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最大の二酸化炭素排出国, 1750-2020



2019年の最大の
二酸化炭素排出国



世界中の化石燃料か
らの年間二酸化炭素
排出量







https://www.visualcapitalist.com/visualizing-global-per-capita-co2-emissions/

国別の一人当たりの
二酸化炭素排出量

USA. 14.4 tonnes/person
Japan 8.4
China 7.1
Thailand 3.6
Indonesia 2.2
India 1.7



https://climateactiontracker.org/press/Glasgows-one-degree-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/

1.5℃を達成するための2030年の排出ギャップ。2021年9月のNDCと
2021年11月のNDCの比較. (NDC = 国が決定する貢献)



https://climateactiontracker.org/global/temperatures/

2100の温暖化予測

政策と行動

目標のみ

誓約と目標

楽観的なシナリオ

摂氏1.5度



https://climateactiontracker.org/press/Glasgows-one-degree-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/

国が決定する貢献の更新による2030年の排出
ギャップへの影響





ネットゼロへの競争

宣言/誓約 法定上の



In discussion/ 議論中

公共政策文書で



China‘s revised NDC targets (post-Glasgow):
中国の改訂された国が決定する貢献目標（グラスゴー後）：

• Peak carbon dioxide emissions “before 2030” 
• Lower carbon dioxide emissions per unit of GDP by “over 65%” in 2030 compared to 2005 levels
• Share of non-fossil fuels in primary energy consumption to “around 25%” in 2030
• Increase forest stock by around 6 billion cubic metres in 2030 from the 2005 level
• Raise installed capacity of wind and solar power to at least 1.2 billion kilowatts by 2030.

• 「2030年以前」の二酸化炭素排出量のピーク
• 2005年のレベルと比較して2030年にGDPの単位あたりの二酸化炭素排出量を「65％以上」削
減

• 一次エネルギー消費における非化石燃料の割合は、2030年には「約25％」になります
• 2005年のレベルから2030年に約60億立方メートルの森林ストックを増やす
• 風力および太陽光発電の設備容量を2030年までに少なくとも12億キロワットに引き上げます。



燃料タイプ別の中国
の一次エネルギー
総消費量、2019年



BBC

中国が海外での石炭
火力発電所の建設を
やめることは重要な
ステップです。次に、
国内での石炭依存の
削減を開始する必要
があります。これに
は、エネルギー効率
の改善、より多くの
再生可能エネルギー、
水素燃料、CCSなど
が必要になります。



Japan won’t sign COP26 statement on ending use of coal-fired plants
THE ASAHI SHIMBUN朝日新聞
November 5, 2021 at 14:59 JST
日本は石炭火力発電所の使用終了に関するCOP26声明に署名しない



気候に有害な補助金の撤廃とアジアの金
融の緑化



Carbon pricing

Ren21. Renewables 2020. Global Status Report.



Renewable energy

Source: Ren21. Renewables 2020. Global Status Report.

年間投資/純容量の追加、
2019



Total Renewables Capacity/Generation end of
2019. 

Ren21. Renewables 2020. Global Status Report.



年間売上高における電気自動車の市場シェア



Ren21. Global Status Report, 2021.

再生可能エ
ネルギーの
シェアと目
標、2019年
と2020年



Ren21. Global Status Report, 2021.

最終エネルギー消費
量の炭素強度の変化
と現代の再生可能エ
ネルギーのシェア



India/インド
• 2070 net zero target
• Reducing the carbon intensity of the economy to 45% below 2005 level
• Increasing non-fossil capacity in power generation to 500GW.
• Achieving 50% of its energy requirement from renewable energy sources by 2030
• Reducing emissions by 1 billion tonnes by 2030.
• 2070ネットゼロターゲット。
• 経済の炭素強度を2005年の水準より45％低くする。
• 発電の非化石容量を500GWに増やす。
• 2030年までに再生可能エネルギー源からのエネルギー要件の50％を達成す
る。

• 2030年までに排出量を10億トン削減。



デジタル技術と人工知能で気候政策の目
標に貢献する

kein Abseits! e.V.                 
Gloria Amoruso, Gründerin und Geschäftsleiterin, 
nachgefragt

DAAD-Preisträgerin Sena 
Yağmur Kütükde. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/German_order_merit_with_special_sash.jpg
https://www.international.tum.de/fileadmin/_processed_/c/7/csm_DAAD-Preis-2021_Sena-Yagmur_31c14e586f.png


TUM Student Sustainability Projects During the Pandemic
• Podcast on Green Finance: 

https://www.youtube.com/watch?v=uOK1nwtPwx8
• 100 Voices One Planet:
https://www.youtube.com/channel/UCXkTT8TEpHLpzffJK-vFvmg

https://www.youtube.com/watch?v=uOK1nwtPwx8
https://www.youtube.com/channel/UCXkTT8TEpHLpzffJK-vFvmg
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