいのだ。ただ電
気が欲しいだけだから」とかといって、例えていうと、相手のニーズが軽自動車にあ
るところにスーパーカーまではいかないにせよセルシオクラスの高級車をもっていっ
て、「どうです、これはいい車でしょう」といって売ろうとするのと似たようなところ
があるのではないでしょうか。あくまでも私個人の印象ですが、それはシステム提案
力というか、広義の競争力というか、そういう観点を含めて、いろいろな要素がある
のだと思うのです。
優れた技術やシステムが展開できないとしても、だから直ちに日本はおくれている
かというとそうではなくて、日本の中ではそれで回っていますし、日本での排出量は
世界最高効率のところで回している排出量でやっているわけですから、それで急に後
進国になったという理屈はおかしいのではないかと思います。
○質問者

前回、上智大学の上妻先生がおっしゃったときも、ＣＳＲというのは、

こういう ＣＯ２問題が出てきたので、企業にとってもリスク要因というか、戦略要因
になっていると。ただ、そういうのはほとんど認識がない。ということは、一生懸命
こういうのがあっても、ちゃんと評価されないと株価だとか外国からの投資、日本の
企業のサステナビリティ力が低くみられるのではないかと。その辺が単に展開力とか
ＰＲが下手だとかというレベルだけの話なのですかね。
○穴山

それは、もし仮にＳＲＩが入ったところで、企業行動がそんなに変わるか
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というと、それだけでは必ずしも変わらないと思います。１つの要素ではあると思い
ますけれども。もしそれで変わるとするならば、やはり上場されている大企業で何と
かで…というような条件がかなりついた場合には効果を出すかもしれないということ
がいえるだけだと思います。しかし、ソニーさんとかリコーさんとかもそうですけれ
ども、尐なくとも「環境重視」を掲げる企業は、ビジネスの売り文句として環境は有
効だというように今は認識が変わっていますので、特に、消費財系というか、中間財
系というか、オフィス機器などもそうなのですが、ああいうところは「環境」という
のはまさしく商品力なのです。我々電気事業者は最近こんなに環境が言われる前から
先ほどの３つのＥのバランスを本来的に追求してきましたから、だから世間がいうほ
ど後ろ向きでもないし、それはむしろ地道に淡々と取り組んできました。このレポー
トにも記載していると思いますが、アメリカがＮＯｘとか ＳＯｘとかで取引だの何だ
のといってやる前から、世界で最高効率のＳＯｘ、ＮＯｘでほとんど排出していない
のが日本の姿なので、要は、制度がどうこうというのもありますけれども、それだけ
ではないと思うのです。
日本企業はまじめなので、例えば新日鐵にしたって、あれだけ世界最高効率になっ
ているというのは、やはりそれなりに日本企業としてやらなければいけないことはや
っているということでもあると思います。ただ、それをもって、では、中企業、小企
業まで含めて全部そうなのかというと必ずしもそうではないと思うのです。例えば、
それは生き残りをかけて毎日資金繰りを気にしている企業が、割高なＬＥＤ照明にす
ぐにかえられるかというと、「ちょっと待ってくれ。明日回す金がないので、きょう銀
行に行って断られて途方にくれているのに、何がＬＥＤ照明か」というような会社が
たくさんあるわけですから、そこを一緒にもできない。産業によっても、企業のレベ
ルとか事情によっても大分違うと思うので、一概には言うのは難しいと思います。
○質問者

具体的な取り組みのことで聞きたいのですけれども、東京電力さんはＣ

ＳＲの方針とかがあって、それに基づいて幾つかの取り組みのポイントとかも明確に
されているのですけれども、先ほど尐しお話があった中で、技術開発などの話で、グ
ループ分けされている中のテーマとしてＣＳＲに関連しているものもありますよとい
う話で幾つか挙げられたのですけれども、具体的に研究テーマの選択であるとか、研
究プロジェクトへの予算の配分、設備投資といったときに電力を起こすところの設備
でもいいのですけれども、そういった設備投資の段階の評価基準とかの中に、具体的
にＣＳＲはどのように組み込まれているのか。
○穴山

ＣＳＲということを企業経営の中で明示的に取り組んではいません。つま

り、企業文化の中にＣＳＲは溶け込むものだと思うので、一々「これはＣＳＲだか
ら」という意識をして…というようなことは余りないのではないかと思います。もち
ろんＣＳＲレポートをつくる部署とか株式担当部署とか、直接「それってどうなので
すか」と問われるところは、これはＣＳＲだとか、そうではないとかと明示的に定義
するでしょうけれども、それ以外の部門は、ご説明したようにそういう要素も含めて
全社目標からブレークダウンしたものを掲げて取り組みますので、いってみれば溶け
込んだ状態になっているということだと思います。
なので、その評価もいろいろな軸があるのですけれども、「本来目的に照らしてそれ
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は効果的か」とか、何年間かやって成果が出なくても、「いや、これはとりあえずやる
ことが次のステージに必要なのだ」というような、研究開発に関していえばそういう
ものもあるでしょう。「いやいや、そうではなくて、これは短期的に取り組んで、とに
かく結果が出るか出ないかを見極めないと意味がないのだ」ということもあるでしょ
う。あるいは、最初の予定ではもうちょっとやるつもりだったけれども、やはり時代
環境の変化で、何年かたってみて、ちょっと見直して、「数年前ならわかるが、今この
テーマでやるのは何でもないだろう」というのもあるでしょう。それはまず自部門で
ＰＤＣＡを回しますから、その結果がどうかということを回しますし、先ほど申しま
したように、研究開発本部の前に部があって、本部内や部内でどういう意思決定をす
るかという資源配分の問題もあります。さらには、本部の意思決定については経営体
に当然諮りますから、本部方針について然るべき会議等にかけるなどして、経営とし
ての意思決定をするという手続を踏みます。
基本はＰＤＣＡです。それは半期レベルで回すものもあれば、年間レベルで回すも
のもありますし、場合によってはもっと月次レベルとかいろいろなもので回すものも
あります。企業活動はＰＤＣＡの積み重ねですので、それを踏まえて次のアクション
に活かしていくということが基本になると思います。
○質問者

ＥＵという単位、つまり、政治的な連合の単位があるかないかというの

は、やはり地球環境問題を考えるときにはかなり重要だという感じがします。だから、
もしＥＵにかわるようなアジアユニオンができ上がっていて、そこに中国やインド、
ここにあるようなフィリピンなども入って、日本もそこに加わっていれば、アジアユ
ニオンで20％削減というのはそんなに難しいことではない感じがします。だから、技
術的な改善。その意味では、政治の構想力というのか、それが島国でそこから先に広
がらないと、環境問題で20％削減で非常にぎりぎりのところを詰めていく仕事になり
ます。どこまで乾いたぞうきんを絞るか。
○穴山

まさしく三極ということでいくとそうなのですけれども、アジアは島嶼部

などが多いという地理的な要因と、あとは何といっても歴史的な要因が大きく影響し
て、アジア圏構想というのはなかなか難しいかもしれません。あとは、中国がキープ
レーヤーとして自覚して振る舞う場合にどうか…というようなことが大きいのではな
いでしょうか。
○質問者

自由貿易圏でフリー・トレード・エリア、ＦＴＡという話があるけれど

も、やはりフリー・エンバイロメント・エリアか何かわからないけれども、ＦＥＡみ
たいな発想がないと……
○穴山

中国やインドは、ごね得といったら変ですけれども、今は本当にありがた

いことになっていて、黙っていてもお金が入ってくる状況です。というのは、日本は
京都メカニズムの達成ですらＣＤＭで買ってこないとだめなのですが、中国や、場合
によってはアメリカの農業などにもお金を払うということもあります。さらにいうと、
先進国の単なる支援ということではなく、ＣＤＭプロジェクトとして認定されるかど
うかということも大きな問題です。資料の17ページにある国連登録プロジェクトの国
別排出量をみていただくと、中国が 59.08％あります。ＣＤＭをチャイナドリームメ
カニズムという人もありまして、中国としては自国にとっては良いことばかりという
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ことでしょう。
○質問者

将来的にも中国はもらい続けられるのでしょうか。先ほどみたいに、Ｂ

ＯＰで中国が成長していって排出量がどんどんふえていったときに、どこら辺で収支
が逆転するかというか、 ＣＯ２の排出権を中国が買わなければいけなくなる時期とい
うのは。
○穴山

それは、買わなければいけないという仕組みに入るかどうかが問題です。

そもそも彼らは義務的な拘束のある仕組みには入らないといっていますから。目標と
して自分たちの緩い目標を掲げたとしても、実質的にふえる目標しか掲げていません。
原子力をやるとはいっています。
最大電力というのは設備の容量を決定する大きな要因なのですが、中国は本当に大
きな国なので、毎年の最大電力量の伸びは、１年間に東京電力１社分ぐらいがふえて
いくぐらいの大きさです。東京電力はイタリア１国と同じぐらいの販売電力量がある
のですが、それが毎年、中国は伸びているというので、たいへんな成長をしています。
だからこそ中国が効率をきちんとやっていかないと、世界の ＣＯ２はどんどんふえ
ていくということなので、とにもかくにも中国、インド、米国が入るということにし
ていかないといけないということです。
○質問者

私、中国の電力体制は全然知らないのですけれども、おつき合いはあり

ますか。中国電力というと話がおかしくなってしまうけれども。
○穴山

自由化がブームになったときに、事業再編されました。もしご関心があれ

ば、エネルギー経済研究所とかそういったところで、中国の電気事業というような解
説がありますので、情報をご案内します。
○質問者

私も４年前に中国を２週間回ったので、エネルギー事情は……。東電さ

んなどと一緒に行って、原子力とか見学しました。送配電などがちょうど……
○質問者

分離するころ。

○質問者

はい。東京電力も相当協力しているのですね。

○穴山

そうです。昔から交流はしていたのです。そのころからの交流は、ほとん

どがノウハウの提供などでした。
○質問者

ただ、さっきのリコーさんや一部の企業、小売業とかはサステナビリテ

ィが物すごくいいのですけれども、日本全体のイメージとしては何か弁解していると
か、あぐらをかいているのではないかという、宣伝力の問題なのですか。それとも…
…
○穴山

それは物をつくるかことに関するスタンスだと思います。先ほど申し上げ

たように、日本の要素技術は、もう既にかなり省エネとか最新鋭のもの、お金の高い
ものも含めて導入してしまっていますから、ここから何％減らせといわれると手がな
いのです。国内生産をやめるか、生産量を減らすしかないし、あるいはメカニズムで
外から買ってくるしか手がないのです。
できないことをできると約束するわけにはいかないということですが、もし自社製
品を他国でつくって日本で売る企業があれば、そういう制約は弱まります。また、環
境企業ということが宣伝文句になったりしますし、電化製品等の性能が上がったもの
や機能が上がったものを売るという観点からは、ビルでも何でもそういう新製品をど
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んどん使ってもらったほうがいいわけで、それは自分も環境に取り組んでいるという
ことを売りにしていくということになります。より環境にいい製品が出て新規の投資
を生む…というのはそういう主張です。
もしもつくっているのが外国だとすると、製品を輸入しても日本の環境規制がいく
ら入ろうとも自分には全然キャップはかからないし、痛くもかゆくもないということ
かもしれません。
○質問者

電力の場合には、リサイクルというのは余り考えづらいというのがある

かもしれないですね。
○穴山

もちろん取り組んではいます。いろいろな取り組みを書いていますけれど

も、企業としてやれることは精いっぱいやっていますし、むしろ日本において取り組
み始めたのは本当に早いころだと思います。環境部という部門がこういうレポートを
つくったのも、先ほどみていただいたように90年代のころからですから。
○質問者

私、最初のものをみまして、 100ページぐらいあったのですか、緑色の

ものですね。
○穴山

そうです。

○質問者
○穴山

あれを使って論文を書いたこともあります。
当時はそんなに多くの企業が公表していなかったですよね。

○質問者

はい。まだこんなカラーではなくて白黒でしたね。

○質問者

ちょっといいですか。話が全然違うのですけれども、尐し重なる。電柱

がありますけれども、ことしの税法で電柱を地中化で特別償却がございましたが、東
京電力さんは電線の地中化を考えていらっしゃいますか。
○穴山

今でも進めています。皆さん、山手線の内側で電柱をそんなにみない印象

があるのではないでしょうか。というのは、まず都心部を重点的に地中化しているた
めです。都心部（中央、千代田、港区の一部）に限っていうと、平成20年度末時点で、
配電線の約87％は地中化しています。また東京23区では約45％、全社的には約10％を
地中化しています。場所ごとに地中化を進めたほうがいいところがあり、あるいは共
同溝の案件があると、ちょうどそのタイミングではコスト的にもメリットがあること
になります。
ただし、地中化して良いことと悪いことがあって、景観上は非常にいいのですが、
もし万が一何かトラブルがあったときに、当該箇所を特定するのが難しく復旧に時間
がかかるという可能性もあります。他方で、この間の震災のときなどは、地中化して
いたものは余り切れなかったということもあるとのことですが、一般論としては、復
旧するのに地点を特定したり、復旧作業をしたりという観点からいくと、地上のほう
がやりやすい。あとは、地中化するとコストが10倍ぐらいかかると言われます。
○質問者

私、鎌倉にいるのですけれども、鎌倉は古い町だから道が狭いのです。

土日になると車が動かないのです。動かないということは、排ガスをいっぱい出して
いるということで、若干関係ある。やはりヨーロッパ人というのは、どうしても景観
をとります。日本に帰ってきたときにいつも思うのです。電柱が多過ぎて、景観が余
り……
○質問者

電柱が多いとしても、電気の線以外に、通信線、ＣＡＴＶの線、有線放
26

送の線などいろいろな線が張ってありますので…。ちなみに、工事に関するお客さま
からの苦情をよく調べてみると他社設備のことだったという事例もあります。
○質問者

おもしろいものですね。

○質問者

東電さんは、 ＣＯ２問題でいろいろ消費者とかＮＧＯからやはりいわれ

ますか。さっきも消極的ではないかとか、太陽光とか、もっとその辺を支援すればい
いのにとかと相対するようなことを相変わらずいわれるのでしょう。
○穴山

そうですね。テレビの企画なども含めて、マスコミの扱いはある種の「役

割分担」を前提にされていると感じることも多くあります。
○質問者
○穴山

その場合、広報とか対外的な、こういう地道にやるしかないわけですか。
我々は誠意をもって語ることしかできませんが、記者さんにこういう話を

して一応納得いただいたかなと感じても、いざ記事になると「とにかく、高い目標を
掲げて頑張れ」のような精神論的なものになってしまったりすることがあります。
○質問者

法政大学の校歌の中に「蛍集めむ門の外濠」という一節があって、その

すぐ前に堀があるのだけれども、校歌ができた70～80年前は、そこの堀で蛍がとれた
はずなのです。うちには人間環境学部とかいろいろあるのだけれども、内堀の蛍再生
プロジェクトをやろうと思ったら、銀座支社に話に行けば可能性があるのですね（笑
い）。
○穴山

もしも正式なご提案があれば、当該箇所がご相談させていただくことにな

ろうかと思います。
○質問者

原子力について学生にいろいろ説明しても、やはりチェルノブイリであ

るし、そういうイメージがあるのです。高校時代から、昔行ったけれども、大きなコ
ンクリートがあってやはり気持ち悪い。なかなか難しい日本人の原子力というのを…
…やはり半分以上は反対なのです。原子力発電所の見学に行っても比率が変わらない。
○穴山

そういう学生さんには、では、本当に環境をどうしますかと問うべきでは

ないでしょうか。ご説明したように日本の電力量、消費量をみせて、かつ太陽光の発
電量をみせて、2020年の発電量をあなたが自由にプランしていいから供給構造を考え
てみなさいと。そうすると、日本じゅうの家の屋根を太陽光で埋め尽くして、それで
もまだ足りないというのがわかるのではないでしょうか。
○質問者

ゼミでも、太陽光だとか、バイオだとか、あっちなのです。原子力など

をやろうという感じではないからなかなか大変です。さっきの裏腹な、メディアも含
めてかもしれないけれども。
○穴山

ちなみに、日本のバイオは安定調達に課題があるようです。結局は海外産

になってしまうと、海外からわざわざチップを買って運んできて、それを発電所にま
ぜて燃やすということになってしまいます。
○質問者

25％削減ということは、24時間の４分の１ですから６時間分ということ

です。ということは、コンビニエンスストアも18時間しかオープンできないという規
制にして、６時間は必ず休まなければいかんというのをやらなければいかんというこ
とだと。だから、深夜営業はしてもいいけれども、そのかわり昼間休むとか、夕方休
むとか。
○質問者

そうでしょうね、業務だから。あと、大学も業務では大きいから、当然
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サーバーとかいっぱい使っているでしょう。大学なども相当出しているから。
○穴山

国立環境研究所の方などは、25％はできるということをテレビで説明して

いますが、先日の放送で「コンビニは夜休んでもらって…」というようなことを尐し
口にしたら、会場にいた人から「ええっ？」というような反応がありました。
○質問者

東京都でやる排出権取引というか、業務で一番多いのは東大か何かでし

ょう。あの ＣＯ２削減の業務というか、東大が一番使っているのだね。
○質問者

あそこはコンピュータをいっぱい使っているから。大変だというか、な

かなかうまく伝わらないですね。
○穴山
○質問者
○穴山

幾ら一生懸命いってもなかなか伝わりませんね。
みんな太陽光とか、そっちのほうに目が行っているわけでしょう。
ただ、我々も決してネガティブなわけではなくて、きょうは余りお話しし

ませんでしたけれども、「スマートネットワークとは」というような議論において、我
々は安定供給を重視する観点からは、先ほど申し上げたように不安定な電源である太
陽光をそのままつなぐと非常に課題が多いということで、対応策を考えています。風
力にしても、太陽光にしても、確かに日が照る時間など平滑化効果はあるのですが、
それにも限界があります。昼と夜とのギャップはありますし、電気が尐ないときにど
うするかというのがあって、冬の昼間、例えばお正月の１月２日とかは生産活動をほ
とんどしていませんし、家庭は使っていますけれども、皆さん電気を余り使わないわ
けです。
１年のうちで、ほとんど電気が使われないような日に晴天だったりすると太陽光の
電気が発電されてしまいますが、発電した電気は同じだけ使わないと周波数が乱れる
ので、本当に同じタイミングでうまく蓄電池からコントロールしながら、ぴったり合
うような蓄電池のマネジメントをしないといけません。あるいは、もし仮にその日に
何かがあって、電気を一斉に急に使うようなことがあったとします。たとえばどこか
で何か印象的な事故があって、一斉にみんながテレビをつけてみたというようなこと
があると、電気の使用量が急激にはね上がるので、はね上がったときに一瞬でもずれ
ると、最悪の場合は停電してしまうのです。なので、そのときは火力発電がもってい
る追随機能、それは瞬時に追随するように回転数を変えたりとかという機能なのです
が、その機能を活用することになります。
だから、火力発電を全部なくしてしまえという極論がよくあるのですけれども、ど
んなときでも品質維持用に火力発電というのは一定程度をもっていなければいけない
し、その際に火を焚くお釜を温めておかないと急に動かせないので、暖機運転用に最
低火力出力というものをもっていなければいけません。このため、最も電気を使わな
い日というのは、原子力を使って、最低限必要な火力を使って…などとやると需要量
を供給量が上回ってしまうので、ただでさえ厳しい状況のところへ、天候次第の太陽
光の電気が急激に上に乗っかってくると、余る分が変動的に極めて多くなってしまう
ことになります。その分を蓄電池にためるのですが、１月２日とかゴールデンウイー
クとかは平日でもたまってしまいますけれども、普通は土日にこのような現象 が起き
るので、土日に余った分を平日に使うというようなオペレーションで蓄電池を回して
いくことになるのです。その量は、尐ない時期になるとたまる量がどんどんふえてく
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るし、太陽光がどんどんふえてくるので、蓄電池に莫大な量をためていかなければい
けないことになります。その蓄電池をどこにだれが設置するかということが問題にな
りますが、とりあえずラフな試算だと７兆円かかるというのが、この前の研究会で出
した試算です。
では、蓄電池をつければそれで済むかというと、本当にそんなに大量につけてきち
んとマネジメントできるかどうか…などということは世界のだれも試したことがない
ので、きちんと実証する必要があります。よその国は割と鷹揚なところがあって、停
電が起きたらその時に考えればいい…みたいなところがあります。ヨーロッパなどで
も、最近になって、「風力をこんなにつないで大丈夫か」ということがＥＵの中の会議
で話題になってきたと聞きました。日本は心配性というか、先にそういう課題を当然
予想して、先もって議論しておこうということです。自由化議論のときもそうでした
が、今回もより導入量がふえてくると、ヨーロッパなどでも問題視する人が増えてく
るような気がします。
ただし、系統の性格上、日本よりは向こうのほうが問題が起きにくいと言われます。
向こうはメッシュ型のネットワークになっていますが、日本の場合は歴史的な発展の
経緯もあって、エリアごとに完結していなければいけないので、そのエリアの偏在が
出てくると課題が出る。そういう地理的な、あるいは歴史的な経緯の違いもございま
す。
○質問者

ＰＤＣＡを回していく中でのＣの部分ですけれども、こういうＣＳＲ活

動でいろいろな取り組みについても内部監査の対象にしたり、何か事故点検をやった
りとか、それはどのような取り組みですか。
○穴山

当社の場合はいろいろなレベルでのチェックがあるのですが、まず基本的

には自分の部署でチェックして自己評価するということがあります。例えばマネージ
ャーという仕事があるのですが、自分のグループのパフォーマンスについてチェック
して、フィードバックして、各人の成果の考課までを行います。こうしてメンバー全
員がミッションから目標に至るところを具体的に展開しているわけです。すなわち、
組織全体のミッションがあり、自分のグループのミッションがある中で、各個人はこ
のミッションについてこれをやりますというのを期初にまず目標として立てているわ
けです。期末、人によって半期ごとないし１年ごとにそのレビューをするわけですが、
そのときにここまでやりました、できました、これはできませんでしたというのを、
数値的な目標管理も含めてレビューをする。それを上司がみて、あるいは第三者評価
のように他グループの人で仕事にかかわりある人が評価するということも加味しつつ、
できた／できないというのを評価します。それを１次評価、２次評価とやっていって、
最終的には個人の評価がフィックスされる。
その個人の評価の集積が当然組織のパフォーマンスになりますから、その組織とし
てのパフォーマンスの管理は、例えば各部だったら各部長が各グループの達成度をみ
ますし、あるいは組織としてピラミッド型の本店があって、支店があって、支社があ
るというような、いわゆる目標を下達していってブレークダウンするような組織であ
れば、その目標の集約単位ごとに「できなかった→なぜだろう→それはこうしたほう
がいいのではないか」ということを検討していきます。例えば支社であれば、横断的
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に支社長が指導する場合もありますし、営業のラインで上位機関が下部機関に対して
目標未達の原因は何かと問うこともありますし、あるいは、厳格・適正処理のような
項目、例えばお金回りであるとか、社会的な倫理であるとか、そういったものに違反
しそうな行為がないかどうかというのは、監査のチェック項目で別途存在するので、
それぞれがチェックとレビューを果たします。例えば、金銭を扱うような部署は、金
銭についてきちんと厳格な管理をしているかとか、日ごろから個人情報を扱うところ
は、個人情報についておろそかにしていないかとか、そういうものはその本部のライ
ンの監査もありますし、当社の場合はそれとは別に業務品質維持・向上に関する部署
として品質・安全部という全社部門横断的な組織がありますけれども、こういうとこ
ろのチェックが入ります。あるいは個別には、例えば総務部の中に企業倫理をみてい
るグループがあるので、企業倫理について本当に適正にやっているかということを調
査して、違反があったら対処するということもあります。
従って、各部門がいろいろなクロスチェックをかけているということになります。
また会社経営全体については、世間では監査役が形骸化しているという声もあります
が、当社は日本の監査役協会の会長会社を務めるなどもあって、監査役がきちんと機
能している会社だと思います。
○質問者

取り組みの34ページにあるユーラスエナジーの風力発電のお話なのです

けれども、三重県にある青山ウインドファームというのをみに行ったことがあって、
そこでは風力発電の景観評価の問題があって、風景を壊すというので、結局20年ぐら
いの限定的な措置で中部電力がつくって、電力を売り終わったら全部壊すのだという
話を聞いた覚えがあるのです。こちらの運転開始予定は2010年になっていますけれど
も、つくったらそのままつくりっ放しなのですか。
○穴山

当該地点に関する細かい契約の話は承知していませんが、一般には、当面

は「○年まで」という有期の契約があって、その後については改めて協議なりオプシ
ョンなりという形態が多いのではないでしょうか。
最近では、景観問題もあるのですけれども、低周波、騒音の問題がマスコミで話題
になっていまして、「騒音についてどう思うか」というような質問の取材を受けること
もでてきました。いずれにせよ、きちんと地元のご理解を得るということが前提にな
ると思います。
○質問者

これはどっちから話をもっていかれたのですか。東電が河津町とか東伊

豆町に話をもっていったのですか。
○穴山

具体的な経緯は承知していませんが、一般論としては、基本的に地元が前

向きなケースが多いと思います。例えば、メガソーラーなども、ぜひやりたいとおっ
しゃる自治体さんもおられます。
○質問者

先ほどヨーロッパの話が出ましたけれども、ドイツの研究者と話をする

と、風力発電のサイトがふえ過ぎて景観がよくないので、これ以上つくりたくないと
いう意見も多いみたいです。まだ日本はそこまで行っていないですけれども。
お話を聞き漏らしたのかもしれないのですが、販売電力量の動きをみますと、バブ
ル経済崩壊後もかなり伸びていますね。15ページのところです。経済の動きなどと比
べますと、ＧＤＰは90年代以降そんなに伸びていないと思うのですけれども、それに
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対して販売電力量は90年代以降伸びています。この最大の要因というのは何なのでし
ょうか。
○穴山

経済成長に占める販売電力量の割合が伸びているということですね。

○質問者
○穴山

電力量が伸び続けているという。
それは電化が進んでいるからです。やはり社会全体は、ほかのエネルギー

に比べると電気を使うことが増えています。ＧＤＰ比でみると、一時期、オイルショ
ックの後、かなり節約してエネルギーの使用量が減るということはありましたけれど
も、基本的にエネルギー体の中では電気はふえるエネルギーなのです。皆さんの生活
を考えていただいても、より電気を使う方向に流れていくことが想像できるのではな
いでしょうか。これはオール電化が進むということばかりではなくて、例えば先ほど
コンピュータのデータセンターの話が出ていましたけれども、最近でもデータセンタ
ーなどは急激に伸びています。特に今のクラウド化というのは、結局、個々のＰＣで
みれば負荷は減っているかもしれませんが、メインホストのほうはクラウディングコ
ンピュータなっていくほど大きな負荷がかかっているので、今、ビジネスとしてデー
タセンターというか、コンピュータを置いておくビジネスが右肩上がりで伸びている
ようです。
グーグルが最近話題になっているのも、グーグル自身がそういうコンピュータを大
量に保有しているので、みずからエネルギーもマネジメントしたい、スマートネット
ワークでコントロールしたいという発想に立っているということも聞いたことがあり
ます。
○質問者

これ、電気自動車ともなると、ハイブリッドとかプラグインとかになる。

今いわれている比率でふえていくと、電力量はふえるわけですね。
○穴山

電力量自体は増えますが、電気自動車は消費量からみるとそんなに大量に

使うものでもないように思います。
○質問者

さっき、急速充電10分で60キロ走ると。あれは電力代は幾らぐらいかか

るのですか。
○穴山

例えば資料の44ページの試算条件の中に、ＥＶの燃費（電費）を載せてい

ますが、１キロワットアワーで10キロ走るとしていて、１キロワットアワーの単価が
22.86円なので、約20円で10キロ位です。
○質問者
○穴山

120円払えば60キロ。
そうですね。ガソリン感覚ではリッター 120円で60キロです。

○質問者

いいですよね（笑い）。

○質問者

ガソリンより安い。

○質問者

その急速充電の機械を既存のガソリンスタンドに置こうとかという話に

はならないのですか。
○穴山

ガソリンスタンドでそういう話もあるのですけれども、そのときに、仮に

満充電したとしても、電気代は 100円とか 200円なので、ガソリンスタンドが果たし
て高価な機械をそのために設置するかどうかという話で、それだけではビジネスモデ
ルにはならないと考えられています。
○質問者

だけれども、それは原油だって一緒で、原油を採掘してきたときはリッ
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ター10円だとか20円だけれども、間にマージンが乗っかって 120円になるわけだから、
さっきの計算でいうと、 120円の６倍走るのであれば 720円とってもいい。値づけの
問題とは別のような気がするけれども、マーケティングか……。
○穴山

家庭での充電もありますし、いずれにしても高い値段はとれないでしょう

というのがガソリンスタンド側の見方です。
○質問者

電気自動車とか、今、わんわん騒いでいるではないですか。あれはイン

フラだとか、充電のインターフェースの問題だとかいろいろあると思うのですけれど
も、どうですか。
○穴山

先ほど申し上げたように、インフラに過剰な期待をするのはよくないと思

うし、逆にいうと、インフラがなくても伸びるところは伸びるのだと思うのです。と
いうのは、１回試乗していただくとわかるのですけれども、ピュアＥＶは加速がすご
く良いので、踏み込むと一気に最高速度に上がるのです。あの快適感というか快感は、
車好きの人にも多分受けるのではないでしょうか。普通はアクセルを踏み込むと速度
が上がるまでに尐しラグ感覚があるのに、ＥＶは踏み込むと、いきなり最高トルクに
まで上がり、大きな加速感で一気に走れる気持ちよさがあります。また、エンジンで
はないので、静かです。たいへん静粛で、高級車並みに静かです。そういう意味では、
実際に乗ってみて気に入って買う人も結構いると思います。
あとは、助成がついていることと、世界の自動車メーカーがプラグインも含めて前
向きに取り組むと言い出しているので、戦略的に低価格にして売り出すことになるか
もしれないし、自動車の場合はボリュームが大きく生産のコスト低減効果ということ
も効いてくるかもしれません。
○司会者(洞口)

では、時間が大分超過しておりますので、きょうは詳細にわたる

お話をどうもありがとうございました。
○穴山

ありがとうございました（拍手）。
――了――

穴山悌三（あなやま・ていぞう）
東京電力株式会社企画部調査グループマネージャー
（肩書は講演時のもの）

※本ワーキングペーパーは２００９年度法政大学サステイナビリティ研究教育機構「サステイ
ナブルな社会システムデザインに関する研究」（人文・社会科学分野）の研究計画プロポウザル
として採択された研究課題「サステイナブルなバリュー・チェーン構築とグローバルＣＳＲの
探求」に関するサステイナビリティ経営研究会（代表・矢作敏行）における講演を再録した。
同研究会はイノベーション・マネジメント研究センターを活動拠点とした。
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ǋƷŵ
˂ƷᙹሁǛᙀܦƢǔˮፗƮƚǛॖƠƯƓǓŴᇹɤᎍᛐᚰǛႸႎƱƠƳƍǬǤȀȳǹ
૨Ტᙲ൭ʙưƸƳƘŴ˖ಅƕƳƢǂƖƱᎋƑǒǕǔϋܾǛᅆƢǋƷᲣưƋǓŴǇƨ
PDCAǵǤǯȫƷȞȍǸȡȳȈǷǹȆȠᙹưƸƳƍᲢᨥᙹҾకᲢDISᲣǑǓᲣŵ
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㪌

•

CO2ƷЪถႸƳƲŴૠ͌ႸƸਫ਼ƛƯƍǔƔŵᲢ25ᲟЪถƳƲƷࡅ
ႸǋƋǔƕᲣƦƷƨǊƷǢǯǷȧȳȗȩȳƸƋǔƷƔŵإԓƸŴႸ
ᚨܭǛƠƯƍǔƷƔŴʙࢸᚸ̖ǛƠƯƍǔƷƔŵ
CO2Јƴ᧙ƢǔႸƸŴЈเҥˮƷૠ͌ႸǛᚨܭŵ
ă ǵǹȆȊȓȪȆǣȬȝȸȈP32Ӌༀ
ƦƷ˂Ŵྶעภଡ଼҄ƴ᧙ƢǔਦǛᚨܭƠŴǢǯǷȧȳȗȩȳǛᚨܭŵ
ă ǵǹȆȊȓȪȆǣȬȝȸȈP29ᲢਦᲣᲦP30᳸45ᲢӕǓኵǈᲣӋༀ
ɥᚡǛԃǊŴਫ਼᠍ϋܾƴ᧙ƢǔႸᚨܭȷʙࢸᚸ̖ƸŴኺփሥྸǵǤǯȫƴѼԃŵ
ிʮᩓщǰȫȸȗ CSR૾ᤆ

ிʮᩓщǰȫȸȗƷᅈ˟ႎᝧ˓ƸŴǰȫȸȗኺփྸࣞƷܱྵưƋǓŴƦƷ
ிʮᩓщǰȫȸȗƷᅈ˟ႎᝧ˓ƸŴǰȫȸȗኺփྸࣞƷܱྵưƋǓŴƦƷ
ؕஜƸᩓൢǛܤμƴܭܤႎƴ̓ዅƢǔƜƱưƢ
ؕஜƸᩓൢǛܤμƴܭܤႎƴ̓ዅƢǔƜƱưƢ

ܤμƱԼឋƷᄩ̬ǛșȸǹƱƠƨᩓൢ
Ʒ̓ܭܤዅ
ᲢʙಅཎࣱǛ៊ǇƑƨǋƷᲣ

ʙಅǛૅƑǔμƯƷ૾ŷƱƷŴӑ૾Ӽ
ƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛᡫơƨᅈ˟ႎ
ȋȸǺǁƷࣖݣ
ᲢʙಅؕႴǛૅƑǔǋƷᲣ
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㪍

ᲢӋᎋᲣ࢘ᅈኺփྸࣞȷȓǸȧȳሁƱŴCSR૾ᤆƱƷ᧙̞ǛૢྸƠƨಒࣞ
ǰȫᶌȗƷנ܍ॖ፯ȷؕႴ
ƱƠƯƷ୍ᢄႎƳಒࣞ

ᬺᵴേ䈠䈱䉅䈱
ᬺᵴേ䈠䈱䉅䈱

ǰȫȸȗʙಅ
ƷఌࡁƴƋǔ
ᎋƑ૾

ʙಅѣƷƋǒ
Ǐǔޅ᩿ưॖᜤ
ƢǂƖᘍѣҾЩ
ʙಅѣƷșᶌǹ

ǰȫȸȗƱᅈ˟Ŵ
ӑ૾Ʒႆޒƴ
Ӽƚƨɶኺփ
૾ᤆ

䌃䌓䌒䈱ⷰὐ䈎䉌䈱ᢛℂ
䌃䌓䌒䈱ⷰὐ䈎䉌䈱ᢛℂ

ிʮᩓщǰȫȸȗ
ኺփྸࣞ

Ჽ૾ᤆ

ౕ⊛ข䉍⚵䉂㗄

ிʮᩓщǰȫȸȗ
˖ಅᘍѣঙᇘ

䊶ቯଏ⛎
䊶ᣇะ䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮

ኺփȓǸȧȳᲬᲪᲫᲪ

ᲢᲽƷžφ˳ႎƳӕǓኵǈʙſǛԃǉᲣ
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ᲢӋᎋᲣӲᢿᧉƱCSR᧙ᡲಅѦƷૢྸ
␠ 㐳

CSRᆔຬળ䋨ᆔຬ㐳䋺␠㐳䋩
CSR
ᆔຬળ䋨ᆔຬ㐳䋺Ᏹോ䋩
ਥ䈢䉎CSR㑐ㅪᬺോ

ਥ䈢䉎CSR㑐ㅪᬺോ

ਥ䈢䉎䍛䍡䍎䍖䍬䍷䍞䍼䍎

CSR⺞㆐ᣇ㊎╷ቯ䊶▤ℂ䊶ዷ㐿

ਥ䈢䉎䍛䍡䍎䍖䍬䍷䍞䍼䍎

ӕࡽέ

䉧䊋䊅䊮䉴䈮㑐䈜䉎㗄
ข✦ᓎળോዪᬺോ

ఇɼ

⾗᧚ㇱ

CSRᆔຬળോዪ
䊧䊘䊷䊃⊒ⴕᬺ
ో␠⸘↹䊶⺞ᩏ䊶✚

ӲᢿŴࢫՃ

࿖㓙ㇱ

ㅜ࿖⊒ዷ䈮⾗䈜䉎ᣉ╷

ⅣႺㇱ

CSRᆔຬળോዪ
ⅣႺ䈮㑐䈜䉎ᣉ╷䋨ᐢႎ
䉃)⸘↹䊶ታᣉ䊶▤ℂ

؏עᅈ˟Ŵ%54
ᚸ̖ೞ᧙Ŵݦؾ
ᧉܼŴ0)1ƳƲ

✚ว⎇ୃ䉶䊮䉺䊷

ੱ᧚⢒ᚑ⸘↹╷ቯ䊶ዷ㐿

䍚䍛䍡䍯ડ↹ㇱ

ᖱႎ▤ℂ䇮䍚䍛䍡䍯᭴▽ᬺ
ോ䋨ੱᖱႎ䇮CRM)

ӲᢿŴᅈՃ

⽼ᄁ༡ᬺᧄㇱ

⽼ᄁᚢ⇛䊶㘈ቴኻᔕ⸘↹䊶
▤ℂ

ܲ

Ȟǹǳȟ

㔚ജᵹㅢᧄㇱ

ో䊶ቯଏ⛎䈮⾗䈜䉎⸳
ో

؏עᅈ˟Ŵ᧙̞˟ᅈŴ
ӕࡽέ

᧙̞˟ᅈ

ේሶജ䊶┙ᧄㇱ

ේሶജ┙ၞᵹ䈮㑐䈜䉎
ᣉ╷䈱⸘↹䊶ዷ㐿

ᇌ؏עעŴᘍ

ᘍŴ؏עᅈ˟Ŵ
ఇɼȷ৲ܼŴ
ᅈՃŴ
KPVGTGUVITQWR

ຠ⾰䊶ోㇱ

䊥䉴䉪▤ℂ䇮ᬺോຠ⾰⛽ᜬ䊶ะ
䈮㑐䈜䉎ᣉ╷䈱⸘↹䊶ዷ㐿

⒁ᦠㇱ
ડ↹ㇱ

ᐢႎㇱ
㑐ㅪᬺㇱ

ᐢႎᚢ⇛⸘↹䊶ዷ㐿✚
㑐ㅪળ␠▤ℂ䋨CSRዷ㐿䋩

✚ോㇱ

ડᬺ୶ℂോዪ䇮IR,
ၞᷤᄖ䊶ᐢႎ䇮㒐ἴ

ഭോੱㇱ

␠ຬ䈮ኻ䈜䉎ᣉ╷⺞ᩏ䊶
⸘↹䊶ዷ㐿

ᅈՃ

ᮭ⠪▤ℂ
የἑᐢႎ⸘↹䊶ዷ㐿

ೌעᎍŴ؏עᅈ˟Ŵ Ἣജᬺᚲ䈭䈬䋩
Ȟǹǳȟ

ฦᐫᚲ

ᨥᅈ˟

ᅈՃ

ᅈՃ

ƓܲƞǇŴ؏עᅈ˟
䈍ቴ䈘䉁䇮ၞ䇮⸳ኻᔕ

䋨ᡰᐫ䇮ේሶജ⊒㔚ᚲ

↪ㇱ
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CSRƷӕǓኵǈƷƳƔưŴஜಅƱƷ᧙ᡲƷᡈƍǋƷŴஜಅƱƸᩉǕƯƍ
ǔǋƷŴƴƸƦǕƧǕƲƷǑƏƳ̊ƕƋǔƔŵ

žᩓൢſžǨȍȫǮȸſƱƷ᧙ᡲƕขƍѣƷʙ̊
ᘍሁƱᡲઃƠƨᵧ
ႾǨȍգᔎᵧǨȍȫ
ǮᶌᏋ᧙ᡲƕɼ

ᅕ߷ډჄᜩưžᲿ᳐ȑȈǫȸſܱᚰᚾ᬴Ǜ ڼჄൟǁࣱؾǛǢȔȸȫ
؉ᙱᨥܖٻƱǿǤǢȃȗƠƨŴႾǨȍգᔎѣሁ
ҘˊဋǨǳǷǹȆȠᲢᲽᲿᲣƷ୍ӏȷգႆǁƷңщ
އᎊʴž߹ܤׅμǵȸȓǹʙಅſ
ؾǨȍȫǮȸᜒࡈᲢЈЭಅᲣ᳸ྸᅹૅੲՃሁᣐፗʙಅ᳸
žʞᩢƾǕƋƍᅛǓſǁƷӋьǛᡫơƨؾȷǨȍȫǮȸྸᚐѣ

žǳȟȥȋǱȸǷȧȳſƷॖԛӳƍƕࢍƍѣʙ̊
ؾॖᜤƷգᔎᵧ
؏עʩ්ѣƕ
ɼ

ž൦ƱᮄƴᚃƠǉƾǕƋƍȇȸſƷܱ
ႆᩓನϋȓǪȈȸȗ

țǿȫƷƷૢͳ

ᗝƷᢊȗȭǸǧǯȈ
ž Switch! ǫȸ ſǛဇƠƨžЈЭᏋǤșȳȈſ
ᢌඥ࠼ٳދԓሁƷᨊӊѣ
ήᢿⶄ䊶ォタᱛ ᧲੩㔚ജ
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ƂᩓൢȷǨȍȫǮȸƃ


ѣ

Ӹ

ѣ᧓


ѣ

ϋ

ᅕࡃૅ߷ډ

ᅕ߷ډჄᜩưžᲿ᳐ȑȈǫȸſܱᚰᚾ᬴Ǜ ڼჄൟǁࣱؾǛǢȔȸȫ
ܱᚰᚾ᬴᧓Ჴ 2008࠰7உ11ଐ᳸2009࠰3உ31ଐ
ܾ

Ŧᅕ߷ډჄƕμƷᐯ˳ưИǊƯŴᲿ᳐ᲢɤᓛiMiEVᲣǛžᜩݑಅѦƴƓƚǔܱᚰᚾ᬴
ɲſƱƠƯݰλƢǔƴƋƨǓŴ࢘ᅈƕңщƠƨʙ̊ŵ
Ŧ࢘ᅈƸଏƴᅕ߷ډჄ࠻ǁᲿ᳐1ӨᲢǹȐȫR1eᲣŴ࣯ᡮΪᩓ֥1ӨǛ੩̓ƠŴᅕ߷ډჄƱ
Ჿ୍᳐ӏѣƷңщ˳СǛૢƑƯƖǇƠƨƕŴʻׅƷӕǓኵǈƸŴ࢘ᅈƕႆƠƨž࣯
ᡮΪᩓ֥ſǛဇƠƳƕǒŴჄϋƷʩᡫᜩݑಅѦǛᘍƏƜƱưŴᲿ᳐ȑȈǫȸƳǒƼƴ
࣯ᡮΪᩓ֥ႻʝƷܱᚰᚾ᬴ǛǔŴƱƍƏǋƷŵ
ŦௐƱƠƯŴൢǬǹǍᬳ᪦ǛЈƞƳƍᲿ᳐ȑȈǫȸƴ
ǑǔʩᡫӕዸƳƲƷಅѦƴࢼʙƢǔƜƱưŴჄൟǍԗǓ
ƔǒƷදႸǛෘƼŴᲿ᳐ƷࣱؾǛ࠼ƘǢȔȸȫƢǔƜ
ƱƕưƖǇƠƨŵ
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ѣ

Ӹ

ѣ᧓


ѣ

ϋ

Ҙᓶૅࡃ

㪈㪇

ဋૅᅈ

؉ᙱᨥܖٻƱǿǤǢȃȗƠƨŴႾǨȍգᔎѣሁ
2008࠰7உ᳸ዒዓɶ
ܾ

؉ᙱᨥܖٻƱǿǤǢȃȗƠƨžྶעภଡ଼҄᧸ഥſƴӼƚƨѣŵܖٻƷέဃƔǒƷžܖဃᢋƴ
˖ಅѣ˳᬴ǛƞƤƨƍƷƩƕŴ˴ƔƍƍǢǤȇǣǢƸƳƍƩǖƏƔſƱƷႻᛩƕƖƬƔƚŵ
܇ڡᬜˡᢿǋžCO2ȀǤǨȃȈܳᚕſ
ŦᇹɟžǈǜƳưถǒƦƏCO2ȀǤǨȃȈȗȭǸǧǯȈ2008ٰſ Ტ7/16᳸9/30Უ
ᲴܖဃᢋƴǑǔžCO2ȀǤǨȃȈܳᚕܱᘍۀՃ˟ſǛᇌƪɥƛŴ
ǭȣȳȑǹϋưƷѪᨼѣƸؕǑǓŴᐯ˳ǍܖఄŴӲŷƷ
ܱܼ˄ᡈŴᬜЭ؏עƳƲƴޒŵ
ௐƱƠƯŴ624ӸƷңщŴCO2ЪถƸ124.435kgŵ
ŦᇹʚžܖٻᅛưᩓൢᐯѣޒᅆſᲢ11/2᳸11/3Უ
ᲴܖٻᅛưƷžEVſޒᅆƕܖဃᢋƴǑǔ˖ဒưܱྵŵܖဃƷ˂Ŵ
ܖٻƷέဃŴ༵˟Ŵ؏עƷƓܲƞǇƳƲٻѬƷ૾ƴࠢ࠼Ƙ
ŵ
ŦᇹɤžǈǜƳưถǒƦƏCO2ȀǤǨȃȈȗȭǸǧǯȈ2008Ϥſ
ᲴٰƴࡽƖዓƖŴѪᨼѣǛޒŵᲢ11/2᳸3/31Უ

ʻ࠰ࡇǋŴCO2ȀǤǨȃȈܳᚕŴᒁஙƷౡᅛŴᜒؾ˟Ŵؾ
ǛȆȸȞƱƠƨȇǣǹǫȃǷȧȳƳƲŴܖဃᢋǛɶ࣎ƴ˖ဒƠŴ࢘
ᅈƸȗȭȇȥȸǹǛᆢಊႎƴޒŵ

ܖٻᅛưƷžᲿ᳐ſޒᅆŵ
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ிʮૅࡃ ࡈૅᅈ

ҘˊဋǨǳǷǹȆȠᲢᲽᲿᲣƷ୍ӏȷգႆǁƷңщ
2007࠰8உǑǓѣɶᲢңᜭ˟ᚨᇌƸ2008࠰4உᲣ
ܾ

Ŧ2008࠰1உƴŴҘˊဋғƸŴᣃϋ23ғИƱƳǔྶעภଡ଼҄ݣሊவ̊ǛСܭŵ
ʚᣠ҄໗እЈƷЪถႸ͌ǛᚨܭƢǔƱƱǋƴŴᡫѮȷᡫܖᎍƳƲǛԃǊƨғƴ᧙
ǘǔμƯƷʴƴؾᣐॾᘍѣǛ̟ƢˁኵǈưƋǔҘˊဋǨǳǷǹȆȠᲢˌɦŴCESᲣƷ
୍ӏȷգႆǛܭǊƨŵ
ŦǇƨŴCESǛ୍ӏȷգႆƢǔƨǊƷኵጢƱƠƯŴӷ࠰4உƴCESਖ਼ᡶңᜭ˟ᲢˌɦŴңᜭ
˟ᲣǛᚨᇌŵ31Ʒኵጢȷ̾ʴƕӋьŴࡈᜒؾǍޒؾƷ͵ŴଷƷȞǤሪȷǨǳ
ȐȃǰƷ̅ဇѰڜᲢȩȳȁǨǳǭȣȳȚȸȳᲣǍฌੈѣƷܱƳƲƷ̾ʴƷؾᣐॾ
ᘍѣƷ̟ᡶƷ˂ŴኵጢǛݣᝋƱƢǔؾᣐॾᘍѣƷˁኵǈᲢ؏ע༿ؾȞȍǸȡȳȈǷ
ǹȆȠᲣƷᢃփǛܱŵ
ᚨᇌᚡࣞǷȳȝǸǦȠ

ࡈᜒؾᲢȕǣȸȫȉȯȸǯᲣ

Ŧ࢘ᅈƸŴңᜭ˟ƷᚨᇌƷแͳڼ
ƔǒӋьƠƯƓǓŴྵנƸи˟
ᧈǛѦǊǔƱƱǋƴʙѦޅǁᅈՃ
ǛᢔƠŴʙಅƷ˖ဒŴᢃփƴң
щƠƯƍǔŵ
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ᒠ؉ૅࡃ

㪈㪉

൦ৎૅᅈ

އᎊʴž߹ܤׅμǵȸȓǹʙಅſ
2006࠰10உǑǓܱ
ܾ

ᲢᅈᲣଐᇌࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ƔǒƷȜȩȳȆǣǢᙲᛪƴǑǓŴࠊϋ˰נƷƻƱǓǒƠ᭗
ᱫᎍሁǛݣᝋƱƠƯ࣎ܤܤμƳଐࠝဃǛᢅƝƠƯƍƨƩƘƨǊŴ˂˖ಅŴ˳ׇƱσƴܼ
ދƷܤμໜ౨ǍफࣈՠඥŴ້ǁƷදॖԠƼƔƚሁƷѣǛܱŵ
ŨᩓൢᲢிʮᩓщȷ᧙ிᩓൢ̬ܤң˟Უ
ȷދϋᣐዴᚮૺŴᎰՃǛᘺƬƨᚴഖʙˑƷ᧸ഥŴᩓᢚૺೞӕǓ˄ƚѰڜ
ŨǬǹᲢிʮǬǹȷ᭗ןǬǹ̬ܤң˟Უ
ȷǬǹೞ֥ໜ౨ȷ༓ໜ౨Ŵ̓ዅᚨͳໜ౨ᲢțȸǹŴ̓ዅሥŴᛦૢ֥Ŵȡȸǿȸ
ሁᲣ
Ũଐᇌࠊෞ᧸ஜᢿȷӲෞ᧸ፙ
ȷෞ້֥ƷӕǓৢƍᛟଢਦݰŴ˰ܡဇ້ᜩ֥إᚨፗਦݰŴዬ࣯ᡫإǷǹȆȠӕৢਦݰ
ŨଐᇌȈȳǫȁƷ˟
ȷܼދໜ౨ᲢǫǮŴৎŴƢǓŴŴዡৎŴȆȩǹŴ൦ǕሁᲣ
è2006࠰10உ᳸2009࠰3உưŴࠊϋ23עғǛɟ߹Ტ251᠀ᚧբȷࡨǂ40ଐᲣ
ʻ࠰ࡇƔǒᇹ2ƱƠƯŴӲעғ8ӸᆉࡇǛႸƴࡨǂ23ଐᲢ184᠀ᲣƷᚧբǛᚘဒ
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ƂᩓൢȷǨȍȫǮȸƃ


ѣ

Ӹ

ѣ᧓


ѣ

ϋ

ᰦ້щႆᩓ

ؾǨȍȫǮȸᜒࡈᲢЈЭಅᲣ᳸ྸᅹૅੲՃሁᣐፗʙಅ᳸
ᙲᛪƴࣖơƯᢘܱܯᲢɦᚡƸŴ2008࠰12உ16ଐܱᲣ
ܾ

žഏˊǛਃƏʴǁƷྸૠᏋƷΪܱſƱžᅹܖ২ᘐƴ᧙ƢǔྸᚐƱॖᜤƷᣱſǛႸႎ
ƴᚘဒƞǕƨƷૼᙹʙಅžྸᅹૅੲՃሁᣐፗʙಅſƴңщƠŴഏɭˊޖƴݣƢǔؾ
ᏋૅੲѣǛܱƠǇƠƨŵ
ᲶݣᝋᎍᲸ ܖݱ5࠰ဃ

100Ӹ

Ჶϋ ܾᲸ
(1)ǘƨƠƨƪƷǒƠƱᩓൢ
᳸ᩓൢƷƖ
(2)ᩓൢƸƲƜƔǒஹǔƷᲹ
ׅ᳸ƠႆᩓೞሁƴǑǔႆᩓƷˁኵǈ
(3)ǨȍȫǮȸƱྶעภଡ଼҄
(4)ภଡ଼҄Ǜ᧸ƙƨǊƴ
(5)ʻଐƔǒǈǜƳƕưƖǔƜƱ
(6)ǇƱǊ
(7)ٽᨗᩓ൷ǛМဇƠƨ˺
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ѣ

Ӹ

ѣ᧓


ѣ

ϋ

㪈㪋

 ࡃૅྚؖବଐᢿૅᅈ

žʞᩢƾǕƋƍᅛǓſǁƷӋьǛᡫơƨؾȷǨȍȫǮȸྸᚐѣ
࠰ӋьᲢɦᚡƸŴ2008࠰11உ2ଐƷܱಒᙲᲣ
ܾ

Ŧؾբ᫆ǁƷॖᜤӼɥƓǑƼǨȍȫǮȸƴƭƍƯƷྸᚐǛขǊƯǋǒƏƨǊŴˌɦƷ
ѣǛܱŵ
ŨᩓൢᐯѣƷޒᅆ
Ũ້щႆᩓƷܱ
ŨׅƠႆᩓȷᩏႆဃ᬴ܱ֥ƴǑǔ᬴ܱ

ᩓൢᐯѣƷޒᅆ

້щႆᩓƷܱȷׅƠႆᩓሁƷܱ
᬴
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ƂǳȟȥȋǱȸǷȧȳƃ


ѣ

Ӹ

ѣ᧓


ѣ

ϋ

ஜᩓщ

ž൦ƱᮄƴᚃƠǉƾǕƋƍȇȸſƷܱ
࠰ܱᲢɦᚡƸŴ2008࠰8உܱƷಒᙲᲣ
ܾ

Ŧ࠰ŴٻထࠊϋƷ̬Ꮛᧈ࠰טኵƞǜǛਔƍƯŴඕ߷ƱᐯƴƾǕƯᚃƠǜưƍƨƩƘƨ
ǊŴ҅ܤɶᢿಅσӷኵӳƷңщǛࢽƯŴᮄƷ્්ƱƭƔǈӕǓǛܱŵ
ŦᝅƔưٶಮƳᐯؾǛܣǔƨǊƴŴ
ଐࠝƔǒᐯƷٻЏƞǛܖƿǂƘŴ
ٶƘƷႏƞǇƱݣᛅȷңƷӕǓኵǈ
ǛᡶǊƯƍƘƜƱǛɼაŵ
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ᅦᇹɟҾ܇щႆᩓ

ႆᩓನϋȓǪȈȸȗ

țǿȫƷƷૢͳ

2008࠰2உ᳸ӷ8உǇưᲢˌᨀŴ2009࠰ࡇǋܱᲣ
ܾ

Ŧ2உƔǒțǿȫဃऒǨȪǢưƋǔ߷ݱƷૢͳŴǯȬǽȳƷᆆౡŴƷࠇƖሁǛ્්ŵ
Ŧ5உŴžிʮᩓщᐯܖఄſƱƠƯŴעΨƷܖݱဃ33ӸƴǑǔțǿȫƷ࠷ᖓƷ્්ŵ
Ŧ6உɶକƔǒ8உڼǊǇưŴǛᄩᛐŵ
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ƂǳȟȥȋǱȸǷȧȳƃ


ѣ

Ӹ

ѣ᧓


ѣ

ϋ

Լ߷້щႆᩓ

ᗝƷᢊȗȭǸǧǯȈ
2007࠰5உǑǓዒዓܱ
ܾ

ŠѣƷƶǒƍȷϋܾ
žဃƖཋƨƪƱσဃưƖǔؾƮƘǓſǛȆȸȞƴŴٻᣃࠊưƸࠎݲƱƳǓƭƭƋǔᗝ
ƷဃऒؾƮƘǓƳƲᐯϐဃѣǛᡫơŴഏˊǛਃƏ܇ƲǋᢋƴԡǍᐯƷٻЏƞ
ǛˡƑǔƜƱƳƲǛႸႎƴǳȳǻȗȈƴѣ
Šφ˳ႎϋܾ
Լ߷ғϋƴžǸȣǳǦǢǲȏſƷ࠷ᖓƷᒬưƋǔžǦȞȎǹǺǯǵſǛౡఎƠŴဃऒ
؏Ǜ࠼ƛǔ
Šφ˳ႎௐ
2007࠰3உƔǒŴᗝƷᢊȗȭǸǧǯȈ˟ᜭƴЈࠗ
ӷ࠰5உƴŴՃӏƼңщ˟ᅈՃƴǑǓžǦȞȎǹǺǯǵſǛౡఎ
ŠʻࢸƷႸ
žǦȞȎǹǺǯǵſƕܭܤƠƯᏋƭǑƏᚇݑƠƯƍƘƱƱǋƴŴႆᩓನϋƷفౡǛ౨
᚛ƢǔƳƲŴԼ߷ғƱңƠƯȗȭǸǧǯȈƴңщƠƯƍƘ
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ѣ

Ӹ
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ѣ

ϋ

ிʮૅࡃ

㪈㪏

ฑૅᅈ

ž Switch! ǫȸ ſǛဇƠƨžЈЭᏋǤșȳȈſ
2006࠰ࡇǑǓܱ
ܾ

ŦฑૅᅈưƸŴɭဋғưܱƢǔᏋǤșȳȈƴžSwitch! ǫȸſǛ੩̓ƠŴ؏עƷ
૾ŷǁƷңщǛܱŵ
ŦƜƷӕǓኵǈƸŴɭဋғƕ2006࠰ࡇƴᘍƠƨžͤࡍƮƘǓਖ਼ᡶவ̊ſƷŴǛᡫơ
ƨͤࡍƮƘǓǁƷᆢಊႎƳӕǓኵǈƱƠƯŴ؏עƴ݅ბƠƨᏋѣǛਖ਼ᡶƢǔƴƋƨ
ǓŴғϋƷʴŷƕᨼǇǓǍƢƍғࢫɶࡊǍ؏עƷғൟǻȳǿȸŴܖٻƷǭȣȳȑǹƳ
ƲƷٳދưžЈЭƷᏋǤșȳȈſƷ͵
ƕ˖ဒƞǕƨƜƱƕƖƬƔƚŵ
Ŧ࢘ᅈƷᆆѣࡸIHǭȃȁȳưƋǔž Switch!
ǫȸ ſǛ੩̓ƠŴ؏עƷƷ૾ŷǍŴ
עΨƷǷǧȕƱǋɟደƴƳƬƯңщŵ
2008࠰ࡇƸᏋȕǧǢŴဃ፼ॹ၏ʖ᧸
ݣሊȕǧǢŴଯԧܖٻ܇ڡŴிʮҔၲ̬ͤ
ܖٻሁ8ሖư͵ƠŴͤμƳဃǁƷ
ƓˡƍƱƠƯӕǓኵǜưƍǇƢŵ
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ƂǳȟȥȋǱȸǷȧȳƃ


ѣ

Ӹ

ѣ᧓


ѣ

ϋ

፭ᬔૅࡃ

ٽဋૅᅈȷ᭗߃ૅᅈ

ᢌඥ࠼ٳދԓሁƷᨊӊѣ
࠰2ׅᆉࡇƷܱ
ܾ

ᲶٽဋૅᅈᲸ
᩷࠰ݲƷͤμᏋƴ᧙Ƣǔؾ҄ѣƷɟƱƯŴ2003࠰ࡇǑǓӲ࠰Ძ᳸ᲬׅᆉࡇŴ
ٽဋࠊŴٻඡထŴఘဃࠊŴࠊϋƷ࢘ᅈƓǑƼᣐᩓ௵ሁƴᢌඥƴਫ਼ЈƞǕƨ ٳދ
࠼ԓཋƷᨊӊѣǛܱŵ
Ჶ᭗߃ૅᅈᲸ
᩷࠰ݲƷͤμᏋƴ᧙Ƣǔؾ҄ѣƷɟƱƯŴ1999࠰ࡇǑǓ࠰ᲬׅŴ᭗߃ࠊ፭ᬔ
؏עᲢ፭ᬔထᲣɟόƷ࢘ᅈƓǑƼᣐᩓ௵ሁƴᢌඥƴਫ਼ЈƞǕƨ࠼ٳދԓཋƷᨊӊ
ѣǛܱŵ

᭗߃ૅᅈܱཞඞă
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ிʮᩓщưƸŴᩓൢᐯѣƷƨǊƷǤȳȕȩ࢟ᲢΪᩓǹǿȳȉŴȐȃ
ȆȪȸʩ੭ǹǿȳȉƳƲᲣƴӕǓኵǜưƍǔƔŵƲƷǑƏƳᢿޅƕŴƲ
ƷǑƏƳᚾǈǛڼƠƯƍǔƔŵ
୍ӏਘٻƴӼƚƨǤȳȕȩૢͳሁƴ᧙ƢǔɼƳӕǓኵǈƸˌɦŵ
࣯ᡮΪᩓ֥Ʒႆ
࣯ᡮΪᩓ֥Ʒႆ
10Ў᧓ư60kmឥᘍЎƷΪᩓƕӧᏡƱ
10Ў᧓ư60kmឥᘍЎƷΪᩓƕӧᏡƱ
ƳǔΪᩓ֥ǛႆƠŴܱᚰᚾ᬴Ǜܱŵ
ƳǔΪᩓ֥ǛႆƠŴܱᚰᚾ᬴Ǜܱŵ

ൟ᧓ᬟئƳƲƴƓƚǔ
ൟ᧓ᬟئƳƲƴƓƚǔ
ܱᚰᚾ᬴
ܱᚰᚾ᬴
ᣃϋӲעƷᬟئƳƲƴ࣯ᡮ
ᣃϋӲעƷᬟئƳƲƴ࣯ᡮ
Ϊᩓ֥ǛᚨፗƠŴᐯ˳Ǎ˂
Ϊᩓ֥ǛᚨፗƠŴᐯ˳Ǎ˂
˖ಅƱңưࣱᏡŴԼឋŴМ
˖ಅƱңưࣱᏡŴԼឋŴМ
ࣱ̝ƴ᧙ǘǔܱᚰᚾ᬴Ǜܱŵ
ࣱ̝ƴ᧙ǘǔܱᚰᚾ᬴Ǜܱŵ

ᅕ߷ډჄᜩƷžEVȑȈǫȸſܱᚰᚾ᬴ǁƷңщ
ᅕ߷ډჄᜩƷžEVȑȈǫȸſܱᚰᚾ᬴ǁƷңщ
ᜩݑಅѦƴƓƚǔܱᚰᚾ᬴ɲƱƠƯŴᅕ߷ډჄᜩǁEVƱ࣯ᡮΪ
ᜩݑಅѦƴƓƚǔܱᚰᚾ᬴ɲƱƠƯŴᅕ߷ډჄᜩǁEVƱ࣯ᡮΪ
ᩓ֥Ǜ੩̓ŵ
ᩓ֥Ǜ੩̓ŵ
ήᢿⶄ䊶ォタᱛ ᧲੩㔚ജ

㪉㪈

•

ؾȷǵǹȆȊȓȪȆǣƴ᧙ƢǔᄂᆮႆƸᘍǘǕƯƍǔƔŵƲƷǑƏ
Ƴᢿޅư ᄂᆮႆǛਃ࢘ƠƯƍǔƷƔŵငಅዮӳ২ᘐᄂᆮŴܖٻŴ˖
ಅƳƲƱƷᡲઃƴǑƬƯௐƕưƨʙ̊ƳƲƸƋǔƔŵ

২ᘐႆஜᢿ
২ᘐႆᄂᆮ

ႆᚘဒᢿ

ჷႎᝠငǻȳǿȸ

૰২ᘐǻȳǿȸ

ᩓൢƷӪ૰

࢘ᅈƷ২ᘐႆǛɼƴੋƢǔᢿፙᲦ350Ӹᆉࡇ
ǨȍȫǮȸኺฎǰȫȸȗ

ૠྸ২ᘐƳƲǛဇƠƨŴ࢘ᅈʙಅƷӓૅЎௌƓ
ǑƼȪǹǯሥྸ

ᩓѣਖ਼ᡶǰȫȸȗ

ᩓൢᐯѣƷࣱᏡӼɥŴኺฎࣱӼɥ

ྶעؾ২ᘐǰȫȸȗ

ྶע̬ؾμƷݣሊ২ᘐƓǑƼƦƷࢨ᪪ᚸ̖

ឬᩓݰ২ᘐǰȫȸȗ

ឬᩓݰƴ᧙Ƣǔ২ᘐ

ऴإᡫ̮২ᘐǰȫȸȗ

ǽȕȈǦǨǢ২ᘐƱᡫ̮২ᘐǛဇƠŴ%5ӼɥŴ
බɥщႆᩓ২ᘐǰȫȸȗ
ᚨͳᢃဇȷ̬μ᪃ૼ২ᘐ

බɥщႆᩓƴ᧙ǘǔ২ᘐ

Ўᩓเ২ᘐǰȫȸȗ

ЎᩓเƷኒወᡲኒ২ᘐƓǑƼʩႺ٭੭২ᘐ

ᡛ٭ᩓ২ᘐǰȫȸȗ

ᡛ٭ᩓǷǹȆȠ২ᘐǛဇƠƨŴᚨͳƷᢃ᠃ȷ̬
ܣȷᚨƷǳǹȈȀǦȳȷјྙ҄

ᩓщԼឋǽȪȥȸǷȧȳǰȫȸȗ

ƓܲƞǇƷᩓщԼឋᲢქᩓ˯ןɦŴ᭗ᛦඬƳ
ƲᲣǛӼɥƢǔǽȪȥȸǷȧȳ২ᘐ

ᣐᩓ২ᘐǰȫȸȗ

ᣐᩓǷǹȆȠ২ᘐǛဇƠƨŴᚨͳƷᢃ᠃ȷ̬
ܣȷᚨƷǳǹȈȀǦȳȷјྙ҄

ՠԼႆᇹɟǰȫȸȗ

ငಅဇЎȷಅѦဇЎƷᩓ҄ƴƭƳƕǔ২ᘐȷ
ՠԼ

ȒȥȸȞȳȕǡǯǿȸǰȫȸȗ

ᩓщᚨͳƷᢃ᠃ȷ̬ܣȷᚨƴ᧙ǘǔȒȥȸȞȳ
ȕǡǯǿȸ

ՠԼႆᇹʚǰȫȸȗ

ܼࡊဇЎƷᩓ҄ƴƭƳƕǔ২ᘐȷՠԼ

ᚨͳؕႴ২ᘐǰȫȸȗ

םஙȷሰ২ᘐǛဇƠƨŴǨȍȫǮȸʙಅƷਤ
ዓӧᏡƳႆޒ

ՠԼႆᇹɤǰȫȸȗ

ငಅဇȷಅѦဇȷܼࡊဇЎƷᩓ҄ƴƭƳƕǔ್
ૺႎƳ২ᘐƷᚸ̖ƓǑƼЎᩓเƷᚸ̖

᎑ᩗ২ᘐǰȫȸȗ

ᩓщᚨͳƷ᎑ᩗ২ᘐ

ࡑూཋǽȪȥȸǷȧȳ২ᘐǰȫȸȗ

්ᡫᚨͳᲢᡛ٭ᩓᲦᣐᩓᲣưႆဃƢǔࡑూཋϼྸ
২ᘐ

ೞǷǹȆȠ২ᘐǰȫȸȗ

ೞǷǹȆȠ২ᘐǛဇƠƨŴᚨͳƷᢃဇȷ̬
ܣȷᚨƷǳǹȈȀǦȳȷјྙ҄

ࡑూཋȪǵǤǯȫ২ᘐǰȫȸȗ

ငಅࡑూཋȪǵǤǯȫƴ᧙ǘǔǽȪȥȸǷȧȳ২
ᘐ

ኒወ২ᘐǰȫȸȗ

ᩓщኒወ২ᘐ

ȍȃȈȯȸǯǵȸȓǹ২ᘐǰȫȸȗ

ƓܲƞǇƱƷӳྸႎƳᡫ̮ȍȃȈȯȸǯನሰƴ᧙
Ƣǔ২ᘐ

᭗ᩓןȷዌጂ২ᘐǰȫȸȗ

᭗ᩓןȷራ২ᘐ

ᩓщᝪᔺǽȪȥȸǷȧȳǰȫȸȗ

ᩓ̟҄ᡶƴ࣏ᙲƳᩓ൷ဇ২ᘐƓǑƼᩓ൷
Ʒ୍ӏૅੲ

༏්ѣȷ්˳ನᡯ২ᘐǰȫȸȗ

༏්ѣȷ්˳ਰѣƷ᬴ܱᚐௌŴೞ֥ႆŴƓǑƼ
ನᡯஇᢘ҄
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ؾȷǵǹȆȊȓȪȆǣƴ᧙ƢǔᄂᆮႆƸᘍǘǕƯƍǔƔŵƲƷǑƏ
Ƴᢿޅư ᄂᆮႆǛਃ࢘ƠƯƍǔƷƔŵငಅዮӳ২ᘐᄂᆮŴܖٻŴ˖
ಅƳƲƱƷᡲઃƴǑƬƯௐƕưƨʙ̊ƳƲƸƋǔƔŵ

ʴƱᚨͳƷܤμȷᅈ˟Ʒ࣎ܤǛஇΟέƠŴᩓщƷ̓ܭܤዅǛᄩ̬Ƣǔ২ᘐႆ
ʴ៲ȷπᘌȷᚨͳƷܤμŴᅈ˟Ʒ࣎ܤज़ᣱŴᩓщƷ̓ܭܤዅᄩ̬ƱƍƬƨ২ᘐႆǛਖ਼ᡶƠƭƭŴ
ໜႎƴऴإႆ̮ƠƯƍƘƜƱưŴᅈϋٳƔǒƷ̮᫂ƷྒࢽǛႸਦƢŵ
ȷᡛᩓዴǮȣȭȃȔȳǰݣሊ২ᘐƷႆ
ȷிෙעᩗƷ᧙ிƴƓƚǔᧈԗעᩗѣʖย
ȷᢅӊƴႆဃƠƨעٻᩗƷᩗเȢȇȫƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷ᩼ನᡯƷࢨ᪪ǛᎋॾƠƨನᡯཋƷᘮܹेܭඥƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷᙲನᡯཋƷؕᄽನᡯƷᚨᚘඥƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷ˯໗እǹȆȳȬǹᥟƷᲽᲽȡǫȋǺȠ.ᄂᆮƷਖ਼ᡶ
ȷٻൢؾƴƓƚǔޓ૰ƷᏵݤԡᚸ̖

ȷࣖщᏵлǕᚸ̖ƱዜਤؕแǁƷᢘဇ
ȷᡛᩓዴƷᩑᢚǁƍ২ᘐƷᄂᆮ
ȷᣐᩓዴǁƷᩑએಮႻƷᚇย
ȷᩑએᩓ්Ʒཎࣱ৭੮ƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷᩓщဇᩓ܇ᡫ̮ೞ֥Ʒᩓᄬɲᇌࣱƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷݱᚑࡸۥFCSݰλƴӼƚƨኛܾ֥ϋ༏්ѣᚐௌ

ᧈႎƴǨȍȫǮȸǻǭȥȪȆǣǛᄩ̬ƠŴྶעؾǛǇǋǔ২ᘐႆ
ׅӓȷܭ২ᘐŴᩓൢᐯѣሁŴᅈ˟ƷਤዓӧᏡƳᧈƴӼƚŴؾСኖƴݣƠƯέᙸႎƴݣϼƢǔ
২ᘐႆǛਖ਼ᡶƠŴ˖ಅƷᅈ˟ႎᝧ˓ǛௐƨƢŵ
ȷȝȪǨȁȬȳȪǵǤǯȫǛМဇƠƨᩓዴȷǱȸȖȫƷႆ
ȷౕƷCO2ԈӓᏡщᚸ̖ᄂᆮ
ȷȈȩȃǯƷǢǤȉȪȳǰǹȈȃȗƴƢǔዅᩓǷǹȆȠƷႆ
ȷ᭗јྙ˳ᣠ҄ཋ࢟༓૰ᩓ൷Ʒᄂᆮ

ȷႆᩓೞȖȩǷǛȪǵǤǯȫƠƨǷȣȸȗᑵƷႆ
ȷЎᩓเ୍ӏƴࣖݣƢǔᣐᩓኒወನೞ֥Ʒᄂᆮ
ȷჽ໗໋ƷȪǵǤǯȫ২ᘐƷႆ
ȷIGCCƷᄂᆮ

ήᢿⶄ䊶ォタᱛ ᧲੩㔚ജ
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•

ؾȷǵǹȆȊȓȪȆǣƴ᧙ƢǔᄂᆮႆƸᘍǘǕƯƍǔƔŵƲƷǑƏ
Ƴᢿޅư ᄂᆮႆǛਃ࢘ƠƯƍǔƷƔŵငಅዮӳ২ᘐᄂᆮŴܖٻŴ˖
ಅƳƲƱƷᡲઃƴǑƬƯௐƕưƨʙ̊ƳƲƸƋǔƔŵ

ǨȍȫǮȸƷஇᢘǵȸȓǹǛ੩̓ƠŴᝤ٥ᩓщǛਏƢǔ২ᘐႆ
᭗ࣱᏡȒȸȈȝȳȗሁŴኒወᩓщМဇਘٻƷƨǊƷᩓ҄ਖ਼ᡶȷ᭗ࣱᏡՠԼƴ᧙Ƣǔ২ᘐႆǍŴƓܲƞǇ
ȋȸǺǛέӕǓƠƨǨȍȫǮȸǽȪȥȸǷȧȳƴ᧙Ƣǔ২ᘐႆǛਖ਼ᡶƠŴǨȍȫǮȸ᧓ᇤʗƴƪѨƭ
ƜƱǛႸਦƢŵ
ȷೞ֥Ʒქ˯᎑Ʒᛦ௹ӏƼݣሊ২ᘐƷǽȪȥȸǷȧȳ੩క
ȷʙѦȓȫဇ (200kWኢ) ٻNASᩓ൷ܱᚰᚾ᬴
ȷ˰ܡƷࣱؾȷМࣱ̝ӼɥƷƨǊƷӲᆔೞ֥ႆ
ȷܼᩓᙌԼƷࣱᏡᚸ̖

ȷ൦ᔛ༏ࡸᆰᛦǷǹȆȠƷᚨᚘૅੲȄȸȫႆ
ȷǪȸȫᩓ҄˰ܡƷႾǨȍࣱȷࣛᢘࣱƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷᩔᙲܼǨȍȫǮȸஇᢘ҄ǷǹȆȠႆ

Ҿ̖˯ถǍʙಅ᪸؏ਘٻƴǑǓŴӓႩࣱӼɥǛǔ২ᘐႆ
̓ዅǳǹȈƷ˯ถƴǑǓᇤʗщࢍ҄ƴƢǔ২ᘐႆǛਖ਼ᡶƢǔƱƱǋƴŴᩓൢʙಅưؔƬƨȎǦȏǦȷ
ᚨͳǛဇƠƯʙಅ᪸؏ǛਘٻƢǔƨǊƷ২ᘐႆǛਖ਼ᡶƢǔƜƱưŴǰȫȸȗμ˳ƱƠƯƷਤዓႎᧈȷ
ӓႩࣱӼɥǛǔŵ
ȷ᭗Ў܇ᙌ᎑ط᭗ןȩǤȳǹȚȸǵƷႆ
ȷ֥ן٭ϋᢿ્ᩓƷˮፗܭƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷCVǱȸȖȫƷዌጂᚮૺඥƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷ᭗ภឬᩓݰǱȸȖȫƷႆ

ȷעᩗᚇยᚡƴؕƮƘעɦನᡯਖ਼ܭƴ᧙Ƣǔᄂᆮ
ȷᩓщኒወǷȟȥȬȸǿƴǑǔኒወᚐௌ
ȷGISƷ᩼แඬƴݣƢǔዌጂཎࣱƴ᧙Ƣǔᄂᆮ

㪉㪋
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ᲢӋᎋᲣȈȩȃǯƷǢǤȉȪȳǰǹȈȃȗƴƢǔዅᩓǷǹȆȠƷႆ
ᢃᢿᧉưƷؾբ᫆ƷɟƭưƋǔǢǤȉȪȳǰƴǑǔٻൢ൲௨Ǎᬳ᪦բ᫆ᚐൿ
ǁƷӕǓኵǈŵ
ȈȩȃǯƴǨȳǸȳᬝѣƷǯȸȩȸƱƸКƴᩓщᬝѣƷǯȸȩȸǛᆢ᠍ƠŴƜƷ
ǯȸȩȸƴٳᢿƔǒᩓщǛ̓ዅƢǔǷǹȆȠǛႆŵ
ᒵࢫ˺ಅࢳƪŴ˞কŴ᧓ᛦૢƳƲǛႸႎƱƠƨǢǤȉȪȳǰܱئǛेܭƠŴഏƷᲮƭƷ
ᙲˑǛƨƢዅᩓǹǿȳȉǛႆ
ŦٳދМဇ
ᲢμͅټᲣ
Ŧܤμࣱ
Ტज़ᩓȷƍƨƣǒ᧸ഥᲣ
ŦМဇᎍᛐᚰ
ᲢМဇ૰ࣉӓᲣ
Ŧ୍ӏƠǍƢƞ
Ტ̖Ŵ̅ƍѨሁᲣ

ǢǤȉȪȳǰ

ኒወᩓщ̅ဇ

Ъถ

Ъถྙ

CO2Ј

4.09kg

0.95kg

3.14kg

76.8%

NOᳲЈ

28.55g

0.75g

27.80g

97.4%
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ᲢӋᎋᲣٻNASᩓ൷ƷႆƱŴࣱᏡ౨ᚰƷܱ
ᤲᩓ൷ƴൔǂƯǨȍȫǮȸᝪᔺ݅ࡇƕኖᲭ̿᭗ƘŴǳȳȑǯȈƳᩓщȪǦȠᲧᄑ
᰾ᩓ൷ᲣſƷᄂᆮႆǛ1984࠰ࡇƔǒଐஜǬǤǷᲢఇᲣƱσӷưڼŵ
ᙲእ২ᘐႆŴҥᩓ൷ȷȢǸȥȸȫᩓ൷ƷႆሁǛኺƯŴ2001࠰ᲱஉƴɭမưИ
ǊƯᩓщᝪᔺဇᩓ൷Ʒܱဇ҄ƴыŵ
Ƴǔܱဇ҄ƴӼƚƨ౨ᚰƷɟƱƠƯŴٻNASᩓ൷ƷࣱᏡᚸ̖Ǜɶ࣎ƴᄂᆮ
ǛܱŵཎƴŴʙѦȓȫሁƷƓܲƞǇƕȓȫϋƴᚨፗƢǔƜƱǛेܭƠƨ
200kWኢNASᩓ൷ǷǹȆȠǛ২ᘐႆஜᢿᇹ2ᄂᆮϋƴᚨፗƠŴNASᩓ൷Ʒɦ
ᚡǛɶ࣎ƴࣱᏡ౨ᚰǛܱŵ
ȷ ǷǹȆȠೞᏡ౨ᚰ
ȷ Ϊᩓ૾ඥƷ౨ᚰ
ȷ ᧈᢃ᠃ཎࣱᚸ̖
NASᩓ൷ǷǹȆȠƷɼƳཎᧈ
ŦᩓщƷᒵแ҄ᲢᔛᩓăȔȸǯ્ᩓᲣ
ŦᩓเƷ᭗̮᫂҄Ტ᩼ࠝဇᩓเሁᲣ
ŦᧈݤԡȷȡȳȆȊȳǹȕȪȸ
ŦǳȳȑǯȈᲢᤲᔛᩓ൷Ʒ1/3Ʒᚨፗ᩿ᆢᲣ
ŦؾᒵƷ˯ถᲢ༓ǛˤǘƳƍᲣ
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ᲢӋᎋᲣIGCCȷCCSƳƲƴǑǔCO2ЈݣሊᲢ҄ჽ༓૰МဇƷ᭗јྙ҄Უ
ჽ໗້щႆᩓƸŴƕƷǨȍȫǮȸ̓ܭܤዅ᩿ƔǒǋࡽዓƖᙲƳᩓเŵ
CO2ЈݣሊưƸIGCCȷCCSȷȐǤǪȞǹƳƲƷ২ᘐƴǑǔᚐൿǛႸਦƢŵ
ჽ໗Ǭǹ҄ᙐӳႆᩓᲢIGCCᲣ
ჽ໗Ǭǹ҄ᙐӳႆᩓ(IGCC:Integrated
ჽ໗Ǭǹ҄ᙐӳႆᩓ(IGCC:Integrated coal
coal
Gasification
Gasification Combined
Combined Cycle)ƸŴჽ໗Ǜӧ
Cycle)ƸŴჽ໗Ǜӧ
༓ࣱǬǹƴ᠃੭ƠŴƦƷǬǹǛဇƍƯǿȸ
༓ࣱǬǹƴ᠃੭ƠŴƦƷǬǹǛဇƍƯǿȸ
ȓȳǛׅƢᙐӳႆᩓǷǹȆȠưŴႆᩓјྙ
ȓȳǛׅƢᙐӳႆᩓǷǹȆȠưŴႆᩓјྙ
ƕࢼஹǑǓኖ2лӼɥŵ
ƕࢼஹǑǓኖ2лӼɥŵ
ྵנѸஹƷܱᚰȗȩȳȈưࣱᏡᄩᛐᚾ᬴ɶŵ
ྵנѸஹƷܱᚰȗȩȳȈưࣱᏡᄩᛐᚾ᬴ɶŵ
CO2Ўᩉׅӓȷᝪသ২ᘐᲢCCSᲣ
ЈƞǕǔCO2ǛעɶƳƲƴᝪᔺƢǔ২ᘐŵ
ЈƞǕǔCO2ǛעɶƳƲƴᝪᔺƢǔ২ᘐŵ
ᙹݱ᬴ܱȗȩȳȈƴǑǔCO2ׅӓ২ᘐƷ
ᙹݱ᬴ܱȗȩȳȈƴǑǔCO2ׅӓ২ᘐƷ
ᄂᆮƴӕǓኵǉƱƱǋƴŴႆᩓƱCCSǛ
ᄂᆮƴӕǓኵǉƱƱǋƴŴႆᩓƱCCSǛ
ኵǈӳǘƤƨǷǹȆȠƷᛦ௹ȷᄂᆮǛڼŵ
ኵǈӳǘƤƨǷǹȆȠƷᛦ௹ȷᄂᆮǛڼŵ
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ᲢӋᎋᲣ᳂᳐ᲢUltra High VoltageᲣ২ᘐƴǑǔ҄ჽ༓૰МဇƷ᭗јྙ҄
55ɢᡛᩓዴƴൔǂŴᡛᩓȭǹǛኖ1Ჩ4ƱƢǔ110ɢƴǑǔឬ᭗ןᡛ٭ᩓ২ᘐŵ
࢘ᅈӏƼଐஜƕ1970࠰ˊƔǒᄂᆮႆǛᘍƍŴஜ࠰5உƴแᩓןƕᨥᙹ҄ŵ
ʻࢸŴ᧙ᡲ২ᘐǍᙌԼƷᨥแ҄ƱŴƦǕǒǛᡫơƨᨥᝡྂƕᙸᡂǇǕǔŵ
• ᄖ䈱㪋㪊㪇㫂㫄䈱䊦䊷䊃䋨⿒䋩䈏䇮
㪬㪟㪭⸳⸘ㅍ㔚✢

ᡛᩓዴȫȸȈૠƷЪถ

ᡛᩓȭǹƷ˯ถ

East-West Ro ute
240km [1999]

550kV : 3ȫȸȈ࣏ᙲ
ą 1ȫȸȈưᡛᩓӧᏡ

550kVƴൔǂŴȭǹƸኖ1Ჩ4

Minami-Iwaki

࿖㓙⽸₂䈱

North-South Route
190km [1993]

NishiGunma

HigashiGunma

Shin-Imaichi

ർ੩
䃁

䌕䌈䌖䋱࿁✢ᵹ䊌䉟䊨䉾 䊃
䊒䊨䉳䉢䉪 䊃䋺 㪍㪋㪌㫂㫄
㪉㪇㪇㪍ᐕ㪏⌕Ꮏ
㪉㪇㪇㪐ᐕ㪈ㆇォ㐿ᆎ

Tokyo
HigashiYamanashi

᧲ධ
ධ㓁

᧲ධᄌ㔚ᚲ

⨳㐷

ㅍ㔚✢䋨㤛ᴡᮮᢿ䋩
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ᲢӋᎋᲣබɥщႆᩓƷܱဇ҄ƴӼƚƨŴܱᚰᄂᆮ
ǘƕƷщႆᩓƴƭƍƯƸŴᨕɥƸᬳ᪦բ᫆ǍŴඞƕǑƍ؏עƕᨂܭƞǕǔ
ƳƲƷᛢ᫆ƕƋǔƜƱƔǒŴබɥщႆᩓƷଔܱဇ҄ƕஓǇǕƯƍǔŵ
࢘ᅈưƸŴҘᓶჄ᥅ࠊ܇ưžබɥඞᚇยǷǹȆȠܱᚰᄂᆮſǛᇌܖٻඥʴி
ʮܖٻƱӳӷưܱŵබɥщႆᩓ২ᘐƷᄩᇌƴӼƚŴᚇยȷᛦ௹Ǜਖ਼ᡶŵ
30

⏥ၔᴒ
᷹ⷰ୯
䊪䉟䊑䊦ㄭૃ୯

₸ 䋨䋦䋩

25
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㘑 ㅦ 䈏 ㅦ 䈇ഀ ว 䈏ᄙ 䈇
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බɥ
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㘑ㅦ㓏⚖ 䋨 m/sec 䋩
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ᐢ㊁Ἣജ
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ᩓൢʙಅ
ᩓൢʙಅƷ˯໗እᅈ˟ನሰƴӼƚƨӕǓኵǈ

22࠰1உ13ଐ

íᲨྶעภଡ଼҄բ᫆Ǜ߹ǔྵཞ
îᲨᩓൢʙಅƷ˯໗እᅈ˟ನሰƴӼƚƨӕǓኵǈ
ïᲨൟɼηೌɦư౨᚛ɶƷؾሊƷࢨ᪪

22࠰1உ13ଐ

ૺᙐᙌȷ᠃᠍ᅠഥ

ிʮᩓщఇࡸ˟ᅈ

1

íᲨྶעภଡ଼҄բ᫆Ǜ߹ǔྵཞ

ٻൢɶ
ٻൢɶCO2ຜࡇȷ҄ჽ༓૰ឪ׆ƷCO2ЈƷਖ਼ᆆ

í î ï

ငಅ᪃ԡˌᨀŴ ҄ჽ༓૰ᲢჽŴჽ໗ŴǬǹᲣƷ༓ƴǑǔʴໝႎƳCO2Ј
ƕفьŵƜǕƴˤƍŴٻൢɶƷCO2ຜࡇƕɥଞ

ᲢදᲣׄਾʞλƷ᧙̞ưӳᚘ͌ƕӳǘƳƍئӳƕƋǔ
22࠰1உ13ଐ

ૺᙐᙌȷ᠃᠍ᅠഥ

ƂЈχƃᩓൢʙಅᡲӳ˟țȸȠȚȸǸǑǓ˺

2

ிʮᩓщఇࡸ˟ᅈ

íᲨྶעภଡ଼҄բ᫆Ǜ߹ǔྵཞ

í î ï

19ɭኔƔǒƷɭမƷൢภƷɥଞͼӼ
ɭኔƔǒƷɭမƷൢภƷɥଞͼӼ
100࠰᧓ưɭမרൢภƸ 0.74éɥଞ
இᡈ50࠰᧓ƷภࡇɥଞƷͼӼƸŴᢅӊ100࠰᧓ƷͼӼƷǄǅ2̿ƴႻ࢘
ภଡ଼҄ƸଏƴឪƜƬƯƓǓŴʴໝឪเƷภܴјௐǬǹƷفьƕƦƷҾ׆
ערɥൢภᲢ1961᳸1990࠰ƷרൢภƱƷ͞ࠀᲣ

ЈχᲴ IPCCᇹ4ഏإԓ
ؾႾHPǑǓ
22࠰1உ13ଐ

ૺᙐᙌȷ᠃᠍ᅠഥ

ிʮᩓщఇࡸ˟ᅈ

3

íᲨྶעภଡ଼҄բ᫆Ǜ߹ǔྵཞ

í î ï

ଐஜƷภܴјௐǬǹЈƷਖ਼ᆆ
ଐஜƷภܴјௐǬǹЈƷਖ਼ᆆ
ᗡүೞƷࢨ᪪ƴǑǔ2008࠰ࡇࢸҞƷ࣯ນƳൢࢸᡚƴˤƏǨȍȫǮȸᩔᙲถݲ
ƕЈƷถݲƴٻƖƘࢨ᪪
Ҿ܇щႆᩓƷМဇྙǛ84.2ᲟèƱˎܭƢǔƱŴ2008 ࠰ࡇƷภܴјௐǬǹƷዮ
ЈƸؕแ࠰ൔưŢ3.1%ƱᚾምƞǕǔᲢè1998 ࠰ࡇܱጚᲣ
ЈᲢႊɢȈȳ-CO2Უ
1,400
14

1,374

Ҿ܇щႆᩓƷМဇྙƕ
84.2%ưƋƬƨƱˎܭƠƨئӳ

1,300
13

4.8% 2.8%

5.0%

2.3%
3.1%

2.5ᲟƷЈ
Ъถƕ࣏ᙲ

1,286
1,286

5.1%

1,261

ʮȡǫᲠ
ౕݣሊ
Ţ5.4Ჟ

Ҿ܇щႆᩓƷМဇྙ
84.2ᲟǛˎܭƠƨئӳ
ؕแ࠰ൔŢ3.1%

1,200
12

1,100

11

1
1990

Ƃؕแ࠰ƃ
è

2000
2

2001
3

2002
4

2003
5

6
2004

7
2005

8
2006

2007

1,186
ؕแ࠰ൔ
Ţ6Ჟ

࠰ࡇ
11
ʮᣃᜭܭЪถኖள
Ƃ2008᳸2012࠰ƃ

2008
Ƃᡮ͌إƃ

ؾႾ إᢊ૰(2009࠰11உ11ଐ) ž2008࠰ࡇᲢ20࠰ࡇᲣƷภܴјௐǬǹЈᲢᡮ͌إᲣƴƭƍƯſǑǓ˺
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ଐஜƷ
ଐஜƷCO2ЈƷᢿᧉКਖ਼ᆆ

ငಅᢿᧉƸŴଐஜኺׇᡲƷᐯɼႎӕኵǈሁƴǑǓŴ1990࠰ࡇൔȞǤȊǹưਖ਼ᆆ
ᢃᢿᧉƸŴ༓ᝲોծǍཋ්јྙ҄ሁƴǑǓŴ2001࠰ࡇˌᨀŴถͼݲӼ
ൟဃᲢܼࡊȷಅѦᲣᢿᧉƸŴᡈ࠰فьͼӼŵܱјࣱƷƋǔݣሊƕ࣯Ѧ

ʮᣃᜭؕܭแ࠰ࡇˌᨀƷᢿᧉК%1ЈƷفถਖ਼ᆆ


+38.8%

ൟဃᲢܼࡊȷಅѦᲣᢿᧉ


Ტ404ႊɢt-CO2Უ



ᢃᢿᧉ



+8.5%


Ტ236ႊɢt-CO2Უ



Ţ13.0%





ငಅᢿᧉ
Ტ420ႊɢt-CO2Უ


è

















ؾႾ إᢊ૰(2009࠰11உ11ଐ) ž2008࠰ࡇᲢ20࠰ࡇᲣƷภܴјௐǬǹЈᲢᡮ͌إᲣƴƭƍƯſǑǓ˺
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ଐஜƷ
ଐஜƷCO2ЈƷᢿᧉКϋᚪ

ᩓൢʙಅƷCO2ЈƸŴଐஜμ˳Ʒኖ1/3
இኳᢿᧉКCO2ЈƷ4лࢊƕငಅᢿᧉŵᢃᢿᧉŴಅѦᢿᧉƸƱǋƴኖ2лŵ
ܼࡊᢿᧉƸ14%
ŠଐஜƷCO2ЈᲢ2008࠰ࡇᡮ͌إᲣᲴኖ12Ε1,600ɢȈȳ
ᲶஇኳᢿᧉКƷЈƷлӳᲸ

ᲶӲᢿᧉƷႺƷЈƷлӳᲸ

èᩓൢʙಅᎍƷႆᩓƴˤƏЈሁǛ
ᩓщෞᝲሁƴࣖơƯஇኳᩔᙲᢿᧉƴᣐЎƠƨࢸƷлӳ

ࡑూཋ2%

ಅȗȭǻǹ
4%

ࡑూཋ2%

ಅȗȭǻǹ
4%

ಅѦ
ƦƷ˂ᢿᧉ
8%
ܼࡊᢿᧉ
5%

ᩓൢʙಅ
32%

ಅѦƦƷ˂ᢿᧉ
19%

ᢃᢿᧉ
ᲢᐯѣȷᑔᑑሁᲣ
19%

ငಅᢿᧉ
34%

ܼࡊᢿᧉ
14%

ǨȍȫǮȸ᠃੭ᢿᧉ

ငಅᢿᧉᲢئሁᲣ
28%

ǨȍȫǮȸ
᠃੭ᢿᧉ
6%

ᲢᩓൢʙಅǛᨊƘᲣ

ᢃᢿᧉ
19%

2%

ƂЈχƃؾႾțȸȠȚȸǸᲢ2008࠰ࡇภܴјௐǬǹЈᡮ͌إᲣ
22࠰1உ13ଐ
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ʮᣃᜭܭƷಒᙲ
ʮᣃᜭܭƷಒᙲ
ʮᣃᜭܭᲢ1997࠰ƷCOP3èƴƯ৸ᲣƴƓƍƯŴέᡶƴݣƢǔКƷภܴ
јௐǬǹƷЪถႸǛᚨܭᲢଐஜƸ2002࠰ƴϱᲣ
–
–
–
–

ݣᝋǬǹᲴCO2ŴȡǿȳŴˊஆȕȭȳƳƲƷ6ƭƷภܴјௐǬǹ
Ⴘ࠰ഏᲴ2008᳸2012࠰Ტ5࠰᧓Უ
ؕแ࠰ഏᲴ1990࠰
КႸᲴଐஜŢ6ᲟŴŢ7ᲟŴEUŢ8ᲟሁᲢέᡶμ˳ưƸኖ5%ЪถᲣ

ᲶέᡶӲƷЪถႸᲸ
+10

ȎȫǦᶃᶌ

Ţ6

ȋᶇᶌǸᶌȩȳȉ

Ţ6

d0

ȭǷǢ

Ţ7

ǫȊȀ

ଐஜ

Ţ8

ȏȳǬȪᶌ

Ţ5
Ţ8

Ţ6



ǹǤǹ

έᡶ
'
7

d0

+1

ǪᶌǹȈȩȪǢ

ƸʮᣃᜭܭƔǒᩉᏮᲢϱƤƣᲣ

ǢǤǹȩȳȉ

+8

(%)
12
10
8
6
4
2
0

1990࠰ࡇƷ
ЈǛǼȭ
ƱƢǔ

-2
-4
-6
-8
-10

èൢͅ٭ѣኵǈவኖᇹ3ׅዸኖ˟ӳ
22࠰1உ13ଐ
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ʮᣃᜭܭƷᛢ᫆ƱȝǹȈʮᣃƷᜭᛯ
ʮᣃᜭܭƷᛢ᫆ƱȝǹȈʮᣃƷᜭᛯ
ʮᣃᜭܭƷᛢ᫆
¾ ɭမƷCO2ЈƷ1/5ǛҩǊǔƸʮᣃᜭܭǛᩉᏮŴǇƨŴᡦɥ
ᲢɶሁƷٻЈǋԃǉᲣƸЪถ፯ѦƕƳƘŴǫȐȸྙƸኖ3л
¾ 2007࠰᳸2035࠰ǇưƷɭမƷCO2ЈفьƷϋŴᡦɥЎƕኖ9л(94Ჟ)
2013࠰ˌࢸƸŴȷɼᙲᡦɥǋӋьưƖǔኵǈƷನሰƕᙲ
ᲶCO2ЈᙸᡫƠᲢʚᣠ҄໗እ੭ምᲣᲸ

ᲶʮᣃᜭܭƷCO2ЈǫȐȸྙᲸ

ੑ㉄ൻ⚛឵▚㪈 㪇 ం䊃䊮

45

25

2006࠰
ɶ
20.2%

15

17%

ỴἊỴ

22%
46%

5

ỴἊỴ

37%

2007࠰
107ΕἚὅ
Ḷ
2035࠰
191ΕἚὅ
(1.8̿)ف

2035

1971

2007

0

ᴍ ᴈ ᴕ ᴜ ᴯ ᴰ ᴉ ଐஜ ᴎ ᴝ ᴘ ᴶ ᪡
1.4% 4.3% 1.9% 1.7%

ɭမ
2007࠰
288ΕἚὅ
Ḷ
2035࠰
415ΕἚὅ
(1.4̿)ف

16%

҅

10

䉟䊮䊄
4.5%

11.6%

Ẹỉ˂

21%

߸

23%

1990

Ჿ  15

18%

20

1980

ኖ 280ΕȈȳ

ȭǷǢ
5.7%

Ъถ፯ѦǛƏ
ƷЈƸμ
˳Ʒኖ3л

288ం䊃䊮

30

᧲᰷ઁ
4.4%

ኖ30%

127ం䊃䊮Ⴧ

35

CO2Ј

415ం䊃䊮

2030

ɶி
4.6%
ɶҤ
5.0%

339ం䊃䊮

40

☨࿖
20.3%

2020

䈠䈱 ઁ
11.3%

2010

ǢȕȪǫ
3.1%

ƂЈχƃǢǸǢᲩɭမǨȍȫǮȸǢǦȈȫȃǯ2009ᲢଐஜǨȍȫǮȸኺฎᄂᆮᲣ

ƂЈχƃCO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION 2008edition
22࠰1உ13ଐ
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ǢǸǢƷ
ǢǸǢƷCO2ЈƷݩஹᙸᡫƠ
ჽ໗ෞᝲƷفьƴˤƍŴɶŴǤȳȉƷCO2ЈƸٻƖƘفь
2035࠰ƴƸɶŴǤȳȉƷЈƸǢǸǢμ˳Ʒኖ7лǛҩǊǔ
20

191ం䊃䊮

ੑ㉄ൻ⚛឵▚㪈 㪇 ం䊃䊮
ᵐᵎᵎᵕ῍ᵐᵎᵑᵓ࠰ỉفь

4

15

45%

ɶ

24%
ỶὅἛ

84ం䊃䊮Ⴧ

3

2
䂥 0.2
ଐஜ

26%

34%

˂ỴἊỴ

107ం䊃䊮

10

20%

Ẹỉ˂ỴἊỴ

5%

ଐஜ

18%

ɶ

51%

56%
2035

2030

2020

2010

2007

1990

1980

0
1971

2007࠰
60ΕἚὅ
Ḷ
2035࠰
98ΕἚὅ
(1.6̿)ف
ỶὅἛ

ỶὅἛ

11%
13%

5

ɶ

2007࠰
14ΕἚὅ
Ḷ
2035࠰
34ΕἚὅ
(2.4̿)ف

ƂЈχƃǢǸǢᲩɭမǨȍȫǮȸǢǦȈȫȃǯ2009ᲢଐஜǨȍȫǮȸኺฎᄂᆮᲣ
22࠰1உ13ଐ
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COP15ƷɼᙲᛯໜƱଐஜƷǹǿȳǹ
ƷɼᙲᛯໜƱଐஜƷǹǿȳǹ
ᲶCOP15ƷɼᙲᛯໜᲸ
¾ ɭမμ˳ƷᧈႸ
¾ έᡶƷɶႸ
¾ ᡦɥӼƚƷ২ᘐᆆ᠃Ŵ
¾ ႸƷȢȋǿȪȳǰǷǹȆȠ

¾ ᡦɥƴǑǔภଡ଼҄ݣሊƷᘍѣᚘဒƷႇ

ଐஜƷǹǿȳǹ
z
z
z
z
z

Ტ9/22 ᡲȏǤȬșȫ˟ӳ ᯕޛᛟǑǓᲣ

έᡶƸŴྙέƠƯЈЪถƴѐǊǔ࣏ᙲ
ƕƱƠƯƸ2020࠰Ǉưƴ1990࠰ൔ25ᲟЪถǛႸ
25ᲟЪถƸŴμƯƷɼᙲƷӋьƴǑǔॖഒႎƳႸƷӳॖƕЭ੩
ᡦɥǋžσᡫƩƕࠀီƋǔᝧ˓ſƷɦŴЪถƴѐǊǔ࣏ᙲ
ᡦɥƴݣƠŴࢼஹˌɥƷႎȷ২ᘐႎૅੲǛᘍƏ
ᲢᯕޛǤȋǷǢȆǣȖᲣ
UNFCCC HPǑǓ

22࠰1உ13ଐ
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COP15Ʒኽௐಒᙲ
Ʒኽௐಒᙲ

žᡲൢͅ٭ѣኵǈவኖȷʮᣃᜭܭƷዸኖ˟ᜭᲢCOP15CMP5ᲣſƕǳȚȳ
ȏȸǲȳư͵Ტ2009࠰12உ7ଐ᳸19ଐᲣ
ȷɶȷҮȷ߭ȷEUȷଐஜሁŴɼᙲ26ǫᬍᏯƸžǳȚȳȏȸǲȳӳॖſǛ˺
ƠƔƠŴɶҤȷǹȸȀȳሁɟᢿƷƷࢍƍӒݣƴǑǓŴCOP15ưƸžǳȚȳȏȸǲ
ȳӳॖƴသॖƢǔ(take note)ſƱƠƨ૨Ǜ৸
ǳȚȳȏȸǲȳӳॖƷɼƨǔϋܾ

èٳѦႾHPǑǓ

1Უɭမμ˳ƱƠƯƷᧈႸƱƠƯငಅ҄ˌЭƔǒƷൢภɥଞǛ2ࡇˌϋƴ৮Ƒǔ
2Უ᧽ޓíᲢέᡶᲣƸ2020࠰ƷЪถႸǛŴ᩼᧽ޓíᲢᡦɥᲣƸЪถᘍѣǛ2010࠰1உ
31ଐǇưƴ੩ЈƢǔ
3ᲣዸኖƷᘍѣƸMRVᲢยܭ/إԓ/౨ᚰᲣӧᏡƳǋƷƱƞǕƳƚǕƹƳǒƳƍŵ᩼᧽ޓIᲢᡦ
ɥᲣƕᐯႆႎƴᘍƏЪถᘍѣǋϋ౨ᚰǛኺƨɥưŴᨥႎƳңᜭƷݣᝋƱƳǔŵૅੲǛӖƚ
ƯᘍƏЪถᘍѣƸᨥႎƳMRVƷݣᝋƱƳǔ
4ᲣέᡶƸŴ2010᳸2012࠰Ʒ᧓ƴ300ΕȉȫƷૼᙹƔƭᡙьႎƳπႎƴǑǔૅੲǛσӷưᘍƍŴ
ǇƨσӷƠƯ2020࠰ǇưƴƸ࠰᧓1,000ΕȉȫƷѣՃႸǛኖளƢǔ
5Უ2015࠰ǇưƴӳॖƷܱཞඞǛᚸ̖Ƣǔ

ƂʻࢸƷᜭᛯƴƭƍƯƃ
ʻࢸƷᜭᛯƴƭƍƯƃ
¾AWG-LCAƸዒዓƠŴƦƷኽௐƸCOP16ᲺȡǭǷǳᲢ2010.11᳸12Უưإԓ
¾AWG-KPƴƭƍƯƸŴኽௐǛCMP6ƴإԓ
ᲤଐஜƷࣖݣᲤ
16ଐŴݱඑؾႻƸŴ2012࠰ǇưƷኖ3࠰᧓ư1Ϋ7,500ΕόᲢಒƶ150ΕȉȫᲣŴƦƷ
ƏƪπႎƸ1Ϋ3,000ΕόᲢಒƶ110ΕȉȫᲣƷૅੲƷܱൿܭǛᘙଢ
22࠰1உ13ଐ
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COP15ƷኽௐǛӖƚƨኺׇᡲȷᩓʙᡲǳȡȳȈ
ƷኽௐǛӖƚƨኺׇᡲȷᩓʙᡲǳȡȳȈ

í î ï

ኺׇᡲᲢࣂඹ˟ᧈᲣ
100ǫˌɥƷᬍᏯƕɟؘƴ˟ƠᜭᛯƠƨኽௐŴɟܭƷ૾ӼࣱǛЈƢƜƱƕưƖƨŵ
ӲƷॖഒƋǔႸƷӳॖƳǒƼƴπưܱјࣱƋǔᨥኵǈƷܱྵƴӼƚŴଐஜࡅƕ
ȪȸȀȸǷȃȗǛႆੱƢǔƜƱǛࢳƢǔŵ
ငಅမƸŴࡽƖዓƖŴɭမஇ᭗൦แƷǨȍȫǮȸјྙŴ২ᘐƷܱྵƴஇٻᨂѐщƢǔƱƱǋ
ƴŴᡦɥƷ২ᘐૅੲǛᘍƏƳƲŴϋٳưภଡ଼҄ǁƷӕǓኵǈǛࢍ҄ƠƯƍƘൿॖưƋǔŵ

ᩓʙᡲᲢౕ˟ᧈᲣ
μ˳˟ӳưӳॖƴƜƗƭƚƨƜƱƸɟഩЭᡶƱӖƚഥǊƯƍǔŵƠƔƠƳƕǒŴέᡶ
ƱᡦɥƷນƠƍݣᇌƴǑǓŴૼƨƳඥႎኵǈǁƷᢊሂƕƭƚǒǕƳƔƬƨƜƱƸᛗ
ƴസࣞưƋǔŵྶעภଡ଼҄բ᫆ǁƷࣖݣƷᩊƠƞǛોǊƯၘज़ƞƤǒǕƨŵ
ʩฏƴƋƨǒǕƨᯕޛዮྸƳǒƼƴࡅ᧙̞ᎍƷƝѐщƴॖǛᘙƢǔƱƱǋƴŴʻࢸƷ
ʩฏƴƓƍƯǋžƢǂƯƷɼᙲƷӋьƴǑǔॖഒႎƳႸƷӳॖƕǘƕƷᨥᅈ˟ǁ
ƷኖளƷЭ੩ſƱƍƏؕஜҾЩǛߐƞƣŴπƔƭྶעภଡ଼҄᧸ഥƴჇƴܱјƋǔኵǈ
ƮƘǓƴӼƚƯŴቬǓࢍƘӕǓኵǜưƍƨƩƘǑƏࢳƠƯƍǔŵ
ᅶƲǋᩓൢʙಅᎍƸŴ2020࠰ࡇǇưƴҾ܇щǛɶ࣎ƱƢǔ᩼҄ჽǨȍȫǮȸൔྙ50ᲟǛ
ǊƟƢƱƱǋƴŴ᭗јྙᩓൢೞ֥Ʒ୍ӏƴѐǊǔƳƲŴᩔዅɲ᩿Ɣǒ˯໗እᅈ˟ܱྵƴӼ
ƚƯஇٻᨂѐщƠƯǇƍǔ܍ưƋǔŵ
22࠰1உ13ଐ
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ྶעภଡ଼҄բ᫆ƴݣƢǔᩓൢʙಅᎍƷؕஜႎƳᎋƑ૾
ྶעภଡ଼҄բ᫆ƴݣƢǔᩓൢʙಅᎍƷؕஜႎƳᎋƑ૾
ᩓൢʙಅᎍƸ3ƭƷžEſƷӷᢋǛႸਦƠŴCO2ЈЪถݣሊǛᡶǊŴǨȍȫ
Ǯȸݒෞᝲᅈ˟Ʒ࢟ƴᝡྂƢǔƜƱƕؕஜႎƳᎋƑ

ᲶЭ੩வˑᲸ

ƓܲƞǇƴᑣឋư˯ࡓƳᩓൢǛܭܤႎƴ੩̓
̓ܭܤዅᄩ̬
(Energy security)

ኺฎࣱ

̬ؾμ

(Economy)

22࠰1உ13ଐ
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(Environmental
conservation)
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ʮᣃᜭܭᇹɟኖள᧓ƴƓƚǔᩓൢʙಅᎍƷӕኵǈ
ʮᣃᜭܭᇹɟኖள᧓ƴƓƚǔᩓൢʙಅᎍƷӕኵǈ
ᩓൢʙಅᡲӳ˟

žᐯɼᘍѣᚘဒſႸ͌
᧙̞12ᅈ

2008᳸2012࠰ࡇƴƓƚǔ
2008᳸2012࠰ࡇƴƓƚǔ
̅ဇᇢCO
̅ဇᇢCO22ЈҾҥˮǛŴ
ЈҾҥˮǛŴ
1990࠰ࡇܱጚƔǒרư20Ჟᆉࡇ˯ถ
1990࠰ࡇܱጚƔǒרư20Ჟᆉࡇ˯ถ

҅ෙᢊᩓщŴி҅ᩓщŴிʮᩓщŴ
ɶᢿᩓщŴ҅ᨕᩓщŴ᧙ᙱᩓщŴ
ɶᩓщŴׄᩓщŴʋ߸ᩓщŴඌጃᩓщŴ

Ტ0.34kg-CO
Ტ0.34kg-CO22 /kWhᆉࡇƴǇư˯ถᲣƢǔǑƏѐǊǔ
/kWhᆉࡇƴǇư˯ถᲣƢǔǑƏѐǊǔ

ᩓเႆŴଐஜҾ܇щႆᩓ

㔚ജ㊂䋨ం㫂㪮㪿䋩䋬㪚㪦㪉ឃ㊂䋨㪈㪇ਁ㫋㪄㪚㪦㪉䋩

㪈㪇㪃㪇㪇㪇

㪇㪅㪎

9,200

㪐㪃㪇㪇㪇

8,890

㪇㪅㪍

㪏㪃㪇㪇㪇
㪎㪃㪇㪇㪇

CO2ЈҾҥˮ

0.436

㪍㪃㪇㪇㪇

0.417

㪌㪃㪇㪇㪇
㪋㪃㪇㪇㪇

0.356
1990࠰ࡇൔŢ20%

0.34

ᝤ٥ᩓщ

0.453

0.423
4,170

ᆉࡇ

㪇㪅㪌

0.444 (ӒପЭ)
㪇㪅㪋

0.373 (Ӓପࢸ)

㪇㪅㪊

3,950 (ӒପЭ)

㪇㪅㪉

㪊㪃㪇㪇㪇

3,320 (Ӓପࢸ)

CO2Ј

㪇㪅㪈

㪉㪃㪇㪇㪇
㪈㪃㪇㪇㪇

㪈㪐㪎㪇

㪚㪦㪉ឃේන䋨㫂㪾㪄㪚㪦㪉㪆㫂㪮㪿䋩

ಅမƷಒᙲ

㪇㪅㪇

㪈㪐㪎㪌
22࠰1உ13ଐ
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㪈㪐㪐㪇
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㪈㪐㪐㪌

㪉㪇㪇㪇

㪉㪇㪇㪌

2008-2012
࠰ࡇר
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2008࠰ࡇƷ
࠰ࡇƷCO2ЈҾҥˮƷ˯ถྸဌ
᩼҄ჽᩓเൔྙƷفь

zૼჄɶឭඌעᩗᲢ2007࠰ᲣƷࢨ᪪ሁƴǑǓŴҾ܇щႆᩓᚨͳƷМဇྙƕ60%Ʊ
Э࠰ࡇᲢ60.7%ᲣƱǄǅӷᆉࡇƩƬƨǋƷƷŴ࣯ນƳൢࢸᡚƴˤƏᩓщᩔᙲถ
ݲƴǑǓŴዮႆᩓᩓщƴҩǊǔҾ܇щȷ൦щሁƷൔྙƕفьƠƨƜƱƕࢨ᪪
è ˎƴҾ܇щႆᩓƕᧈͣഥƷࢨ᪪ǛӖƚƯƍƳƍƷᚨͳМဇྙܱጚ͌(84.2%)Ფư
2008࠰ࡇƴᢃ᠃ƠƨئӳŴCO2ЈƸኖ0.64Εt- CO2ЪถƞǕǔᚾምƞǕǔ
Ფ

10࠰ࡇᲢ1998࠰ࡇᲣƷҾ܇щᚨͳМဇྙܱጚ͌Ტ84.2%Უ

ǯȬǸȃȈƷӒପ
zƴŴƷሥྸӝࡈǁΝưᆆ᠃ƠƨʮᣃȡǫȋǺȠǯȬǸȃȈኖ6,400ɢt-CO2
ǛЈҾҥˮǁӒପƠƨƜƱƴǑǓŴǯȬǸȃȈӒପЭƴൔǂŴ0.071kgCO2/kWh ৮СƞǕƨ
è ʮᣃȡǫȋǺȠƷӕኵǈǛᡫơƨCO2ЪถƴƭƍƯƸŴᡲǍțǹȈƷ১ᛐཞඞ
ƳƲƕࢨ᪪ƢǔǋƷƷŴ2012 ࠰Ǉưƴኖ2.5 Εt-CO2ᆉࡇƷᙸᡫƠ

22࠰1உ13ଐ
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ƂӋᎋƃʮᣃȡǫȋǺȠǛ߹ǔѣӼ
੩ㇺ⼏ቯᦠ⋡ᮡ㆐ᚑ䈮ะ䈔䈢ᣣᧄ䈱䉪䊧䉳䉾䊃⾼⁁ᴫ䋨ㅢ䈚䋩
䂺 ᐭ䈱⾼ಽ䋺 㪌ᐕ㑆䈪䋱ం䊃䊮

䋨ᐕ㑆㪉㪃㪇㪇㪇ਁ䊃䊮䋩

䂺 㔚ജᬺ⇇
䂺 ㋕㍑ᬺ⇇

䋺 㪌ᐕ㑆䈪㪉㪅㪌ం䊃䊮 䋨ᐕ㑆㪌㪃㪇㪇㪇ਁ䊃䊮䋩
䋺 㪌ᐕ㑆䈪㪌㪃㪐㪇㪇ਁ䊃䊮 䋨ᐕ㑆㪈㪃㪈㪏㪇ਁ䊃䊮䋩

䂹ว ⸘

䋺 㪌ᐕ㑆䈪㪋㪅㪈ం䊃䊮 䋨ᐕ㑆㪏㪃㪈㪏㪇ਁ䊃䊮䋩

࿖ㅪ⊓㍳䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱࿖ឃ㊂

⽶ᜂ㊄㗵 㧩 ం࠻ࡦ  㨪࡙ࡠ  
㧩 ం㨪ళ

ᐕ㑆ߢ ం㨪ళߩ
ࠊ߇࿖ߩ࿖ን߇ᶏᄖߦᵹ

᰷ᎺᏒ႐䈮䈍䈔䉎⚛䉪䊧䉳䉾䊃ଔᩰ䈱ផ⒖
ȦȸȭȈȳ



Ტ'%:ࠊئኳ͌Უ

㪚㪜㪩㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ㪈㪉ᒁᷰ䈚

㪜㪬㪩㩷䋲䋰䋰䋹ᐕ㪈㪉ᒁᷰ䈚




㪚㪿㫀㫅㪸㩷㩿㪌㪐㪅㪇㪏㩼㪀



Ǔ
࠰உǑ


ɥଞȈ

Ȭȳȉ
















































































ౖ䋺 㪬㪥㪝㪚㪚㪚㪆㪚㪛㪤㩷㫎㪼㪹㪄㫊㫀㫋㪼㩷㪉㪇㪇㪐㪅㪐㪅㪉㪊
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ɼᙲƷᩓщ
ɼᙲƷᩓщCO2ЈҾҥˮƷൔ᠋

㪚 㪦㪉ឃ  ේ න 
㩿㫂㪾㪄㪚 㪦 㪉 㪆㫂㪮 㪿㪀

Ҿ܇щƕኖ8лǛҩǊǔȕȩȳǹŴ൦щƕኖ6лǛҩǊǔǫȊȀƴƸӏƹƳƍǋƷ
ƷŴ˂ƷɼᙲƱƷൔ᠋ưƸ˯ƍ൦แ
CO2ЈҾҥˮᲢႆᩓᇢᲣƷӲൔ᠋

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0.42

0.43

0.49

0.50

0.56

䉦䊅䉻

䉟䉺䊥䉝

ᣣᧄ

䊄䉟䉿

䉟䉩䊥䉴

䉝䊜䊥䉦

15

11
6

23

0.21

0.08

⊒㔚㔚ജ㊂Ყ₸
㩿㩼㪀

䊐䊤䊮䉴
㪇
㪉㪇
㪋㪇
㪍㪇
㪏㪇
㪈㪇㪇

⊒㔚㔚ജ㊂Ყ₸
㩿㩼㪀

100
80
60
40
20
0

78

58

10
2

2

1
5

4

16

1

4

12

3

6

0.95

ਛ࿖

䉟䊮䊄

2
15

19
3

11
2
6
18

14

56

26

16

28

2
12

1

2

42

21

49

35

49

㧖㪉㪇㪇㪎ᐕ䈱୯
㧖ᣣᧄ䈲⥄ኅ↪⊒㔚⸳䉅䉃
㧖㪚㪟㪧䊒䊤䊮䊃䋨ᾲ㔚૬⛎䋩䉅䉃
㧖⊒㔚㔚ജ㊂᭴ᚑᲧ䈲྾ᝥ䈱㑐ଥ䈪ว⸘䈏㪈㪇㪇㩼䈮䈭䉌䈭䈇႐ว䈏䈅䉎
22࠰1உ13ଐ
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2
15
1
ේሶജ⊒㔚
᳓ജ⊒㔚
ᣂ䉣䊈䊶ᑄ᫈‛

䉷䊨䉣䊚䉾䉲䊢䊮㔚ḮᲧ₸䋵䋰䋦䊤䉟䊮

⍹ᴤἫജ
䉧䉴Ἣജ
⍹Ἣജ

7

22

3

0.82

1
1

4
8

81

69

ᚲ 䋺
㪜㫅㪼㫉㪾㫐㩷㪙㪸㫃㪸㫅㪺㪼㫊㩷㫆㪽㩷㪥㫆㫅㪄㪦㪜㪚㪛㩷㪚㫆㫌㫅㫋㫉㫀㪼㫊㩷㪉㪇㪇㪐㩷㪜㪻㫀㫋㫀㫆㫅䋨㪠㪜㪘䋩
㪜㫅㪼㫉㪾㫐㩷㪙㪸㫃㪸㫅㪺㪼㫊㩷㫆㪽㩷㪦㪜㪚㪛㩷㪚㫆㫌㫅㫋㫉㫀㪼㫊㩷㪉㪇㪇㪐㩷㪜㪻㫀㫋㫀㫆㫅䋨㪠㪜㪘䋩
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ႆᩓᩓщನൔƷਖ਼ᆆƱᙸᡫƠ
ႆᩓᩓщನൔƷਖ਼ᆆƱᙸᡫƠ
ᩓൢʙಅᎍƸᩓเƷșǹȈȟȃǯǹǛਖ਼ᡶ
ą ჽǷȧȃǯˌᨀŴҾ܇щǍLNG້щƷႆǛᡶǊŴჽ້щǁƷ̔܍ǛࢊǊǔ

2020࠰ࡇǇưƴҾ܇щǛɶ࣎ƱƢǔ᩼҄ჽǨȍȫǮȸൔྙ50ᲟǛႸਦƢ
䉣䊈䊦䉩䊷⊒㔚㔚ജ㊂᭴ᚑᲧ䋨䋱䋰㔚ജ⸘䋺ฃ㔚䉃䋩
㪈㪇㪇㩼

㪎

㪐㪇㩼
㪏㪇㩼
㪎㪇㩼

㪉㪇

㪉㪎

㪉㪎

㪌

㪊㪋

㪈㪈

㪉㪉

㪉㪉

㪉㪍
㪋㪇

㪉㪏

㪉㪊
㪉㪐

㪉㪎

㪈㪇㩼
㪋

㪈㪐㪎㪌

㪈㪐

㪈㪈
㪈㪏

㪉㪇㪇㪇

㪈㪇

㪈㪇

㪈㪋

㪈㪐㪏㪌

㪈㪐㪐㪇

㪈㪐㪐㪌
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䌌䌎䌇
⍹ᴤઁ

㪍㪋

㪉㪇㩼

㪈㪇

㪉㪍
㪈㪈

ේሶജ
ౣ↢น⢻䉣䊈

㪐

㪉㪋
㪉㪉

㪊㪇㩼

㪇㩼

㪊㪈

㪐
㪈㪈

㪌㪇㩼

㪊㪋

㪈㪉

㪈㪋

㪍㪇㩼

㪋㪇㩼

ᚲ 䋺 䇸ᐔᚑ䋲䋱ᐕᐲ ଏ⛎⸘↹䈱ⷐ䇹
䋨㔚᳇ᬺㅪวળ䋩䉋䉍ᚑ

⍹

㪈㪉
㪌

㪉㪍

㪉㪌

㪉㪈

㪉㪇㪇㪌

㪉㪇㪇㪏

㪉㪇㪈㪏
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2020࠰ࡇƷ
࠰ࡇƷCO2ЈҾҥˮƷᙸᡫƠ

ᩓൢʙಅᎍƸŴᐯǒƷѐщǛӒପӧᏡƳžCO2ЈҾҥˮèſǛCO2ЪถƷႸਦƴဇ
è ƓܲƞǇƷ̅ဇᩓщ1kWh࢘ƨǓƷCO2Ј
ᲢCO2ЈᲣᲷᲢCO2ЈҾҥˮᲣgᲢƓܲƞǇƷ̅ဇᩓщᲣ
2020࠰ࡇƴCO2ЈҾҥˮ0.33kg-CO2/kWhᆉࡇèǛႸਦƢᲢᩓщ˟ᅈ10ᅈᚘᲣ
è 2008࠰ࡇƷҾҥˮᲢ0.444kg-CO2/kWhᲣǛኖ3л˯ถƞƤǔ൦แ
̅ဇᇢЈҾҥˮᲢkg-CO2/kWhᲣ


CO2ЈҾҥˮܱጚƱᙸᡫƠ



2008࠰ࡇ

2005࠰ࡇ
0.423



1990࠰ࡇ
0.417



0.444

໗እᴐᴲᴔᴶᴇᴜ
Ӓ ପ



0.373



2020࠰ࡇ
ᙸᡫƠ





0.33ᆉࡇ
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2020࠰ࡇƷ
࠰ࡇƷCO2ЈҾҥˮƷᙸᡫƠ

CO2ƷٻҞƕǨȍȫǮȸෞᝲƴˤƍЈᲴྶעภଡ଼҄բ᫆ Ჷ ǨȍȫǮȸբ᫆
3ƭƷžEſ[ᴌᴠᴱᴏᴶᴈ̓ܭܤዅ(Energy Security)Ŵ̬ؾμ(Environmental
Conservation)Ŵኺฎࣱ(Economy)] ƷӷᢋǛǔƜƱƕᙲŵ
̓ዅǵǤȉ

ᲭƭƷᲿƷ
ӷᢋƷᙲࣱ

ႆᩓƷɟޖƷ
ႆᩓƷɟޖƷ
᭗јྙȷ˯໗እ҄
҄
᭗јྙȷ˯໗እ
᭗јྙȷ˯໗እ҄

ᩔᙲǵǤȉ

g

᭗јྙೞ֥Ʒ୍ӏ
୍ӏ
᭗јྙೞ֥Ʒ
᭗јྙೞ֥Ʒ୍ӏ
ƴǑǔႾǨȍ
ƴǑǔႾǨȍ

Ĭ Ҿ܇щƷဇ

į јྙ҄Ʒਖ਼ᡶ

Ŧ 2020࠰ࡇǇưƴҾ܇щǛɶ࣎ƱƢǔ᩼҄ჽǨȍȫǮȸൔྙ
50ᲟǛႸਦƢ

Ŧ CO2ϬۥȒȸȈȝȳȗ
ዅืೞ(ǨǳǭȥȸȈ)
Ǜܫൟɟ˳Ʒ୍ӏਘٻ
ƷӕኵǈƷɦŴ2020࠰ࡇƴ
ǹȈȃǯኖ1,000ɢӨƷ୍
ӏǛႸਦƢ

ĭ ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷਘٻ
Ŧ μኖ30עໜưŴኖ14ɢkWƷȡǬǽȸȩȸႆᩓǛᚨ
Ŧ ٽᨗήႆᩓƷૼƨƳᝰӕСࡇǁƷᆢಊႎƳңщ

Į҄ჽ༓૰МဇƷ᭗јྙ҄ȷЈЪถݣሊ
Ŧ ɭမஇ᭗൦แƷ᭗јྙǳȳȐǤȳȉǵǤǯȫƷݰλ
Ŧ ჽ໗Ǭǹ҄ᙐӳႆᩓŴCO2Ўᩉׅӓȷᝪသ২ᘐƷႆ
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Ǉưƴᩓൢᐯѣኖ1ɢӨ
ǛಅѦဇɲ
ƱƠƯݰλ
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ႆᩓᆔКƝƱƷȩǤȕǵǤǯȫ
ႆᩓᆔКƝƱƷȩǤȕǵǤǯȫCO2ЈҾҥˮ
ჽ໗້щ

0.887

ჽ້щ

0.704

LNG້щ

0.478

0.130

LNGǳȳȐǤȳȉ

0.407

0.111 0.519

0.088
0.038

0.975

0.742

0.608

0.053

ٽᨗή
 щ

0.029

ᚨͳᚨȷ༓૰ᢃ

Ҿ܇щ

0.022

ႆᩓ༓૰༓

 ע༏

0.015

൦ щ

0.011
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

kg-CO2/kWh (ᡛᩓᇢ)
ᲢදᲣႆᩓ༓૰Ʒ༓ƴьƑŴҾ૰ƷƔǒᜂᚨͳƷᚨȷ༓૰ᡛȷችᙌȷᢃဇȷ̬ܣƳƲƷƨǊƴෞᝲƞ
ǕǔμƯƷǨȍȫǮȸǛݣᝋƱƠƯCO2ЈǛምܭŵҾ܇щႆᩓƸŴྵנᚘဒɶƷҾ܇༓૰ƷȪǵǤǯȫ
Ტ̅ဇฎ༓૰ϋϐϼྸȷȗȫǵȸȞȫМဇᲢ1ׅȪǵǤǯȫǛЭ੩Უȷ᭗Ȭșȫ્ࡑࣱݧూཋϼЎƳƲ
ǛԃǉᲣǛेܭŵ
ЈχᲴᩓщɶځᄂᆮإԓǑǓ
22࠰1உ13ଐ
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Ҿ܇щႆᩓƴǑǔ
Ҿ܇щႆᩓƴǑǔCO2Ъถјௐ

í î ï

᩼҄ჽǨȍȫǮȸൔྙƷਘٻǁƸҾ܇щǛɶ࣎ƴӕኵǈ
ąҾ܇щᇌעƷό๖Ƴਖ਼ᡶǍŴଏ܍Ҿ܇щႆᩓƷᚨͳМဇྙƷӼɥሁƕᛢ᫆
μƷଏᚨҾ܇щƷᚨͳМဇྙƕ1%ӼɥƠƨئӳŴኖ300ɢtƷЈ৮Сјௐ
ଐஜƷҾ܇щႆᩓƴƓƚǔМဇྙƷྵཞ

Ҿ܇щႆᩓƷႆᚘဒ

100

ਁ㫂㪮
㪈㪃㪋㪇㪇

䇼ේሶജ⊒㔚䈱ᣂჇ⸳䇽

㪈㪃㪉㪇㪇
㪈㪃㪇㪇㪇

㪍㪇㪇
㪋㪇㪇
㪉㪇㪇
㪈㪐㪐㪐㪄㪉㪇㪇㪏ᐕᐲ
䋨ታ䇭❣䋩

80
70

ේሶജ䋱ၮ(138ਁ 60
kW)䈱ዉ䈮䉋䉎
ᣣᧄ
䉝䊜䊥䉦
䊐䊤䊮䉴
ᐕ㑆⊒㔚㊂
䊐䉞䊮䊤䊮䊄
㖧࿖
䉴䊕䉟䊮
䋽ᄥ㓁శ⊒㔚
0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
⚂1,000ਁkW⋧ᒰ
ౖ䋺䌉䌁䌅䌁䊖䊷䊛䊕䊷䉳PRIS
䋨ᥲᐕ䋩

㪉㪅㪎

㪏㪇㪇

㪇

90

⸳↪₸䋨䋦䋩

2009᳸2018࠰ǇưƷ10࠰᧓ưᚘဒƠ
2009᳸2018࠰ǇưƷ10࠰᧓ưᚘဒƠ
ƯƍǔҾ܇щƷૼفᚨƸኖ1200ɢ
ƯƍǔҾ܇щƷૼفᚨƸኖ1200ɢ
kW[ᢅӊ10࠰᧓ƷفᚨᙹƸኖ450ɢ
kW[ᢅӊ10࠰᧓ƷفᚨᙹƸኖ450ɢ
kW]ŵᚘဒܱྵƴӼƚѐщǛͼද
kW]ŵᚘဒܱྵƴӼƚѐщǛͼද

2002ᐕએ㒠䈱ਇᱜ㗴䈮࿃䈜䉎ቯᦼᬌᩏᦼ㑆䈱
2002ᐕએ㒠䈱ਇᱜ㗴䈮࿃䈜䉎ቯᦼᬌᩏᦼ㑆䈱
㐳ᦼൻ䉇䇮╬䈮࿃䈜䉎ὐᬌ䇮ਛᴒ㔡䈮
㐳ᦼൻ䉇䇮╬䈮࿃䈜䉎ὐᬌ䇮ਛᴒ㔡䈮
䉋䉎ᨰፒಿ⠀ේሶജ⊒㔚ᚲ䈱ㆇォᱛ䈭䈬䈱䈢䉄䇮
䉋䉎ᨰፒಿ⠀ේሶജ⊒㔚ᚲ䈱ㆇォᱛ䈭䈬䈱䈢䉄䇮
⸳↪₸䈏ૐㅅ
⸳↪₸䈏ૐㅅ

㪉㪇㪇㪐㪄㪉㪇㪈㪏ᐕᐲ
䋨⸘䇭↹䋩
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ଐஜƷҾ܇щႆᩓƷᢃ᠃ȷᚨཞඞ
ଐஜƷҾ܇щႆᩓƷᢃ᠃ȷᚨཞඞ
Ტՠಅဇȷ21࠰1உྵנᲣ

ிʮᩓщƷ
Ҿ܇щႆᩓ

22࠰1உ13ଐ
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߃А፶Ҿ܇щႆᩓƷཞඞ
߃А፶Ҿ܇щႆᩓƷཞඞ
2007࠰7உ16ଐƷૼჄɶឭඌעᩗƴǑǓŴ࢘ᅈ߃А፶Ҿ܇щႆᩓƕ ᘮ
ą μӭೞƕͣഥ
ƜǕƴǑǓŴಮŷƳ᩿ưขЦƳᛢ᫆ƕႆဃ
̓ዅ᩿Ჴ࢘ᅈႆᩓЈщƷኖ1лŴႆᩓᩓщƷኖ2лƕͣഥ
ӓૅ᩿Ჴ້щ༓૰ᝲƷفьሁ 1Ϋ1,010ΕόŴࣄᝲဇሁ 2,590Εό
(2007࠰ࡇܱጚᲥ2008࠰ࡇܱጚᲥ2009࠰ࡇᇹɟׄҞܱጚ)

ؾ᩿Ჴ້щႆᩓˊஆƴǑǓCO2ƕ3,000ɢtفьᲢ࢘ᅈ Ј3лفᲣ
Ɔ߃А፶Ҿ܇щႆᩓƷˮፗƮƚƇ
żႆᩓᩓщನൔŽ

żᚨͳನൔŽ

້щ

້щ

56Ჟ
൦щ
13Ჟ

ƦƷ˂Ҿ܇щ

22࠰1உ13ଐ

20Ჟ

11Ჟ
821.2ɢkW

ૺᙐᙌȷ᠃᠍ᅠഥ

൦щ
6Ჟ

18Ჟ

56Ჟ
20Ჟ
ƦƷ˂Ҿ܇щ

߃А፶
ኖ500ΕkWh
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້щႆᩓƷ༏јྙӼɥᲢிʮᩓщᲣ
້щႆᩓƷ༏јྙӼɥᲢிʮᩓщᲣ
1980࠰ˊҞƹƔǒLNGǳȳȐǤȳȉǵǤǯȫႆᩓǛݰλƠŴר༏јྙƕӼɥ
ȷ2007࠰ƴƸ1,500éኢƷžMACCſᲢɭမஇ᭗൦แƷ༏јྙ59%ᲣǛݰλ
ȷ2016࠰ƴƸ1,600éኢƷžMACCîſᲢ༏јྙƸኖ61%ᲣǛݰλʖܭ
ר༏јྙƕ1%ӼɥƢǔƱŴCO2ЈƸኖ180ɢȈȳЪถ

22࠰1உ13ଐ
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MACCᲢMore Advanced Combined CycleᲣႆᩓ

í î ï

ɭမஇ᭗൦แƷ༏јྙ59ᲟǛܱྵ

• ࢼஹƷLNG້щƱൔ᠋ƠƯኖ4л༏јྙƕӼɥƠŴ༓૰Ʒ̅ဇƓǑƼCO2ЈǛ
ኖ25Ჟ৮С

இૼ২ᘐƷဇưؾƴǍƞƠƍႆᩓǛܱྵᲢٻൢ൲௨Ǜ৮СᲣ

• ༓૰ƴƸᄑ᰾ᣠ҄ཋ(SOx)ǍŴƹƍơǜǛЈƠƳƍǯȪȸȳƳ෩҄ټǬǹ(LNG)Ǜ
̅ဇƢǔƱƱǋƴŴஇૼƷ˯NOx(ᆷእᣠ҄ཋ)༓֥ƓǑƼ᭗ࣱᏡᏮᄏᘺፗǛဇ

MACCႆᩓᚨͳƷᯓყ
ᔕൢǿȸȓȳ

Ǭǹǿȸȓȳ
ႆᩓೞ

Ŧ ǬǹǿȸȓȳŴᔕൢǿȸȓȳŴႆᩓೞǛႺЗƴᣐፗƠŴᚨͳƷǳȳȑǯȈ҄Ǜܱྵ
22࠰1உ13ଐ
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ჽ໗້щ༏јྙӼɥƴӼƚƨ২ᘐႆ
ჽ໗້щ༏јྙӼɥƴӼƚƨ২ᘐႆ

᳸IGCCܱᚰᚾ᬴᳸

IGCCƱƸŴჽ໗ƱᆰൢǛ᭗ภưӒࣖƞƤƯӧ༓ࣱǬǹǛ˺ǓŴƦƷǬǹưǳȳȐ
ǤȳȉǵǤǯȫႆᩓǛᘍƏ২ᘐ
• IGCCƷ༏јྙƸՠဇെ᨞ư48᳸50%ᲢᡛᩓᇢᲣ
ᲶӋᎋᲸ ࢼஹƷჽ໗້щƷ༏јྙƸኖ42%
• ࢼஹƷჽ໗້щƴൔǂƯŴCO2ЈҾҥˮǛኖ2л˯ถᲢჽ້щɳƴᲣ
IGCCܱᚰೞ ྵඞϙჇ

Ƃ CO2ЈҾҥˮ ƃ
ȷ IGCCᲢᡛᩓᇢјྙ48%ᲣᲴ 0.6796 kg-CO2/kWh
ȷ ࣇብ໗້щ
Ჴ 0.8365 kg-CO2/kWh
ȷ ჽ້щ
Ჴ 0.7091 kg-CO2/kWh
ȷ LNG້щᲢᙐӳႆᩓᲣ
Ჴ 0.4042 kg-CO2/kWh
ЈχᲴᇹ5ׅዮӳเǨȍȫǮȸᛦ௹˟ᩔዅᢿ˟૰

ЈχᲴǯȪȸȳǳȸȫȑȯȸᄂ
ᆮ

ЈχᲴǯȪȸȳǳȸȫȑȯȸᄂᆮHP

è ᅦჄƷࠝᄱσӷ້щȻѸஹႆᩓನϋưܱᚰೞ
(25ɢkW)Ǜᢃ᠃ᚾ᬴ɶ
22࠰1உ13ଐ
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້щႆᩓ༏јྙƷᨥൔ᠋
້щႆᩓ༏јྙƷᨥൔ᠋
㪋㪌㩼
㪋㪊㩼

༏јྙ(%)

ଐஜ

㪋㪈㩼
㪊㪐㩼

҅

ȕȩȳǹ

ᒍȷᴉᴊᴱᴯᴵᴜᴶ

㪊㪎㩼



㪊㪌㩼

᪡

ȉǤȄ

ᝍ߸

㪊㪊㩼
㪊㪈㩼
㪉㪐㩼

Ǥȳȉ
ɶ

㪈㪐㪐㪇

㪈㪐㪐㪉

㪈㪐㪐㪋

㪈㪐㪐㪍

㪈㪐㪐㪏

㪉㪇㪇㪇

㪉㪇㪇㪉

㪉㪇㪇㪋

㪉㪇㪇㪍Ტ࠰ࡇᲣ

Ფ༏јྙƸჽ໗ŴჽŴǬǹƷ༏јྙǛьרƠƨႆᩓᇢ༏јྙᲢ˯ˮႆ༏ؕแᲣ
ᲤٳưƸ˯ˮႆ༏ؕแƕɟᑍႎưƋǓŴଐஜƷȇȸǿᲢ᭗ˮႆ༏ؕแᲣǛ˯ˮႆ༏ؕแƴ੭ም
ƳƓŴ˯ˮႆ༏ؕแƸ᭗ˮႆ༏ؕแǑǓǋ5 ޯ10% ᆉࡇ᭗ƍ͌ƱƳǔ

ᲤᐯܼႆᚨͳሁƸݣᝋٳ

ƂЈχƃINTERNATIONAL COMPARISON OF FOSSIL POWER EFFICIENCY AND CO2 INTENSITY Ტ2009 ࠰ᲣᲢECOFYS ᅈᲣ
22࠰1உ13ଐ
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ǢǸǢٽබȑȸȈȊȸǷȃȗᲢ
ǢǸǢٽබȑȸȈȊȸǷȃȗᲢAPPᲣƴƓƚǔѣĬ

í î ï

2005࠰7உŴǨȍȫǮȸܤμ̬ᨦŴؾ൲௨Ŵൢͅ٭ѣբ᫆ƴݣϼƢǔƨǊŴǯ
ȪȸȳưјྙႎƳ২ᘐƷႆŴ୍ӏŴᆆ᠃ƴ̞ǔ؏עңщǛਖ਼ᡶƢǔƜƱǛႸႎ
ƴႆឱ
ƷɼݰưŴᝍ߸Ŵ᪡ŴɶŴǤȳȉŴଐஜŴǫȊȀƷ7ǫƕӋь
ʮᣃᜭܭƷCO2ЈǫȐȸྙᲢኖ3лᲣƴൔǂŴAPPƷǫȐȸྙᲢ5лࢍᲣƸ
᭗ƘŴܱјࣱƕࢳ
੩ㇺ⼏ቯᦠ䈪
ᷫ⟵ോ䉕⽶䈉࿖
䋨䈠䈱ઁ䋩

ӕǓኵǈƷ8Ў

ǢȕȪǫ
3.1%

Ჶᩓщ᧙̞ЎᲸ
ĬႆᩓӏƼᡛᩓᲢ༏јྙƷዜਤȷࣄׅƳƲᲣ
ĭǯȪȸȳƳ҄ჽ༓૰Мဇ

䈠䈱 ઁ
11.3%

ɶி
4.6%
ɶҤ
5.0%

Ტ IGCCŴCCSŴឬŷᐮမןƳƲƷჽ໗້щႆᩓሁᲣ

CO2Ј

᧲᰷ઁ
4.4%

ĮϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƱЎႆᩓ

2006࠰
280
ΕȈȳ
ኖ

ȭǷǢ
5.7%

Ტ૾עᩓ҄ƳƲᲣ

Ჿ  15

ᲶƦƷ˂ಅᆔК5ЎᲸ
įǢȫȟŴİᤧᥟŴıǻȡȳȈŴ
ĲሰཋƱܼᩓŴĳᤸಅ
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ɶ
20.2%

䉟䊮䊄
4.5%

11.6%

ᴍ ᴈ ᴕ ᴜ ᴯ ᴰ ᴉ ଐஜ ᴎ ᴝ ᴘ ᴶ ᪡
1.4% 4.3% 1.9% 1.7%

ʮᣃᜭܭ
ǫȐȸྙ30%
22࠰1உ13ଐ

APP
ǫȐȸྙ
54%

☨࿖
20.3%

ƂЈχƃ
CO2 EMISSIONS FROM FUEL
COMBUSTION 2008 EDITION, IEA
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ǢǸǢٽබȑȸȈȊȸǷȃȗᲢ
ǢǸǢٽබȑȸȈȊȸǷȃȗᲢAPPᲣƴƓƚǔѣĭ
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APPƷѣƱƠƯŴଏᚨჽ໗້щႆᩓƷ༏јྙӼɥƷƨǊƷȔǢȷȬȓȥȸ
Ტ২ᘐᎍ᧓Ʒʩ්Ǜᡫơƨڤʙ̊ƷσஊᲣǛܱɶ
ұјࣱƕ᭗ƍᢃဇોծƷڤʙ̊Ʒ୍ӏȷܭბǛႸਦƢ
ȔǢȷȬȓȥȸǛ5ܱׅ
Ტ,ଐஜ,Ǥȳȉ,ᝍ߸,᪡Უ

ƂଐஜƷᝡྂƴǑǔφ˳ႎƳௐƃ
ଐஜƷᝡྂƴǑǔφ˳ႎƳௐƃ
ᢃ᠃̬ܣƷڤʙ̊ǛǇƱǊƨᴐᴶᴰᴈᴵᴢᴵᴜᴶᴤᴶᴇᴐǛ˺
ăƢưƴɶƕႆᩓƷࣱᏡᚮૺƴဇɶ

ᇹ5ׅȔǢȬȓȥȸᲢH21.7᪡ᲣưƸŴ0.6Ჟ
Ʒ༏јྙӼɥƕӧᏡưƋǔƜƱǛᄩᛐᲢኖ5.8ɢ
t-CO2/࠰ƷCO2ЪถȝȆȳǷȣȫƴႻ࢘Უ

%1ЈЪถјௐᲢΕV%1Უ

9.0

༏јྙӼɥƷƨǊƷȁǧȃǯȪǹȈᲠȬȓȥȸǷȸȈǛ˺
ăႆᩓƷјྙોծᚮૺƴဇ

ƂCO2ЪถјௐƷൔ᠋(2030࠰)Ჴᩓʙᡲᚾምƃ

Ƃჽ໗້щႆᩓƷ༏јྙƷӲൔ᠋(ECOFYSᅈ)ƃ

8.0

২ᘐݰλƴǑǔјௐ

㪋㪋

7.0

ᢃဇોծƴǑǔјௐᲢૼᙹЎᲣ

㪋㪉

ᢃဇોծƴǑǔјௐᲢଏ܍ЎᲣ

㪋㪇

6.0
5.0

ᢃဇોծέᡶŴᡦɥƷǱȸǹ

༏јྙᲢᲟᲣ
ȕȩȳǹ

ଐஜ
҅

ȉǤȄ
ᒍȷᴉᴊᴱᴯᴵᴜᴶ

㪊㪏


ଐஜƷ൦แƸଏƴ᭗Ƙ
Ъถ˷עƸᨂܭႎ

4.0
3.0

㪊㪍
ᝍ߸

㪊㪋
᪡

2.0

㪊㪉
Ǥȳȉ

1.0
0.0

㪊㪇

1'%&
҅

1'%&
ٽබ

1'%&
߸

ኺ ฎ
ᆆᘍ

έᡶ

ɶ

Ǥȳȉ

ᡦɥ

ƦƷ˂
ǢǸǢ

ɶ

㪉㪏
㪈㪐㪐㪇

㪈㪐㪐㪉

㪈㪐㪐㪋

㪈㪐㪐㪍

㪈㪐㪐㪏

㪉㪇㪇㪇

㪉㪇㪇㪉

㪉㪇㪇㪋

㪉㪇㪇㪍Ტ࠰ࡇᲣ

ɭမμ˳Ʒჽ໗້щႆᩓưƷૼ২ᘐݰλǍᢃဇોծƷȝȆȳǷȣȫǛᚾምƢǔƱŴ
CO2ЪถјௐƸ 18.7Εt-CO2 /࠰
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ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸ୍ӏƷƨǊƷᩓൢʙಅƷӕǓኵǈ
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸ୍ӏƷƨǊƷᩓൢʙಅƷӕǓኵǈ
Ძ.˷йᩓщទλȡȋȥȸưƷᝰɥƛᲢ1992࠰ƔǒᲣ
Ძ.˷йᩓщទλȡȋȥȸưƷᝰɥƛᲢ1992࠰ƔǒᲣ
–– ƓܲƞǇƕݰλƠƨૼǨȍᚨͳᲢٽᨗήƳƲᲣƔǒƷ˷йᩓщǛទλ
ƓܲƞǇƕݰλƠƨૼǨȍᚨͳᲢٽᨗήƳƲᲣƔǒƷ˷йᩓщǛទλ
–– ஜ࠰11உǑǓٽᨗήƷ˷йᩓщǛ̿᫇ƴƯទλƢǔСࡇƴңщ
̿᫇ƴƯទλƢǔСࡇƴңщ
ஜ࠰11உǑǓٽᨗήƷ˷йᩓщǛ̿

Წ.ǰȪȸȳᩓщؕᲢ2000࠰ƔǒᲣ
Წ.ǰȪȸȳᩓщؕᲢ2000࠰ƔǒᲣ
––
––

ɟᑍෞᝲᎍӋьૼǨȍݰλૅੲȗȭǰȩȠ
ɟᑍෞᝲᎍӋьૼǨȍݰλૅੲȗȭǰȩȠ
ȞȃȁȳǰȕǡȳȉƱƠƯᩓщ˟ᅈǋਗЈ
ȞȃȁȳǰȕǡȳȉƱƠƯᩓщ˟ᅈǋਗЈ

<̊:بǳȳȓȊȸȈٽᨗήႆᩓᚨ(ˎᆅ)>

Ჭ.ǰȪȸȳᩓщᚰᲢ2001࠰ƔǒᲣ
Ჭ.ǰȪȸȳᩓщᚰᲢ2001࠰ƔǒᲣ
–– ˖ಅӋьૼǨȍݰλૅੲȗȭǰȩȠ
˖ಅӋьૼǨȍݰλૅੲȗȭǰȩȠ

Ხ.ᩓщ˟ᅈƴǑǔȡǬǽȸȩȸƷᚨፗᲢ2008࠰ƔǒᲣ
Ხ.ᩓщ˟ᅈƴǑǔȡǬǽȸȩȸƷᚨፗᲢ2008࠰ƔǒᲣ
-- ᩓщᲫᲪᅈưኖ30עໜŴ14ɢkWǛݰλʖܭ
ᩓщᲫᲪᅈưኖ
ኖ30עໜŴ14ɢkWǛݰλʖܭ
ȷ14ɢkWƷȡǬǽȸȩȸႆᩓ
ኖ4ɢ᠀ЎƷܼࡊƷ࠰᧓ᩓൢ̅ဇƴႻ࢘ƠŴኖ7ɢȈȳƷCO2ЈЪถјௐ
২ᘐႎƳ౨ᚰƴМဇƢǔƱƱǋƴŴٽᨗήٻݰλƷឪ༪дƱƠƯᝡྂ
ƨƩƠŴኖ400ɢ᳧2Ტဍئྶט܇ƷǰȩǦȳȉƷኖ270̿ᲣƷ࠼ٻƳဇעƕ࣏ᙲ

Ჯ.ٽᨗήȷщႆᩓƷᡲኒӧᏡƷਘٻ
Ჯ.ٽᨗήȷщႆᩓƷᡲኒӧᏡƷਘٻ
--ٽᨗήƸ1,000ɢkWŴщƸ500ɢkWǇưᡲኒӧᏡ
ٽᨗήƸ1,000ɢkWŴщƸ500ɢkWǇưᡲኒӧᏡ
Ჰ.፯ѦᢋƴӼƚƨѐщ
Ჰ.፯ѦᢋƴӼƚƨѐщ
22࠰1உ13ଐ
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ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸᚨͳƷݰλཞඞᲢிʮᩓщǰȫȸȗᲣ
Ტ2009࠰2உໜᲣ

ிʮᩓщ ᐯᅈᚨͳƷݰλཞඞ
• ٽᨗήႆᩓᚨͳ Ჴ ӳᚘ 49עໜ 548.6kW
• щႆᩓᚨͳ Ჴ ӳᚘ 4עໜ 504.4kW
• ע༏ႆᩓᚨͳ Ჴ
1עໜ 3,300kW

οɣщႆᩓ
ᲢH12࠰᳸ Უ 500kW

οɣע༏ႆᩓ
ᲢH11࠰᳸ Უ 3,300kW

Ტ2009࠰5உໜᲣ
ȦȸȩǹǨȊǸȸțȸȫȇǣȳǰǹᅈᲢிʮᩓщǰȫȸȗᲣ
• ϋưƷӕኵཞඞ Ჴ દಅɶ 43ɢkWᲦ ᚨɶ 7ɢkW
• ෙٳưƷӕኵཞඞ Ჴ દಅɶ 139ɢkW
Ŭ ᚘ ዮᚨͳܾᲴ 182ɢkW
ᙱႸ (ƴƠǊ) ǦǤȳȉȕǡȸȠ
ᲢᅸဋჄ Ჴ 3ɢKWᲣ

ǹȚǤȳ
ᲢǬȪǷǢ߸ Ჴ 29ɢKWᲣ
22࠰1உ13ଐ

ૺᙐᙌȷ᠃᠍ᅠഥ

ிʮᩓщఇࡸ˟ᅈ

33

îᲨᩓൢʙಅƷ˯໗እᅈ˟ನሰƴӼƚƨӕǓኵǈ

í î ï

ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸᚨͳƷݰλཞඞᲢிʮᩓщǰȫȸȗᲣ
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸᚨͳƷݰλཞඞᲢிʮᩓщǰȫȸȗᲣ
᩺ޢჄி˙ᝃထƓǑƼඕထƴƓƍƯǦǤȳȉȕǡȸȠƷૼᚨǛᚘဒ
• ዮܭЈщᲴ18,370kWᲢʖܭᲣᲢҥೞ1,670kWg11ؕ
• CO2Ъถ ࠰᧓ኖ13,000ȈȳᲢᚾም͌Უ
• փಅᢃ᠃ڼʖܭᲴ2011࠰10உ

᧲દ⼺↸

᧲㔚䉰䉟䊃

࢘ᅈǰȫȸȗƷȦȸȩǹǨȊǸȸè
ƕᚨǛᚘဒ

ᴡᵤ↸

ዮܭЈщᲴ16,700kWᲢʖܭᲣ
Ტҥೞ1,670kWg10ؕᲣ
ᢃ᠃ڼʖܭᲴ2010࠰

䊡䊷䊤䉴䉰䉟䊃

䋨㶎 ᧲੩㔚ജ60%䇮⼾↰ㅢ40%
⾗䋩

22࠰1உ13ଐ
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ȡǬǽȸȩȸႆᩓᚨᚘဒᲢிʮᩓщᲣ
ȡǬǽȸȩȸႆᩓᚨᚘဒᲢிʮᩓщᲣ
žූŴٽᨗήႆᩓ (߷߃ࠊƱƷσӷ) ſƓǑƼž̽ٽޛᨗήႆᩓ (ޛషჄƱƷσӷ)ſ
ЈщᲴᚘ3ɢkWŴCO2ЈЪถ(ਖ਼)ܭᲴᚘ14,000t/࠰

Ū ූٽᨗήႆᩓ

ענᲴ ᅕ߷ډჄ߷߃ࠊ߷߃ғූထᲢ߷߃ࠊஊעᲣ

ȷٽᨗᩓ൷Јщ Ჴኖ7,000kW
ȷბʖܭ
ȷႆᩓᩓщ
Ჴኖ740ɢkWh /࠰
ȷᢃ᠃ڼʖܭ
ȷCO2ЈЪถᲴኖ 3,100 Ȉȳ/࠰(ਖ਼)ܭ

Ū ٽᨗήႆᩓ

21࠰ࡇ
23࠰ࡇ

ענᲴ ᅕ߷ډჄ߷߃ࠊ߷߃ғ Ტ࢘ᅈஊעᲣ

ȷٽᨗᩓ൷Јщ Ჴኖ13,000kW
ȷბʖܭ
21࠰ࡇ
ȷႆᩓᩓщ
Ჴኖ1,370ɢkWh /࠰
ȷᢃ᠃ڼʖ ܭ23࠰ࡇ
ȷCO2ЈЪถᲴኖ 5,800 Ȉȳ/࠰(ਖ਼)ܭ

Ū ̽ٽޛᨗήႆᩓ

ענᲴ ޛషჄဍࡅࠊɦӼ ޛᲢޛషჄஊעᲣ

ȷٽᨗᩓ൷Јщ Ჴኖ10,000kW
ȷბʖܭ
ȷႆᩓᩓщ
Ჴኖ1,200ɢkWh /࠰
ȷᢃ᠃ڼʖܭ
ȷCO2ЈЪถᲴኖ 5,100 Ȉȳ/࠰(ਖ਼)ܭ

22࠰1உ13ଐ
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ٽᨗήႆᩓƷૼƨƳᝰӕСࡇƷಒᙲ
ٽᨗήႆᩓƷૼƨƳᝰӕСࡇƷಒᙲ
2009࠰7உ1ଐŴǨȍȫǮȸ̓ዅನᡯ᭗ࡇ҄ඥᇌŵٽᨗήႆᩓƔǒƷᩓൢƷᝰӕ
Ǜ፯ѦƮƚ
2009࠰8உ31ଐŴφ˳ႎСࡇϋܾπᘙ
• ൟƷμՃӋьŵᩓщƷᩔᙲܼμƯƕᝰӕᝲဇǛਃ
• ݣᝋƸ˷йᩓщƴᨂܭŵႆᩓʙಅႸႎƷǋƷƸݣᝋٳ
2009࠰11உǑǓᝰӕڼ

èݰλ࢘ИƸŴ˰ܡဇᲢ10kWசᲣƸŴ48ό/kWhŴƦǕˌٳƸ24ό/kWh
ᐯܼႆᩓᚨͳǛ́ᚨƠƯƍǔئӳƸŴƦǕƧǕ39ό/kWhŴ20ό/kWh
ƂЈχƃžᇹɟׅϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷμᝰӕƴ᧙ƢǔȗȭǸǧǯȈȁȸȠ˟ӳᲢH21.11.6Უſᣐ˄૰ሁǑǓ˺
22࠰1உ13ଐ
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ٽᨗήႆᩓƷૼƨƳᝰӕСࡇƴǑǔਃ᫇
ٽᨗήႆᩓƷૼƨƳᝰӕСࡇƴǑǔਃ᫇
ૼСࡇᲢٽᨗήƷ˷йᩓщƴᨂܭƠƨᝰӕСࡇᲣƴǑǔᩓщᩔᙲܼƷਃዮ᫇ƸŴ
И࠰ࡇư800᳸900ΕόŴ 5᳸10࠰Ⴘư1,800᳸3,000Εόŵ
ᩓൢ૰ƸŴஇٻኖ0.3ό/kWhɥଞᲢ5᳸10࠰ႸᲣ
แܼࡊᲢ300kWhᲩஉᲣƷਃƸŴ90όᲩஉᲢ1,080όᲩ࠰Უفьŵ
3,000

䋨ం䋩

ኖ3,000Εό

2,500

ኖ 1,800Εό

2,000
1,500

࠰Ⴘᝰӕڼ
࠰Ⴘᝰӕڼ
࠰Ⴘᝰӕڼ
࠰Ⴘᝰӕڼ
И࠰ࡇᝰӕڼ

И࠰ࡇ800᳸ 900Εό

1,000
500
0
И࠰ࡇ

࠰Ⴘ

࠰Ⴘ

࠰Ⴘ

࠰Ⴘ

࠰Ⴘ

࠰Ⴘ

࠰Ⴘ

࠰Ⴘ

࠰Ⴘ

䋨ᵈ䋩╙㪊㪎࿁ᣂ䉣䊈䊦䉩䊷ㇱળ䋨㪉㪇㪇㪐ᐕ㪏㪉㪌ᣣ䋩⾗ᢱ䈱ᢙ୯䉕䉟䊜䊷䉳ൻ
㪍ᐕ⋡એ㒠䈲䇮䈮ᐲ䈏⛮⛯䈘䉏䈢႐ว䈱⽶ᜂჇಽ䉕㪌ᐕ⋡䈱⽶ᜂ✚㗵䈮ਸ਼䈞䈚䈢䉟䊜䊷䉳
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ᩓщЎƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸݰλƷᨥൔ᠋
ᩓщЎƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸݰλƷᨥൔ᠋
൦щǛԃǊƨئӳŴଐஜƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƴǑǔႆᩓƸŴȉǤȄƱӷሁưᢐ
ᑥƳƍ
ɼᙲƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸݰλ᳕2007࠰ܱጚ᳗
䋨⊖ਁ㫂㪮㪿䋩
400,000

䋨䋦䋩
60%
52.0%

ƦƷ˂

350,000
300,000
250,000

ȐǤǪǬǹȷ෩˳ȐǤǪȞǹ

50%

˳ȐǤǪȞǹ
ᐯ˳ࡑూཋ

40%

щ
ٽᨗή

200,000
150,000
100,000

30%

ע༏
൦щ

11.8%

14.2%

19.5%

15.5%

20%
8.3%5.0%

8.8%

50,000
0

10%
0%

䊐䊤䊮䉴

䊄䉟䉿

䉟䉺䊥䉝

èӲ͌Ƹ൦щᡂǈ(੬൦ᨊƘ)᳕2007࠰ܱጚ᳗

22࠰1உ13ଐ
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䉴䉡䉢䊷 䉴䊕䉟䊮
䊂䊮

☨࿖

䉟䉩䊥䉴

èႸႮƸႆᩓᩓщŴӫႸႮƸႆᩓᩓщƴҩǊƯƍǔϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷлӳ
ƂЈχƃIEA, ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES, 2009 EDITION
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ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷᛢ᫆Ĭ
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷᛢ᫆Ĭ
ٽᨗήȷщႆᩓƷǳǹȈƱ࣏ᙲƳע᩿ᆢ
ٽᨗή

щ
᳕ᙹٻ᳗ኖ11᳸14ό/kWh
᳕ɶᙹݱ᳗ኖ18᳸24ό/kWh

ኖ47ό/kWh

ႆᩓǳǹȈ

100ɢkWኢҾ܇щႆᩓᲫؕЎǛˊஆƢǔئӳ
࣏ᙲƳע᩿ᆢ

ȷኖ67km2
ޛዴϋ᩿ͨᆢƱǄǅӷơ

ȷኖ246km2
ޛዴϋ᩿ͨᆢƷኖ3.5̿

ᚨͳМဇྙ

ȷ12%

ȷ20%

ƂЈχƃዮӳเǨȍȫǮȸᛦ௹˟ ᇹ22ૼׅǨȍȫǮȸᢿ˟૰Ტ2008࠰2உ1ଐᲣ
ዮӳเǨȍȫǮȸᛦ௹˟ ᩓൢʙಅЎᅹ˟ Ҿ܇щᢿ˟إԓžҾ܇щᇌᚘဒſᲢ2006࠰8உ8ଐᲣ˂

ᲢӋᎋᲣ˂ᩓเƷႆᩓǳǹȈ
Ҿ܇щ

൦щ

ჽ້щ

LNG້щ

ჽ໗້щ

7.3

10.6

12.2

7.0

7.2

ᢃ᠃࠰ૠǛ40࠰ƱƠƨئӳ

5.3

11.9

10.7

6.2

5.7

Мဇྙ

80%

45%

80%

80%

80%

ႆᩓҥ̖Ტό/kWhᲣ
ӲᩓเƷඥܭ᎑ဇ࠰ૠèǛᢃ᠃࠰ૠƱƠƨئӳ

ႆᩓҥ̖Ტό/kWhᲣ

è

Ҿ܇щᲴ16࠰Ŵ൦щᲴ40࠰Ŵჽ້щȷLNG້щȷჽ໗້щᲴ15࠰
22࠰1உ13ଐ
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ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷᛢ᫆ĭ
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷᛢ᫆ĭ
ٽᨗήȷщሁƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƸŴႆᩓЈщƕǍͅټƳƲƷൢᝋவˑ
ƴӫƞǕܭܤƠƳƍƨǊŴ࣏ᙲƳƴᩓൢǛ̅ƑƳƍŴᩓൢǛܭܤƠƯᡛǔƷ
ƴ࣏ᙲƳԗඬૠǍᩓןǛዜਤưƖƳƍሁƷ̓ܭܤዅɥƷᛢ᫆ƕƋǔ
ᩓൢƸᝪᔺưƖƳƍƨǊŴɟᑍᩓൢʙಅᎍƕქქƷᩔዅᛦૢǛᘍƳƬƯƍǔ
ƕŴʖยɧᏡưЈщ٭ѣƷນƠƍϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƴƸŴᩔዅᛦૢೞᏡƕƳƘŴ
ᡞƴŴݰλƕᡶǉǄƲ˂ƷᩔዅᛦૢᩓเᲢ̊Ƒƹჽ້щƳƲᲣƴਃǛƔƚƯ
ƍǔƷƕܱऴ
㧔kWh㧕





щႆᩓƷЈщ҄٭Ტஉ᧓Უ







᥍ࠇ



⊒㔚㔚ജ㊂

ജᲧ㧔ታ㓙ߩജ㧛ቯᩰജ㧕

ٽᨗήႆᩓƷЈщ҄٭







ᦅ







㔎






























 
㧔ᤨ㧕

                
ƂЈχƃዮӳเǨȍȫǮȸᛦ௹˟ ૼǨȍȫǮȸᢿ˟
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ܼࡊƱǪȕǣǹȓȫƴƓƚǔǨȍȫǮȸƷ̅ǘǕ૾
ܼࡊƱǪȕǣǹȓȫƴƓƚǔǨȍȫǮȸƷ̅ǘǕ૾
ܼࡊƴƓƚǔଡ଼ȷዅืဇᡦᲢኖ6лᲣǍǪȕǣǹȓȫƴƓƚǔᆰᛦဇᡦᲢኖ4лᲣƴƓ
ƚǔCO2ЪถݣሊƕಊǊƯᙲ
ൟဃᢿᧉƴƓƚǔCO2ЪถƷǫǮƸ᭗јྙƷᆰᛦȷዅืೞ֥Ʒ୍ӏ

ܼ

Ϭ 2Ჟ

ༀଢȷܼᩓ
ᙌԼǄƔ

41Ჟ

ࡊ

ѣщ
8.6
Ჟ

ዅื
36%

5.1Ჟ
5.1Ჟ

ༀଢ
ǳȳǻȳȈ

༏เ
31.1Ჟ

42.4Ჟ

ଡ଼
21Ჟ

ЈχᲴžǪȕǣǹȓȫƷႾǨȍȫǮȸſ

ЈχᲴ žܼࡊဇǨȍȫǮȸወᚘ࠰إſ2007࠰ࡇ༿Ტ᧙ிᲣ

༏ᡛ

12.0Ჟ
ዅื 0.8Ჟ
0.8Ჟ

ᲢᝠᲣႾǨȍȫǮȸǻȳǿȸ

Ȼ˰ؾᚘဒᄂᆮ
22࠰1உ13ଐ
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ภଡ଼҄ݣሊƷЏǓžȒȸȈȝȳȗſ
ภଡ଼҄ݣሊƷЏǓžȒȸȈȝȳȗſ
༏เƸŴٽᨗήሁƱӷಮƴǯȪȸȳƳžϐဃӧᏡǨȍȫǮȸſưƋǔžٻൢ༏ſ
ȒȸȈȝȳȗƸ২ᘐႆƴǑǓŴ࠰ŷǨȍȫǮȸјྙƕӼɥŵܼࡊဇǨǢǳȳ
ưƸǨȍȫǮȸјྙƕ10࠰᧓ưኖ2̿ƴӼɥƠŴෞᝲᩓщƕҞถ
ȒȸȈȝȳȗ২ᘐƸଐஜƕɭမǛȪȸȉŵǨǢǳȳƸƷኖ2̿ƷјྙǛᢋ
䊍䊷䊃䊘䊮䊒䈱䈚䈒䉂

䊍䊷䊃䊘䊮䊒䈱ല₸䋨䌃䌏䌐䋪䋩ะ
㪎

㶎 ᧲੩㔚ജ⺞䈼

䋨㪚㪦㪧䋩

ᴘᴈᴦᴶϬϵೞ
㪍

㪌

ᴱᴈᴩᴌᴉᴒᴵ
ᴌᴒᴏᴅᴈᴜ

㪋

㪊

㪉
 

   

   

 

䋨ᐕᐲ䋩

䋪 䌃䌏䌐 䋨䉣䊈䊦䉩䊷ᶖ⾌ല₸䋩䋺 㪚㫆㪼㪽㪽㫀㪺㫀㪼㫅㫋㩷㫆㪽㩷㪧㪼㫉㪽㫆㫉㫄㪸㫅㪺㪼䈱⇛䇯ᯏེ䈱ല₸䉕␜䈜䇯䈖䈱ᢙ୯䈏ᄢ䈐䈇䈾䈬⋭䉣䊈䊦䉩䊷ᕈ⢻䈏㜞䈇
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ȒȸȈȝȳȗƷ୍ӏ̟ᡶ
ȒȸȈȝȳȗƷ୍ӏ̟ᡶ
ൟဃᢿᧉƱငಅᢿᧉƷϬଡ଼ǍዅืሁƕμƯȒȸȈȝȳȗưǇƔƳǘǕƨئӳŴ
ኖ1.3 ΕȈȳ/࠰ƷCO2ЈЪถᲢϋЈƷኖ10ᲟᲣƕӧᏡƴƳǔƱᚾም
ǨǳǭȥȸȈƷЈᒵӨૠƸ2008࠰ࡇܱጚưካᚘ174ɢӨŵ2009࠰10உƴƸ
200ɢӨǛᆳᄊ
èଐஜϬϵᆰᛦಅ˟ᛦǂ

ȒȸȈȝȳȗƴǑǔCO
ȒȸȈȝȳȗƴǑǔCO2Ъถјௐ

ϋƷǨǳǭȥȸȈካᚘЈᒵӨૠ

㪈㪎㪋

㪈㪏㪇

2020࠰ࡇǇưƷ
୍ӏႸ 1,000ɢӨ

㪈㪍㪇
㪈㪋㪇

㪈㪉㪋

㪈㪉㪇
㪈㪇㪇

㪏㪊

㪏㪇

㪋㪏

㪍㪇
㪋㪇

ǨǳǭȥȸȈ1ӨƷ
CO2ЪถјௐƸ

ኖ 0.65 Ȉȳ/࠰

22࠰1உ13ଐ

ܼࡊ(1ɭ࠘)Ʒ࠰᧓
CO2Ј(ኖ3.5Ȉȳ)
Ʒኖ2лǛЪถ
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㪉㪇
㪇
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㪉㪌
㪇

㪋

㪉㪇㪇㪈

㪉㪇㪇㪉

㪈㪉
㪉㪇㪇㪊

㪉㪇㪇㪋

㪉㪇㪇㪌

㪉㪇㪇㪍

㪉㪇㪇㪎

㪉㪇㪇㪏
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ᩓൢᐯѣƷႆȷ୍ӏĬ
ᩓൢᐯѣƷႆȷ୍ӏĬ
ᩓൢᐯѣƸŴǬǽȪȳƱൔ᠋ƠƯCO2ЈǛࠢٻƴЪถᲢኖ1/4Უ
ᩓൢʙಅưƸŴಅမμ˳ư2020࠰ࡇǇưƴኖ1ɢӨǛಅѦɲƱƠƯݰλƢǔᚘဒ
ᩓൢᐯѣƴǑǔCO2Ј৮Сјௐ

Ტ᠉ᐯѣ1Өƕ10,000kmឥᘍƠƨئӳᲣ
ᚾምவˑ
ȷ ᠉ǬǽȪȳ༓ᝲᲴ

19.2km/L

žჷǕƹჷǔǄƲƍƍƶᲛ᠉ᐯѣ(2008࠰༿)ſ
(ᅈ)μ᠉ᐯѣң˟ᡲӳ˟

ȷ Ჿ᳐༓ᝲᲴ

10km/kWh

ிʮᩓщƱᐯѣȡȸǫȸƴǑǔEVσӷႆƷႸ͌Უ

ȷ CO2ЈҾҥˮ
ȷ ǬǽȪȳᲴ 2.32kg-CO2/L
žภܴјௐǬǹЈምܭȷإԓȞȋȥǢȫſؾႾ

0.33kg-CO2/kWh

ȷ ᩓൢᲴ

ᩓൢʙಅᎍƴǑǔ2020࠰ࡇƷЈҾҥˮƷᙸᡫƠ

ǬǽȪȳ Ტ᠉ᐯѣᲣ

65,104όᲩ࠰ᲢǬǽȪȳˊᲣ

ኺฎࣱ Ტ10,000᳥᳧/࠰ ǛेܭᲣ

19.2 km / L

ᚾምவˑ Ტ༓ᝲŴ༓૰ҥ̖Უ

Ღ

125 ό / L

ிʮᩓщưƸȷȷȷ
¾ 2009࠰7உǑǓᩓൢᐯѣǛಅѦɲƱƠƯஜݰλ
¾ 2009࠰ࡇɶƴ 310ӨᆉࡇŴݩஹႎƴƸ 3,000Өᆉࡇ
Ǜݰλʖܭ
22࠰1உ13ଐ

ૺᙐᙌȷ᠃᠍ᅠഥ

ᩓൢᐯѣᲢᲿ᳐Უ

22,860όᲩ࠰

ᲢᩓൢˊᲣ

EV Ჴ 10 km / kWhᲦ22.86 ό / kWh

ǬǽȪȳƷ
ኖᲭЎƷᲫ

ኺฎࣱƷཎࣉ ᲢǬǽȪȳƱƷൔ᠋Უ

ɤᓛᐯѣಅ(ఇ)
ži-MiEVſƱ࣯ᡮΪᩓ֥

݈ ٟ   ಅ ( ఇ )
žȗȩǰǤȳǹȆȩſ
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ᩓൢᐯѣƷႆȷ୍ӏĭ
ᩓൢᐯѣƷႆȷ୍ӏĭ
ᩓൢᐯѣƷ୍ӏƴƸŴǤȳȕȩưƋǔΪᩓᚨͳƷႆȷ୍ӏሁƕ࣏ᙲ
ிʮᩓщƸŴᧈ࠰ƴǘƨǓؔƬƯƖƨΪᩓ২ᘐǛƔƠŴƍƣǕƷȡȸǫȸƷᩓ
ൢᐯѣƴǋࣖݣӧᏡƳ࣯ᡮΪᩓ֥ǛႆƠŴܱᚰᚾ᬴Ǜܱ
ƜƷ࣯ᡮΪᩓ֥ǛМဇƢǔƜƱƴǑǓŴ10Ў᧓ưኖ60kmឥᘍЎƷΪᩓƕӧᏡ
ൟ᧓ᬟئƳƲƴƓƚǔܱᚰᚾ᬴
ிʮᩓщƸŴૼɺƷϋȓȫȇǣȳǰעɦᬟئŴɺȎ
ϋᦀϫᬟئŴᬍᣃ᭗ᡮᢊែƷɟᢿȑȸǭȳǰǨȪǢ
ƳƲƴ࣯ᡮΪᩓ֥ǛᚨፗƠŴᐯ˳Ǎ˂˖ಅƱңưΪ
ᩓ֥ƷࣱᏡŴԼឋŴМࣱ̝ƴ᧙ǘǔܱᚰᚾ᬴Ǜܱ
ǇƨŴٻထȷɺƷϋȷஊಏထǨȪǢƴƓƚǔᬟئ
ƴᩓเǳȳǻȳȈ
Ტ100VǇƨƸ200
VᲣǛᚨፗƠŴΪᩓ
ᚨͳǛᚨፗȷᢃဇƢ
ǔᨥƷᛢ᫆ƳƲƷᚸ
̖ȷᛦ௹Ǜܱɶ
ܱᚰᚾ᬴ɲži MiEVſƱ࣯ᡮΪᩓ֥
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ൟɼηೌɦƴƓƚǔภܴјௐǬǹЪถƷɶႸᲢ
ൟɼηೌɦƴƓƚǔภܴјௐǬǹЪถƷɶႸᲢ2020࠰Უ
ೌʩˊǛڎೞƴᯕޛೌƸȞȋȕǧǹȈƴؕƮƖႸ͌Ǜࠢٻƴɥ૾̲ദ
ƨƩƠŴžμƯƷɼᙲƷӋьƴǑǔॖഒႎƳႸƷӳॖƕЭ੩Ტ9/22ᡲᛟᲣſ
ᯕޛೌ

ဃೌ

’90࠰ൔŢ
25%Ტ
Ტ’05࠰ൔŢ
30%Უ
Უ
90࠰ൔŢ25%
05࠰ൔŢ30%

’05࠰ൔŢ
15%
05࠰ൔŢ15%

䋨CDM䈭䈬ᶏᄖ䈎䉌䈱ឃᨒ⺞㆐䉕䉃䈫䉂䉌䉏䉎䋩
CDM䈭䈬ᶏᄖ䈎䉌䈱ឃᨒ⺞㆐䉕䉃䈫䉂䉌䉏䉎䋩

ᲢჇ൦Უ

8.31 ᘌᜭᨈᢠਫưൟɼηƕᢅҞૠ
9. 7 ภଡ଼҄ݣሊᜒ˟ưᯕޛൟɼη
ˊᘙƕ’
25%Ǜᘙଢ
Ǜᘙଢ
ˊᘙƕ’90࠰ൔŢ
90࠰ൔŢ25%
9.22 ᡲൢͅ٭ѣᬍᏯ˟ӳƴƯŴ
ӷႸ൦แǛᘙଢ

’90࠰ൔư
3̿ࢍ
90࠰ൔư3
’05࠰ൔư
2̿Ʒ
05࠰ൔư2
ɥ૾̲ദ

ӲƷɶႸ

ؕแ࠰

ɶႸ

90࠰ൔ੭ም

05࠰ൔ੭ም

ଐஜᲢᯕޛೌᲣ

1990

ଐஜᲢဃೌᲣ

2005

Ţ25%
Ţ15%

Ţ25%
Ţ8%

Ţ30%
Ţ15%





2005

Ţ17%

Ţ4%

Ţ17%

7

1990

Ţ20%᳸Ţ30%

Ţ20%᳸Ţ30%

Ţ13%᳸Ţ24%

E

U

2

Ȁ

2006

Ţ20%

Ţ3%

Ţ21%

߸

2000

Ţ5%᳸Ţ25%

Ქ13%᳸Ţ11%

Ţ10%᳸Ţ29%

Ǣ

1990

Ţ20%᳸Ţ25%

ɶ



2005

Ţ40%᳸Ţ45%ᲢGDPƋƨǓᲣ

Ţ20%᳸Ţ25%
Ქ18%᳸Ქ25%
ЈᲴ05࠰ൔ+1.7᳸+1.9̿

Ǥ

è

2005

Ţ20%᳸Ţ25%ᲢGDPƋƨǓᲣ

ǫ

Ȋ

ᝍ
ȭ

Ƿ

ȳ

ȉ

ᲢЭ੩Უ2020࠰ǇưGDP࠰ྙ+8%ƱƠƯᚾም

ЈᲴ05࠰ൔ+2.3᳸+2.4̿
ᲢЭ੩Უ2020࠰ǇưGDP࠰ྙ+7.6%ƱƠƯᚾም

èӲᆔإᢊƴǑǔ
22࠰1உ13ଐ
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ൟɼȞȋȕǧǹȈƴਫ਼ƛǒǕƨɼᙲؾሊ
ൟɼȞȋȕǧǹȈƴਫ਼ƛǒǕƨɼᙲؾሊ
ƂɶႸƷᢋƴӼƚƨɼᙲሊᲢᘌᜭᨈᢠਫȞȋȕǧǹȈᲣƃ
ሊႸ

ൟɼηȞȋȕǧǹȈ

ྶעภଡ଼҄ݣሊᆋ

ᡶ

ྶעภଡ଼҄ݣሊᆋƷݰλǛ౨᚛
૾עᝠƴᣐॾƠƭƭŴཎܭƷငಅƴᢅࡇƷਃƱ
ƳǒƳƍǑƏသॖƠƨСࡇᚨᚘ

2010࠰ࡇᆋСો
ദٻዠǛ12/11
ƴӕǓǇƱǊʖ
ܭ

ǬǽȪȳᆋŴ᠉ࡽӕᆋŴᐯѣᆋŴᐯѣӕ
ࢽᆋƷܭᆋྙƸࡑഥƠƯŴ2.5ΫόƷถᆋǛܱ
ݩஹႎƴƸŴǬǽȪȳᆋŴ᠉ࡽӕᆋƸžྶעภଡ଼
҄ݣሊᆋᲢˎᆅᲣſƱƠƯɟஜ҄
μᆔμᝰӕ

μᝰӕ૾ࡸƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƴݣƢǔ̖ܭ
ᝰӕСࡇǛଔƴݰλ
јྙႎƳᩓщዡᲢǹȞȸȈǰȪȃȉᲣƷ২ᘐႆȷ
୍ӏǛ̟ᡶ

ЈӕࡽСࡇ

ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉᲢC&TᲣ૾ࡸƴǑǔܱјƋǔ
ϋЈӕࡽࠊئǛоᚨ
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ᏃǛ੩ᅆʖܭ

11/6ƴȗȭǸǧ
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ࡅƷ౨᚛˳С
ࡅƷ౨᚛˳С
ž90࠰ൔŢ25%ſƷɶႸᢋƴӼƚŴ᧚·ۀՃ˟Ʒɦƴ౨᚛˳СǛኵጢ
ؾሊƷ౨᚛ǛڼƢǔǋŴሊƷφ˳ƸசƩᅆƞǕƣ

ྶעภଡ଼҄բ᫆ƴ᧙Ƣǔ᧚·ۀՃ˟
ஊᜤᎍটᛩ˟ሁ

ᓌႺʴиዮྸ

ኺฎငಅႾ

ؾႾ

ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷ
μᆔμᝰӕƴ᧙ƢǔPT
μᆔμᝰӕƴ᧙ƢǔPT
ȷ܇فиٻᐫŴᡈᕲѦܫƕɼƴ
ਃ࢘ƠŴѦɤࢫƕӋьŵ
ȷƦƷ˂ஊᜤᎍ5ӸƕӋь
ȷʙѦޅƸเǨȍȫǮȸ࠻

ᆋСોദᙲஓ
Ტྶעภଡ଼҄ݣሊᆋǛԃǉ
ᆋСƷǰȪȸȳ҄Უ

ᆋСᛦ௹˟
2010࠰ࡇᆋСોദƴӼƚŴ
ྶעภଡ଼҄ݣሊᆋǛԃǊƯ
ᜭᛯ

иٻᐫኢ౨᚛ȁȸȠ
ʙѦᧈޅᲴݱඑᥘʶٻؾᐫ
ɶႸᢋƴӼƚƨ౨᚛
ǿǹǯȕǩȸǹ
ᲢȢȇȫЎௌ5ೞ᧙ȷஊᜤᎍ7ӸᲣ

22࠰1உ13ଐ

ᡦɥૅੲƴ᧙Ƣǔ
౨᚛PT
౨᚛PT

ϋЈӕࡽƴ
᧙ƢǔPT
᧙ƢǔPT

ȷ᧙̞иٻᐫኢ

ȷ᧙̞иٻᐫኢ
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ɶႸƴ᧙ƢǔൟƷ٣
ɶႸƴ᧙ƢǔൟƷ٣
ࡅƕʻ࠰5உƴܱƠƨɭᛯᛦ௹ưƸŴ1990࠰ൔŢ25ᲟᲢᲷ2005࠰ൔŢ30ᲟᲣ
ƸŴǄƱǜƲૅਤƞǕƯƍƳƍ
ൟƕภଡ଼҄ݣሊƷƨǊƴᚩܾưƖǔਃ᫇Ƹ࠰1ɢ2Ҙό/ɭ࠘ச

ƂЈχƃᬍႻܫᢶțȸȠȚȸǸ
Ძܼࡊ࢘ƨǓƴᚩܾưƖǔஉਃ᫇ Ტ࠰
࠰உ ᛦ௹ኽௐᲣ

10,000એ
0.5%

ో䈒⽶ᜂ䈚䈢䈒䈭䈇

1,000䌾2,000 2,000䌾5,000

1,000ᧂḩ

5,000એ
1.7%
㪇㩼

㪈㪇㩼

㪉㪇㩼

䋪 ᒰ⠪ᢙ 䋺 1,222ੱ

22࠰1உ13ଐ

㪊㪇㩼

㪋㪇㩼

㪌㪇㩼

㪍㪇㩼

㪎㪇㩼

㪊㪅㪇㩼

㪈㪇㪅㪎㩼

㪉㪋㪅㪎㩼

㪋㪈㪅㪉㩼

㪈㪏㪅㪉㩼

㪏㪇㩼

ಽ䈎䉌䈭䈇

㪐㪇㩼

㪈㪇㪇㩼

ൟƷኖᲰлƕž1,000όசᲢ࠰੭ምư1ɢ2ҘόசᲣſƱׅሉ
࿖᳃䈱⚂ 䋵䋹䋮䋴䋦䋨⚂䋶ഀ䋩䈏㪈㪃㪇㪇㪇ᧂḩ䈫࿁╵
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ž90࠰ൔŢ25%ſƷܱྵƴ࣏ᙲƳݣሊ

žٽᨗήſžഏɭˊᐯѣſžႾǨȍ˰ܡſǛಊᨂǇưݰλƠƯǋŴ90࠰ൔŢ15
᳸Ţ20%Ǉưƕᨂမ
࣏ᙲƳݣሊ
 ٽᨗ ή
ŦྵཞƷ40̿ݰλ
Ტ1,000ɢৎᲣ
ૼሰਤܼ˰ܡƷ7л,
ଏሰ60ɢৎ/࠰
9 ૼᝰӕСࡇƷоᚨ
ᲢСࡇᚨᚘɶᲣሁ

ഏɭˊᐯѣ
Ŧૼᝤ٥Ʒ100%
̬ஊӨૠƷ40%
9 ࢼஹᐯѣᝤ٥ᅠഥ
ᲢɶӞԃǉᲣ
9 ᙀяСࡇƷࢍ҄ ሁ

ႾǨȍ˰ܡ
Ŧૼሰ˰ܡƷ100%
ɟᙹܭˌɥƷଏሰ˰ܡƴ
፯Ѧ҄
9 ؕแǛƨƞƳƍ˰ܡƷોሰ፯
Ѧ҄
9 ᙹٻƳᆋСΟᢀȷᙀяСࡇ
Ʒࢍ҄ ሁ

ƦǕˌɥƷЪถƸŴϋƴƓƚǔࠢٻƳဃငƷถݲƕЭ੩ƱƳǔ
ቫᥟဃင
ᲴŢ12᳸18Ჟ ኡெኡဃငᲴŢ5᳸29Ჟ ǻȡȳȈဃငᲴŢ11᳸25Ჟ
ǵȸȓǹಅƷဃငᲴŢ4Ჟ
ǨȁȬȳဃငᲴŢ23Ჟ
ಅѦ᩿ᆢ ᲴŢ1Ჟ ᝣཋᡛèᲴŢ19ᲟᲢèƏƪᐯѣŢ23%ŴᤧᢊŢ7%Უ
ƂЈχƃ žɶႸ౨᚛ۀՃ˟(3/27,4/14)ſ૰ŴƓǑƼžᇹᲫׅዮӳเǨȍȫǮȸᛦ௹˟ᩔዅᢿ˟(8/5)ſ૰ǑǓ˺
22࠰1உ13ଐ
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ɶႸƷܱྵƴˤƏኺฎǁƷࢨ᪪
ɶႸƷܱྵƴˤƏኺฎǁƷࢨ᪪
Ƃᢠ৸ᏃĮƃ
Ტ05࠰ൔŢ14ᲟᲣ

䇼ㆬᛯ⢇㽲䇽
䋨05ᐕᲧ䂥4䋦䋩
ታ⾰GDP
䋨2020ᐕ䉁䈪䈱⚥Ⓧ䋩

Įİıƴ
ݣƢǔ
ؕแǱȸǹ
ӫૠ͌Ƹ
ஜǱȸǹƔǒ
ƷࠀЎ

ᄬᬺ⠪ᢙ

Ꮺᒰ䈢䉍䈱
นಣಽᚲᓧ

ᐕ₸1.3%ߩ
ታ⾰GDP
ᚑ㐳₸ࠍᗐቯ

Ꮺᒰ䈢䉍䈱
శᾲ⾌⽶ᜂ

Ƃᢠ৸Ꮓıƃ
Ტ05࠰ൔŢ30ᲟᲣ

Ţ0.5᳸Ţ0.6Ჟ

Ţ3. 2᳸Ţ6.0Ჟ

11᳸19ɢʴف

77᳸120ɢʴف

࠰Ţ4᳸Ţ15ɢό

࠰Ţ22᳸Ţ77ɢό

࠰2᳸3ɢόف

࠰11᳸14ɢόف

17᳸25Ჟف

97᳸125Ჟف

㔚ജଔᩰ

ᲢЈχᲣᇹᲲྶעׅภଡ଼҄բ᫆ƴ᧙Ƣǔটᚃ˟ᲢH21.4.17Უᣐ˄૰ሁǑǓ˺
22࠰1உ13ଐ
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ž90࠰ൔŢ25%ſƷܱྵƴӼƚƨዋۋᲢᩓщᲣ

90࠰ൔŢ25%ƴࣖݣƠƨᩓщᩔᙲ൦แƸŴᩓൢʙಅᎍƷेܭᲢ̓ዅᚘဒᲣǑǓ2
㪈㪉㪃㪇㪇㪇
лǋ˯ƍ
㪈㪈㪃㪈㪋㪎
㩿㪉㪇㪈㪏㪀

㔚᳇ᬺ⠪䈱㪉㪇㪇㪐ᐕᐲ
ଏ⛎⸘↹䈱೨ឭ䈫䈭䉎
㪉㪇㪈㪏ᐕᐲ⊒㔚㊂

䋨ం㫂㪮㪿䋩

㪈㪈㪃㪇㪇㪇

㪈㪇㪃㪏㪍㪊

䌛ㆬᛯ⢇㽲䌝
㪇㪌ᐕᲧ䂥㪋㩼

㪐㪃㪎㪎㪉

䌛ㆬᛯ⢇㽴䌝
㪇㪌ᐕᲧ䂥㪈㪋㩼

㪐㪃㪏㪋㪌

㪈㪇㪃㪇㪇㪇
㪐㪃㪊㪐㪍
㪐㪃㪇㪇㪇

㪏㪃㪐㪎㪊

㪏㪃㪌㪌㪎

䌛ㆬᛯ⢇㽷䌝
㪇㪌ᐕᲧ䂥㪊㪇㩼

㪏㪃㪇㪇㪇
㪎㪃㪊㪎㪍
㪎㪃㪇㪇㪇
㪈㪐㪐㪇

㪈㪐㪐㪌

㪉㪇㪇㪇

㪉㪇㪇㪌

㪉㪇㪈㪇

㪉㪇㪈㪌

㪉 㪇 㪉 㪇 䋨ᐕᐲ䋩

ᲢදᲣᇹׅɶႸ౨᚛ۀՃ˟Ტ࠰உଐᲣ૰ƴᚡ᠍ƷႆᩓᩓщሁǛΨƴ˺
ȷٽᨗήƷႆᩓМဇྙŴᐯܼෞᝲƸ˰ܡဇႆᩓƷҞŴئȷȓȫဇƷμƱˎܭƠƯᨊᙀദ
ȷ࠰ࡇǇưƷܱጚƷႆᩓᩓщƸɟᑍᩓൢʙಅᎍᚘᲢႆᩓᇢᲣŴȇȸǿЈƸƀᩓเႆƷಒᙲƁ
ȷӲᢠ৸ᏃưᅆƞǕƨႆᩓᩓщƸƜǕǒܱጚƓǑƼ̓ዅᚘဒƷႆᩓᩓщƱݣᝋርƕီƳǔӧᏡࣱƋǓ
22࠰1உ13ଐ
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ɶႸƷኺฎࢨ᪪ϐЎௌኽௐᲢǿǹǯȕǩȸǹɶ᧓إԓᲣ
ɶႸƷኺฎࢨ᪪ϐЎௌኽௐᲢǿǹǯȕǩȸǹɶ᧓إԓᲣ
ૼೌɦưᚨፗƞǕƨǿǹǯȕǩȸǹƴƓƍƯŴɶႸž90࠰ൔŢ25%ſᢋ
ƴˤƏኺฎࢨ᪪ƷϐЎௌǛܱŵ21࠰12உ11ଐƴžɶ᧓ƱǓǇƱǊſǛπᘙ
ʻࢸŴ˟ܼᧉݦӳƷȡȳȐȸǛλǕஆƑƯϐᚾምƠŴ2010࠰Ʒᡫࠝ˟Эƴƪ
ЈƢ૾ӼᲢإᢊșȸǹᲣ
žɶ᧓ƱǓǇƱǊſƷɼƳϋܾ
9 ϋƷЪถྙƕ10%
Ŵ15%Ŵ
ϋƷЪถྙƕ10%Ŵ
15%Ŵ20%Ŵ
20%Ŵ25%Ʒ
25%Ʒ4ƭƷǱȸǹƴЎƚŴኺฎࢨ᪪ǛЎௌ
ăෙٳǯȬǸȃȈƷទλǛفǍƢǄƲܱឋӧϼЎࢽƷถݲƸዼԧ
ă25%ǱȸǹƷGDPȭǹƸ3.1᳸5.6%
9 ЎௌǛᘍƬƨᄂᆮೞ᧙ƴǑƬƯЎௌƷȢȇȫನᡯǍЭ੩வˑƕီƳǔƨǊŴӲŷƷᚾምኽௐ
ƕҥኝƴൔ᠋ƞǕƳƍǑƏŴЭׅᅆƞǕƨžɭ࠘࢘ƨǓƷࢨ᪪᫇ſƸᅆƞǕƣ
ᲢӋᎋᲣᇹ5ׅǿǹǯȕǩȸǹᲢ11/19ᲣưπᘙƞǕƨӲᄂᆮೞ᧙Ʒ૰ƴǑǔƱŴӧϼЎࢽƸŴŢ25%
ǛϋƷЪถѐщưᢋƢǔžჇ൦ſƷئӳŴ1ɭ࠘࢘ƨǓஇٻư࠰76ɢ5ҘόᲢЭೌɦƷЎௌኽ
ௐƱ٭ƳƠᲣŴŢ25%ƷƏƪ15%ǛෙٳƔǒទλƢǔئӳŴ1ɭ࠘࢘ƨǓஇݱư࠰3ɢόƴถݲ

ᲶʻࢸƷɼᙲƳЎௌ˺ಅƸˌɦƷƱƓǓᲸ
ʻࢸƷɼᙲƳЎௌ˺ಅƸˌɦƷƱƓǓᲸ
ЎௌƷЭ੩ƱƳǔȞǯȭȕȬȸȠƷࣱ࢘ڲƷ౨ᚰ
ǨȍȫǮȸǳǹȈƷЪถȷࠊئоЈјௐŴ২ᘐ᪃ૼƷЭ͂ƠƴǑǔࢨ᪪ƷЎௌ
22࠰1உ13ଐ
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ǨȍȫǮȸјྙƷᨥൔ᠋
ǨȍȫǮȸјྙƷᨥൔ᠋
ଐஜƷငಅမƷǨȍȫǮȸМဇјྙƸɭမஇ᭗൦แ
ᩓщǛ້щႆᩓư1kWh˺ǔƷƴ
࣏ᙲƳǨȍȫǮȸਦૠൔ᠋Ტ2006࠰Უ

ǻȡȳȈƷɶ᧓ᙌԼᲢᴐᴰᴵᴎᲣǛ1tᙌᡯƴ
࣏ᙲƳǨȍȫǮȸਦૠൔ᠋Ტ2003࠰Უ

ᩓᚐᒃࣱǽȸȀƷᙌᡯƴ࣏ᙲƳ
ǨȍȫǮȸਦૠൔ᠋Ტ2004࠰Უ

160
180

141
140

132

120

110

159

120

133

124
116

120

100

123

120
132

140

113

102

100

140
155

160

108

104

100

113

100

100

100

80

80

80
ᣣᧄ

䊐䊤䊮䉴

䊄䉟䉿

☨࿖

ਛ࿖

䉟䊮䊄

Ј Ჴ ECOFYSᅈ(ǪȩȳȀƷᛦ௹˟ᅈ)
“International Comparison of Fossil Power
Efficiency“ Ტ2009࠰Უ

ᣣᧄ

䉟䊮䊄

䊑䊤䉳䊦

101

130

120

100

123

125

వㅴ䍏䍚䍼䍏⻉࿖

᰷

☨࿖䍃䍔䍣䍞䍼

Ј Ჴ Solomon AssociatesᅈᲢᲣ 2004࠰

22࠰1உ13ଐ

᰷

᧲᰷

380
326

224

200
140

ᣣᧄ

☨࿖

260

102

100

80

ਛ࿖

320

112
100

90

㖧࿖

ኡȷெኡ1tᙌᡯƴ࣏ᙲƳ
ǨȍȫǮȸਦૠൔ᠋Ტ2004-5࠰Უ

122
103

ᣣᧄ

ਛ࿖

ᤧ1tᙌᡯƴ࣏ᙲƳǨȍȫǮȸ
ਦૠൔ᠋Ტ2005࠰Უ
140

113

☨࿖

Ј Ჴ SRI Chemical Economic Handbook
ӏƼǽȸȀȏȳȉȖȃǯ

110
100

㖧࿖

Ј Ჴ The International Energy Agency (IEA)
žWorldwide Trends in Energy Use and Efficiency
2008ſǑǓ˺

ჽᙌԼ1kLᙌᡯƴ࣏ᙲƳ
ǨȍȫǮȸਦૠൔ᠋Ტ2002࠰Უ
120

䊄䉟䉿

80

160

168

䊉䊦䉡䉢䊷

䍪䍆䍻䍵䍻䍢䍼

127
100

85

80

ᣣᧄ

㖧࿖

䊄䉟䉿 䉟䉩䊥䉴

ਛ࿖

䉟䊮䊄

☨࿖

Ј Ჴ ᲢᝠᲣྶעؾငಅ২ᘐᄂᆮೞನᲢRITEᲣ
žǨȍȫǮȸјྙƷᨥൔ᠋ᲢႆᩓŴᤧᥟŴ
ǻȡȳȈᢿᧉᲣſᲢ2009࠰10உᲣǑǓ˺
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䊄䉟䉿

䊐䊤䊮䉴

☨࿖䇭

䊑䊤䉳䊦

ᲢදᲣȉǤȄƷҾҥˮƕಊᇢƴ˯ƍƷƸŴஙȑȫȗƷኖᲰлǛλ
ƠƯƓǓŴȑȫȗƷဃငƴ࣏ᙲƳǨȍȫǮȸƕᚘɥƞǕƯƍƳƍ
ƜƱƳƲƕᙲ׆ŵ

Ј Ჴ ᲢᝠᲣଐஜǨȍȫǮȸኺฎᄂᆮ 2007࠰
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ɶႸƴ᧙ƢǔᨂမЪถᝲဇƷᨥൔ᠋
ɶႸƴ᧙ƢǔᨂမЪถᝲဇƷᨥൔ᠋
ଐஜƕ05࠰ൔŢ30%Ტ90࠰ൔŢ25%ᲣƷئӳƴŴӲƕ൭ǊǒǕǔЪถྙᲢ05࠰
ൔᲣᲢᨂမЪถᝲဇèǛӷሁƱƠƨئӳᲣ
è ᨂမЪถᝲဇᲴᲞ476Ჩt-CO2

ᲿƸ05࠰ൔŢ35ᲟŴƸ
ӷŢ52ᲟƷЪถኖளƕ࣏ᙲ
ƂЈχƃ Ჴ ྶעภଡ଼҄բ᫆ƴ᧙Ƣǔ᧚·ۀՃ˟ ǿǹǯȕǩȸǹᇹ5˟ׅӳRITE੩Ј૰ǑǓ˺
22࠰1உ13ଐ
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ྶעภଡ଼҄ݣሊᆋᲢؾᆋᲣƴƭƍƯ
ྶעภଡ଼҄ݣሊᆋᲢؾᆋᲣƴƭƍƯ
Ũྶעภଡ଼҄ݣሊᆋᲢ11உ11ଐႆᘙؾႾకᲣƷಒᙲ
ąዮ᫇2Ϋόŵμ҄ჽ༓૰ǁƷᛢᆋ1ΫόࢍŴǬǽȪȳǁƷɥʈƤᛢᆋᲫΫόࢊ
ჽ໗ǁƷᛢᆋƸŴ2,740όᲥྵᘍჽჽ໗ᆋ700ό
āྵᘍƷ4.9̿
᳆᳁ǁƷᛢᆋƸŴ2,870όᲥྵᘍჽჽ໗ᆋ1,080ό āྵᘍƷ3.6̿
ჽǁƷᛢᆋƸŴ2,780όᲥྵᘍჽჽ໗ᆋ2,040ό āྵᘍƷ2.4̿

Ũᩓൢʙಅμ˳ưƸ࠰᧓ኖ4,300ΕόƷਃف
ą10ᩓщ˟ᅈӳᚘƷኺࠝМႩᲢදᲣƴҒૣ
ᲢදᲣ19࠰ࡇܱጚ4,122ΕόŴ21࠰ࡇʖे4,820Εό

ąᩓщ˟ᅈƷ༓૰ᝲƷفьƱƳǓŴμƯƷƓܲƞǇƷᩓൢ૰ǁƷ᠃۫ƕɧӧഎ

Ũμרưኖ0.5ό/kWhƷਃف
ąᩓൢ૰ƴӒପƠƨئӳŴ
רႎƳƝܼࡊᲢදᲣᲢᩓൢ૰࠰8.4ɢόᲣưƸŴ࠰1,800όƷفь
ڎኖᩓщ150kWƷǹȸȑȸࡃಮᲢᩓൢ૰࠰843ɢόᲣưƸŴ࠰23ɢόƷفь
ڎኖᩓщ250kWƷɶᙹئᅈಮᲢᩓൢ૰࠰990ɢόᲣưƸŴ࠰27ɢόƷفь
ڎኖᩓщ500kWƷٻӝئᲽᅈಮᲢᩓൢ૰࠰3,636ɢόᲣưƸŴ࠰120ɢόƷفь
ɥᚡƸƍƣǕǋᩓʙᡲᚾምŵᲢදᲣƸ30AŴ300kWh/உ
22࠰1உ13ଐ
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ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸμᝰӕСࡇƴƭƍƯ
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸμᝰӕСࡇƴƭƍƯ
ٽᨗήܭᝰӕСࡇƸŴٽᨗήႆᩓƷᚨፗƴˤƏǳǹȈǛᩓൢƷ̅ဇᎍμƯƴ
ǑƬƯૅƑǔǋƷưƋǔƜƱƔǒŴž˷йᩓщᨂܭſƱƠƯ࠼ƘᕓƘਃƱƠƯ
ƍǔྵᘍСࡇƸŴൟྸᚐƕࢽǒǕǔǮȪǮȪƷƱƜǖ
žμᝰӕſƱƠŴٽᨗήˌٳƴᝰӕݣᝋǛਘٻƠƨئӳŴփМႸႎưƷʙಅᎍ
ƷӋλƕʖेƞǕᲢ̊ᲴȉǤȄᲣŴƜǕǛᩓൢƷ̅ဇᎍƕਃƢǔƜƱƴൟྸ
ᚐƕࢽǒǕƳƍ
ŧٽᨗήႆᩓǛž˷йᝰӕǓſƔǒžμᝰӕǓſƴ٭ƠƨئӳŴᝰӕƴǑǔൟƷਃƸኖ
1.8̿ƴفьƠŴݰλИ࠰ࡇư࠰᧓ኖ1,500ΕόƴƳǔƱᚾምƞǕƯƍǔŵ

ЈχᲴᇹ34ૼׅǨȍȫǮȸᢿ˟ ૰2-3

ŧٽᨗήˌٳƷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸǋᝰӕݣᝋƴਘٻƢǔƜƱưᝰӕᝲဇƸƴٻفƢǔऀǕ
ŧǇƨŴЈщƷɧܭܤƳϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƕٻƴݰλƞǕǔɶưŴᩓщƷ̓ܭܤዅȷԼឋǛ
ዜਤƢǔƨǊƴƸŴƦƷ˂ƴᩓщኒወݣ҄ܭܤሊǛᜒơǔƜƱƕ࣏ᙲ
22࠰1உ13ଐ

ૺᙐᙌȷ᠃᠍ᅠഥ

58

ிʮᩓщఇࡸ˟ᅈ

ïᲨൟɼηೌɦư౨᚛ɶƷؾሊƷࢨ᪪

í î ï

ٽᨗήႆᩓٻݰλƷኒወݣ҄ܭܤሊǳǹȈ
ٽᨗήႆᩓٻݰλƷኒወݣ҄ܭܤሊǳǹȈ
ኒወݣ҄ܭܤሊǳǹȈƸŴᩓщᩔᙲƱ̓ዅщƷȐȩȳǹሁƴǑǓൿǇǔƨǊŴӷ
ơٽᨗήݰλưƋƬƯǋŴƦƷݰλ࠰ࡇƴǑǓŴ࣏ᙲƳݣሊǳǹȈƸ҄٭ŵ
2030࠰ࡇૺ᩿ᲢᩓщᩔᙲƸᧈǨȍȫǮȸᩔዅᙸᡫƠžѐщዒዓǱȸǹſǛЭ੩ᲣŴٽᨗήႆᩓ
5,300ɢkWݰλƷئӳƷᚾምኽௐƸഏƷᡫǓ

• ᩔᙲƕ˯ƍɟܭ᧓(࠰࠰ڼǍGW᧓ሁ)ƴƓƍƯŴٽᨗήƷЈщ৮СƕᘍǘǕƳƍ
ƱŴ ᓇٻƳ˷йݣሊᝲဇ(ᔛᩓ൷ኖ24Ϋό)ƕႆဃƠŴμ˳ưኖ25ΫόŵЈщ৮СǛᘍƏ
ƜƱưᔛᩓ൷ݣሊƕ6Ϋόƴ˯ถƞǕŴμ˳ư7Ϋό
ኒወݣ҄ܭܤሊǳǹȈᚾም(2030࠰ࡇૺ᩿)

Ϋό

ٽᨗή5300ɢkW
ưӳᚘኖ25Ϋό
(Əƪᔛᩓ൷ኖ24Ϋό)

Јщ৮СǛᘍǘƳƍ
ئӳƷǤȡȸǸ

C

7
B

4.6

1


ᩓщᩔᙲƕѐщዒዓ
ǱȸǹǑǓ˯Ƙਖ਼ᆆ
ƠƨئӳŴݣሊǳǹ
ȈƸƴفьƢǔ

ᩓ
ᣐᩓݣሊ
ן

˷йᩓщݣሊ ᔛᩓ൷ᚨፗ



ӳ

ᣐᩓݣሊ˂1Ϋό

1,000ɢkW
2,800ɢkW

5,300ɢkW
5,100ɢkW

ᚨͳݣሊǳǹȈ

0.6Ϋό
6Ϋό

ٽᨗήЈщ৭੮

0.4Ϋό

ԗඬૠᛦૢݣሊ

ச౨᚛

ᚘ

7Ϋό

ٽᨗήݰλ

(*)2030࠰ૺ᩿ưƸŴໜǇưƸ˷йݣሊɧᙲưƋǔƕŴԗඬૠᛦૢщᄩ̬ݣሊƷᝲဇƸКᡦ࣏ᙲ

22࠰1உ13ଐ

ᣐᩓዡƷࢍ҄

ԗ
ඬ
ૠ ԗඬૠᛦૢ

˷йᩓщݣሊ6Ϋό

Ⴘ
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žଐஜſǹȞȸȈǰȪȃȉǁƷਪ
žଐஜſǹȞȸȈǰȪȃȉǁƷਪ
ٻƷᔛᩓ൷ǛኵǈᡂǜƩ᭗ೞᏡ҄ǷǹȆȠƷܱྵƴƸŴɭမஇέᇢƷ২ᘐႆ
ƕ࣏ᙲưƋǓŴႻ࢘ƷȪȸȉǿǤȠƕ࣏ᙲ
Ჶ᭗ೞᏡ҄ǷǹȆȠႆƷɼƳᛢ᫆Ჸ
 ᫁ጛƳᛦૢƸᔛᩓ൷ǁƷਃƕٻƖƍƨǊŴ᭗̮᫂ࡇƷᔛᩓ൷ǷǹȆȠƷႆƕ࣏ᙲ
 ᔛᩓ൷ƸЈщᛦૢᡮࡇƕᡮƍƨǊŴૼƨƳСࣂ২ᘐƷႆƕ࣏ᙲ

ԙ

᭗ೞᏡ҄ǷǹȆȠ ݩஹ
⠉ᣣ㔛ⷐ
੍ᗐ䉲䉴䊁䊛

ǳȳȈȭȸȫƢǂƖݣᝋᚨͳ ႆᩓೞሁ
Ʒٻف
=ሖ?
൦щ

້щ

ᔛᩓ൷


ӳᚘ

Ც

ኖ

ૠҘ

ૠҘ
ǪȸȀȸ

ྵཞ
ٽᨗή
ٻݰλ


ኖ


ኖ


ԚᩓเƱᔛᩓ൷Ǜኵǈӳǘ
ƤƨᩔዅСࣂȷਦˋǷǹ
ȆȠƷႆƕ࣏ᙲ

Ʒႆƕ࣏ᙲ

Ԙ
䋿

22࠰1உ13ଐ

㔛ⷐ
䋨ᶖ⾌㊂䋩

⫾㔚ᳰ ٶ᫁ࡇΪ્ᩓƴ᎑Ƒ
ǔ᭗̮᫂ࡇᔛᩓ൷Ƿ
ǹȆȠƷႆƕ࣏ᙲ
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ٽᨗήЈщȇȸǿƷ
ᔛᆢȷЎௌƕ࣏ᙲ
䇮ᄥ㓁శ䈱
ታ❣䊂䊷䉺䈲ਇ
චಽ

ᵄᢙ

Ԛ

è࠰ɢM9ᴍᴈᴘᴶᴈƷٽᨗήݰλ

Ԛ ٽᨗήƷȪǢȫǿǤ
ȠЈщ৭੮ǷǹȆȠ

ᄥ㓁శ䈱䍶䍏
䍷䍞䍐䍯ജ

ٻف

ሖҘOᆉࡇƷئӳ

ٽᨗήႆᩓʖेǷǹȆ
ȠƷႆƕ࣏ᙲ
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ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽСࡇƴƭƍƯᲢˁኵǈᲣ
ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽСࡇƴƭƍƯᲢˁኵǈᲣ
z˖ಅƳƲƴЈᲢǭȣȃȗᲣǛᚨܭ
zภܴјௐǬǹЈƕЈǛɦׅǔئӳ ă ˷йƷЈ٥Ҳ
zภܴјௐǬǹЈƕЈǛɥׅǔئӳ ă ɧឱЎƷЈទλ
zǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽƷ̊Ჴ EU-ETSᲢ߸؏ϋЈӕࡽСࡇᲣ
˷йЈ

ǭȣȃȗ

ܱЈ

Ј

ܱЈ

Ј

ǭȣȃȗ

Јӕࡽᝲဇ
˖ಅ B

˖ಅ A

22࠰1உ13ଐ
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ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽСࡇƴƭƍƯᲢᛢ᫆ĬᲣ
ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽСࡇƴƭƍƯᲢᛢ᫆ĬᲣ
ƷዮǛಅᆔҥˮŴ˖ಅҥˮŴʙಅҥˮƴኬЎ҄ƠƯлǓ࢘ƯǔƜ
ƱƸբ᫆ƕٶƍ
• ଏƴ᭗ƍႾǨȍǛᢋƠƨ˖ಅƴƱƬƯɧπƴƳǔӧᏡࣱ
• јྙƷᑣƍ˖ಅŴјྙƷᑣƍᙌԼǛ˺ǔ˖ಅሁƕႎƴ˦ƼǔƜƱǛ᧹ܹ
ƢǔƓƦǕᲢ˖ಅƷщƕڂǘǕǔƓƦǕᲣ

πưӳྸႎƳǭȣȃȗƷᚨܭƸᩊ
̾ŷƷ˖ಅᲢᚨͳᲣƴᚨܭƞǕƨǭȣȃȗǛŴƋǔᨂǇưƴǯȪǢƢ
ǔ২ᘐƕƳƍŴǇƨƸ২ᘐǛݰλưƖƳƍئӳ
䋨ᣣᧄ䈱ડᬺ䈮䉨䊞䉾䊒䉕⸳ቯ䈚䈢႐ว䈲䇮䈾䈫䉖䈬䈖䈱䉬䊷䉴䈮䈭䉎䈫⠨䈋䉌䉏䉎䋩

• ѣᲢᝤ٥ᲣƷ˯ɦ᳕ኺฎѣƷݱ᳗
• ෙٳƔǒƷǯȬǸȃȈទλ᳕ƷේٳЈ᳗Ǜ˷ΒƳƘƞǕǔ
ƜǕǒǛܾᛐƢǔƔƲƏƔƴƭƍƯҗЎƳൟႎᜭᛯƕ࣏ᙲ

22࠰1உ13ଐ
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ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽСࡇƴƭƍƯᲢᛢ᫆ĭᲣ
ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽСࡇƴƭƍƯᲢᛢ᫆ĭᲣ
ᩓщ̓ዅǵǤȉƴƓƚǔCO2ЪถݣሊƷᙲƳȝǤȳȈ
Ҿ܇щႆᩓȷ᭗јྙ້щႆᩓȷᐯǨȍȫǮȸሁƷბܱƳݰλƴǑǓŴ
˯໗እƷᩓเನǛ࢟ƠƯƍƘƜƱ
˯໗እƷᩓเನǛ࢟
ᩓเᇌעƸŴૠ
ૠҗ࠰ƴӏƿᧈƷӕኵǈƕ࣏ᙲưƋ
ǔƜƱƔǒŴᧈႎᙻໜưბܱƴӕኵǜưƍƘ࣏ᙲ
ƕƋǔŵƜƏƠƨӕኵǈƱŴƤƍƥƍ5᳸10࠰ᆉࡇƷ
ჺႎƳǭȣȃȗǛᚨܭƢǔЈӕࡽСࡇƱƸႻ
ܾǕƳƍ
ǭȣȃȗǛǯȪǢƢǔƨǊƴЈೌទλƴƕ̅
ᧈႎᙻໜưƷᚨͳ৲Ǎ২ᘐႆ৲
ǘǕǔƱŴᧈ
ƷҾƕڂǘǕǔऀǕƕƋǔ

ႆᩓᩓщನൔᲢிʮᩓщᲴᐯ˂ᅈᚘᲣ

ᩓൢʙಅƴƓƚǔᧈႎƳᩓเᚨͳ᩿ưƷCO2ЪถݣሊƱ
ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉƸႻܾǕƳƍ
22࠰1உ13ଐ
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ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽСࡇƴƭƍƯᲢᛢ᫆ĮᲣ
ǭȣȃȗᲠȈȬȸȉЈӕࡽСࡇƴƭƍƯᲢᛢ᫆ĮᲣ
ᅈ˟μ˳ƷCO2ࠢٻЪถƕࢳƞǕǔᩓщᩔᙲǵǤȉƷӕǓኵǈ
CO2ƷЈفьƕᓸƠƍൟဃᢿᧉƴƓƚǔܱјࣱƷƋǔݣሊƱƠƯᲦ
ȒȸȈȝȳȗȷᩓൢᐯѣሁƷݰλਘٻƕࢳƞǕƯƍǔ
ȒȸȈȝȳȗȷᩓൢᐯѣሁƷݰλਘٻ
᭗јྙೞ֥ƷݰλƴǑǓᅈ˟μ˳Ʒᩓ҄ƕᡶǉئӳŴᅈ˟μ˳ưƷǨȍȫǮȸјྙ
ƕӼɥƢǔɟ૾ưŴᩓൢ̅ဇƕفьƢǔྵᝋƕឪƖǔŵ

ࡅ࠻ࡐࡦࡊߩ㧯㧻㧞ឃᷫࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞

ࠛࠦࠠࡘ࠻

㔚᳇⥄േゞ㧦ਃ⪉ iMiEV

ᩓщಅမƷǈƴӈƠƍǭȣȃȗǛᚨܭƢǔǑƏƳƜƱƴƳǕƹŴ
ᅈ˟μ˳ưƷCO2ЪถǛ᧹ܹƢǔƜƱƴƳǓƔƶƳƍ
22࠰1உ13ଐ
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ǇƱǊ
ǇƱǊ
ᲶɶႸȷȝǹȈʮᣃƷኵǈƷᨥʩฏᲸ
ɶႸƷᨥπኖƸŴൟဃȷ˖ಅѣƴٻƖƘࢨ᪪ŵφ˳ႎƳЪถƷᢊሂ
ǍൟဃǍኺฎǁƷࢨ᪪ŴൟਃሁǛᅆƠƨɥưŴൟႎᜭᛯƕ࣏ᙲ
ɭမƷЈƷ30%ƠƔǫȐȸƠƯƍƳƍʮᣃᜭܭƷҥኝࡨᧈƴƸӒݣŵᨥ
ႎπࣱŴɼᙲЈƷᝧ˓Ƌǔ࢟ưƷӋьǛᄩ̬ƢǔૼƨƳኵǈƷನሰƴӼ
ƚƯŴǘƕƕࢍщƳȪȸȀȸǷȃȗǛႆੱƢǔƜƱǛࢍƘࢳ
ᲶؾሊᲸ
ྶעภଡ଼҄ݣሊᆋŴϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷμᝰӕСࡇŴǭȣȃȗᲠȈȬȸȉ
ЈӕࡽСࡇƕКŷƴᜭᛯƞǕƯƍǔƕŴμ˳ƕᙸƑƳƍཞඞ
ྶעภଡ଼҄ሊƷμ˳Ŵμ˳Ʒਃ᫇ǛᅆƠŴྸᚐǛࢽƯƍƘǂƖ
ᢅƳਃǍࢍСႎƳǭȣȃȗƷᚨܭሁŴ˖ಅщǛЪƙǑƏƳሊƴƸӒݣ

ଐஜƱƠƯƸŴɭမȈȃȗǯȩǹƷႾǨȍȷ˯໗እ২ᘐŴᙌԼሁƷ୍ӏŴᄂᆮȷ
ႆƴǑǓᙹྶעƷЪถƴᝡྂƠƯƍƘǂƖ
22࠰1உ13ଐ
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