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持続可能な日本のレガシー 



持続可能な日本のレガシー 

出典：大会組織委員会(2019)「持続可能性進捗状況報告書の概要」 
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出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 



持続可能な日本のレガシー 

2020東京大会の持続可能性の議論は？ 

出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 



持続可能な日本のレガシー 

東京大会 持続可能性を議論する体制 

出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 



持続可能な日本のレガシー 

これまでに決まった東京大会の持続可能性の方針 

出典：大会組織委員会「持続可能性進捗状況報告書の概要」 



持続可能な日本のレガシー 

東京大会 5つの主要テーマ 

出典：大会組織委員会(2018) 

 「持続可能性に配慮した運営計画第二版（概要版） 



持続可能な日本のレガシー 

出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 
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出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 



持続可能な日本のレガシー 

グリーバンスメカニズム：通報受付窓口 

調達コードに係る通報受付窓口 

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/ 
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持続可能な日本のレガシー 

東京大会の脱炭素方針：WWFの考える重要ポイント 
～持続可能性を日本社会へ根付かせるレガシーを～ 

１．パリ協定の始まる2020年に、ゼロを目指す大会 

   (トップダウンの考え方のレガシー) 

 
２．まず省エネ、再エネ、残りをオフセットという脱炭素スタンダード 

  (対策のレガシー！) 

 
３．再エネ100%：再エネの定義を整理（過渡期の日本状況を反映） 

  ・発電源のトレーサビリティの公表を明示(重要！) 

  ・恒久会場における再エネ利用の推進(重要！) 

 
４．オフセットの基準 

  ・厳格なオフセット基準を設定(レガシー！) 

 
５．すぐにＣＯ2削減可能な「鉄リサイクルの推進」を明示(レガシー！) 

 



持続可能な日本のレガシー 

東京大会の気候変動の取り組み 

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/climate/ 
  

１．トップダウンの考え方 

 

 
 

出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 
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持続可能な日本のレガシー 

  

気候変動対策の考え方 

   １．排出量の把握（カーボンフットプリント） 

   ２．既にある会場を使う等 CO₂等の排出を回避 

     省エネルギーの取り組み等 排出を可能な限り削減 

   ３．オフセット 

出典：大会組織委員会(2018)  「持続可能性に配慮した
運営計画第二版（概要版）」にWWFジャパン加筆 



持続可能な日本のレガシー 

東京大会のカーボンフットプリントの考え方 

出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 



持続可能な日本のレガシー 

3. 再生可能エネルギーの取り組み 

・東京大会 目標 再エネ100% 
  2030年エネルギーミックス 再エネ22~24%(現状約16%) 

「東京2020大会の再エネ電気」の考え方 

・発電源が明確で持続可能な再エネ電気 

・環境価値によって再エネと位置付けられる電気 

可能な限りA,B両方を満たすものを調達していく 
状況によってはA,Bどちらか一方を満たすものを選択 

 

 
 

出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 



持続可能な日本のレガシー 

出典：大会組織委員会(2019) 「持続可能性進捗状況報告書」 



持続可能な日本のレガシー 

  

仮設会場および恒久会場の増加電力 

 ・発電源が明確な電気だけを供給するメニュー導入予定 

 ・発電源の内訳を入手し、公表していく予定←（重要な働きかけ！） 

恒久会場 

 ・再エネ化に取り組んでもらうため、再エネ比率が高く、 

  CO2排出係数が低い電気を推奨←（重要な働きかけ！） 

出典：大会組織委員会(2018)  「持続可能性に配慮した
運営計画第二版（概要版）」にWWFジャパン加筆 



持続可能な日本のレガシー 

４．オフセットの基準 

  ・厳格なオフセット基準を設定（レガシー！） 

   東京大会のカーボンオフセット 
   https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-plan/carbonoffset/about/ 

   東京大会における市民によるCO2削減・吸収活動 
   https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-plan/carbonoffset/citizen/ 

 

 
 

全排出量を 
厳格なクレジットで 
オフセット 

緩やかな参加型 
クレジットは 
追加の削減努力
としてカウント 
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持続可能な日本のレガシー 

東京2020大会のカーボンオフセットに使用する 

クレジットの条件 

  

• プロジェクトは「追加的」でなければならない。 
• カーボンクレジットの二重カウントを避けなければならない。
取引を記録し、客観的な検証を可能とする独立したシステム
（登録簿や取引ログ）が必要。 

• プロジェクトは、独立した監査機関によって、有効化および
検証されなければならない。（次頁に続く） 

出典：東京大会のカーボンオフセット

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-plan/carbonoffset/about/ 
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持続可能な日本のレガシー 

東京2020大会のカーボンオフセットに使用する 

クレジットの条件 

 （前頁から続く） 

• プロジェクトは、対象地域の社会・経済・環境に対して、悪影
響を与えず、むしろ、便益をもたらすものでなければならない。
具体的には、SDGsに対する貢献を説明できなければならない。 

 

 
上記の条件を満たす例 

• 自治体キャップ＆トレード制度のクレジット 

• GS：Gold Standard（海外VER：Verified Emission Reduction） 
  

原則として2020年9月30日までに無効化申請しているクレジットを
使用 

 

出典：東京大会のカーボンオフセット

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-plan/carbonoffset/about/ 
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持続可能な日本のレガシー 

５．すぐにＣＯ2削減可能な「鉄リサイクルの推進」
を明示（レガシー！） 

Tokyo 2020 東京 2020 オリンピック・ パラリンピック競技大会  

持続可能性に配慮した運営計画 第二版 
  

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-plan/ 
 

日本で初めて、リサイクル鉄の推進が 

気候変動対策として位置づけられた 

p.24 
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持続可能な日本のレガシー 

 出典：大会組織委員会(2018)  

 「持続可能性に配慮した運営計画 第二版」 
    https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-plan/ 
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持続可能な日本のレガシー 

『新ビジョン2050』が描く鉄鋼業のCO2削減シナリオ 
~鉄鋼業の電炉化を提言~ 

22.5% 62.5% 74.6% 

(出典):『新ビジョン2050』小宮山宏･山田興一 



持続可能な日本のレガシー 

WWF脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ「省エネ編」(2011) 

鉄鋼業の電炉化を提言 

出典： WWF「脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ「省エネ編」(2011) 

https://www.wwf.or.jp/activities/lib/2596.html#3 

 WWF「脱炭素社会に向けた長期シナリオ」(2017) 

100%自然エネルギーシナリオ 電炉比 70% 

ブリッジシナリオ(80%削減）  電炉比 60% 

 出典： WWF「脱炭素社会に向けた長期シナリオ」(2017) 

https://www.wwf.or.jp/activities/activity/464.html 
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持続可能な日本のレガシー 

2016年度日本のCO2排出量   12億0,600万トン 

～鉄鋼業界におけるCO2排出量削減は急務～ 

出典 環境省HP 2016年度（平成28年度） 温室効果ガス排出量（確報値） 

   https://www.env.go.jp/press/105384.html  

 

（部門別CO2排出量） 

業務部門 

運輸部門 

   鉄鋼業 
 1億6,600万㌧ 
（日本全体の13.7％） 

産業部門 
4億1,800万㌧ 

(日本全体の34.6％) 家庭部門 

その他 

化学 
6,100万t 

機械 
5,200万t 

窯業 
3,200万t 

食品 
2,200万t 

紙･パルプ 
2,200万t 

その他製造業 
3,600万t 

非製造業 
2,600万t 

https://www.env.go.jp/press/105384.html
https://www.env.go.jp/press/105384.html


持続可能な日本のレガシー 

世界各国の電炉生産比率(2017年実績) 

 

主要先進国において日本の電炉生産比率の 
      低さが際立っている。 
 

68.4% 

40.3% 32.9% 31.6% 

59.7% 67.1% 75.8% 

24.2% 

出典:World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK 2016からWWFジャパン作成 



持続可能な日本のレガシー 

日本の鉄鋼蓄積量(都市鉱山)の推移 

年間蓄積増加分＝生産＋輸入－輸出－鉄スクラップ消費量 

年間蓄積増加分→ 

毎年2~3%が 

スクラップとして発生 

2017年度末時点で約13.8億トンの蓄積量＝安定したスクラップ発生 

出典:日本鉄源協会からWWFジャパン作成 

http://www.tokyosteel.co.jp/eco/about/img/img_03.png


持続可能な日本のレガシー 

日本の鉄スクラップ輸出量推移 

出典:日本鉄源協会からWWFジャパン作成 

製品化の流れをつくれば、この資源量は活かせる 
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韓国 

中国 

ベトナム 

インド 

その他 

単位:万トン 
約820万t/年 



持続可能な日本のレガシー 

東京大会の脱炭素方針：WWFの考える重要ポイント 
～持続可能性を日本社会へ根付かせるレガシーを～ 

１．パリ協定の始まる2020年に、ゼロを目指す大会 

   (トップダウンの考え方のレガシー) 

 
２．まず省エネ、再エネ、残りをオフセットという脱炭素スタンダード 

  (対策のレガシー！) 

 
３．再エネ100%：再エネの定義を整理（過渡期の日本状況を反映） 

  ・発電源のトレーサビリティの公表を明示(重要！) 

  ・恒久会場における再エネ利用の推進(重要！) 

 
４．オフセットの基準 

  ・厳格なオフセット基準を設定(レガシー！) 

 
５．すぐにＣＯ2削減可能な「鉄リサイクルの推進」を明示(レガシー！) 

 



持続可能な日本のレガシー 

東京大会「持続可能性」 

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/ 

 
運営計画第2版 

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-plan/ 

 
進捗状況報告書 

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/report/ 

 
持続可能性に配慮した調達コード 

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/ 

 
調達コードに係る通報受付窓口 

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/ 
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