
2022年6月中旬～7月中旬に関するレポート

-自然言語処理を活用したAstrategyで調査-

市場レポート
～カーボンニュートラルの動向～



© 2022 Stockmark Inc. 1

Astrategyレポートについて
Astrategy月次レポートは、ストックマークが提供するクラウドサービス「Astrategy」の解析結果を
活用したレポートとして作成いたしました。

今回は「カーボンニュートラル」のテーマで、Astrategyから得られるインサイトを纏めています。

またレポート内の各箇所はハイパーリンクが付与されております。
リンクから実際のニュースをご確認いただくことも可能でございますので、ご活用ください。

■変化を捉え、先手を打つ。『Astrategy』サービス紹介
https://stockmark.co.jp/product/astrategy

※本資料は、情報提供を目的に作成されたものです。本資料は、国内外約3万メディアのオープンデータを元に解析しておりますが、情報の正確性・完全性を弊社で保証するものではありません。
ご利用に際しては、お客さまご自身の判断にてお取扱いくださいますようお願い致します。本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段を問わず、無断での複製または転送等することを禁じております。
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Astrategyを活用した
月次レポート（本編）

【テーマ：カーボンニュートラル】
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本レポートの範囲

月次レポートの全体像

【Summary】

外観を記載
市場状況とトレンドを把握

【企業トレンド】

変化している
企業はどこか？

【注目企業動向】

注目した企業は
他に何をやっているのか？

【テーマトレンド】

変化している
テーマは何か？

【活動事例】

注目した企業とテーマで
何が起こっているか？

【詳細テーマ動向】

更に細分化して
知るべき領域はどこか？

※深掘テーマがある場合

※深掘企業がある場合

| 月次レポート：全体像
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Summary：外観カーボンニュートラル（2022/6/15~7/15）

【外観】

【注目企業】

【注目テーマ】

【注目事例】

• 国内動向は、大きな変化はなし
• 引き続き、資源・エネルギー及び、自動車業界の企業や行政が積極的な発信を行っている
• 温室効果ガスの排出量削減に向け、CO２の排出量を可視化する削減クラウドサービスが提供されている
• SUVやEV車に関連するニュースは継続して話題になっており、直近1ヶ月でも新しい情報が多く発信されている

• トヨタ自動車、日野自動車、スズキ：共同して23年にEV商用車の実証実験を予定
• ニトリ：店舗及び物流倉庫の屋根上を活用した太陽光発電を開始

• 削減クラウドサービス
• EV車

| 月次レポート

対象期間：2022年6月15日～7月15日

日付 業種 企業 課題 解決策 事例文 記事タイトル メディア
2022/07/08 輸送機械 いすゞ自動車, デンソー, トヨタ自

動車, 日野自動車, Commercial 
Japan Partnership 
Technologies

カーボンニュートラル社会実現, 
カーボンニュートラル, CO2削減

大型商用車向け水素エンジン, 
企画・基礎研究

いすゞ自動車株式会社、株式会
社デンソー、トヨタ自動車株式会
社、日野自動車株式会社、

Commercial Japan 
Partnership Technologies株式
会社の5社は、カーボンニュート
…

いすゞ、デンソー、トヨタ、日野、
CJPT、大型商用車向け水素エ
ンジンの企画・基礎研究を開始 | 
コーポレート | グローバルニュー
スルーム | トヨタ自動車株式会
社公式企業サイト

トヨタ自動車

2022/07/07 資源・エネルギー・素材 三菱ケミカル カーボンニュートラル, 温室効果
ガス

三菱ケミカルグループは、カーボ
ンニュートラルやサーキュラーエ
コノミーの実現に向けた環境整

備を急ぐ。

三菱ケミカルグループ、ＧＸ推
進本部が始動 -化学工業日報

化学工業日報

2022/06/28 金融 関西みらいフィナンシャルグルー
プ, みなと銀行

魅力, 発生抑制・再利用・再資源
化, 環境負荷, 地方創生, 循環型
社会, 2050年カーボンニュートラ
ル

地域経済循環・エネルギー, 再
生可能エネルギーポテンシャル, 
最大限活用

小野市は、2050年カーボン
ニュートラルの実現に向け、オン
リーワンの地域特性を活かし、

豊富な再生可能エネルギーポテ
ンシャルを最大限活用することで、
地域経済循環・エネルギーの地
産地消等を促し、魅力と質…

みなと地域貢献寄付型ファンド
『小野市とともに(SDGs版)』の取
扱開始について|ニュースリリー
ス|りそなホールディングス

www.resona-gr.co.jp

2022/06/27 電気製品・精密機器 神鋼環境ソリューション 二酸化炭素排出量削減, 環境負
荷低減, カーボンニュートラル実
現, ロス低減

次世代化学プロセス機器 神鋼環境ソリューションは、カー
ボンニュートラル実現に向けた次
世代化学プロセス機器の実用化

を急ぐ。

神鋼環境ソリュ、ＣＮ対応の化
学プロセス機器実用へ -化学工
業日報

化学工業日報

https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/37544018.html
https://www.chemicaldaily.co.jp/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%82%B1%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%80%81%EF%BD%87%EF%BD%98%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%8C%E5%A7%8B%E5%8B%95/
https://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/hd_c/detail/20220628_2596.html
https://www.chemicaldaily.co.jp/%E7%A5%9E%E9%8B%BC%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%80%81%EF%BD%83%EF%BD%8E%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AE%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AE%9F/
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Summary：市場分類構造
| 月次レポート

業界別では、
資源・エネルギー、
電化製品・精密機器
が中心

企業別では
経済産業省や環境省など
行政の情報中心

トヨタ自動車や
日産自動車といった
輸送機械業界も
動きが大きい

対象期間：2022年6月15日～7月15日
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【新出企業】【主要企業（記事数上位企業）】

企業トレンド：カーボンニュートラル -1ヶ月の企業の概要

【急上昇企業】

先月と比較して、記事がX倍に増加した企業 2022年6月15日以前の記事で
カーボンニュートラルとは

一緒に出現していなかった企業
今月の記事数で上位の企業

| 月次レポート

• 【主要企業（記事数上位）】自動車関連企業は継続して情報発信を行っている
• 【急上昇企業】自動車関連企業の中でもいすゞ自動車は先月比9.5倍になっており新たな取り組みを開始していることが伺える
• 【新出企業】家具・インテリアの小売会社であるニトリが登場している

対象期間：2022年6月15日～7月15日
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【主要な課題（記事数上位）】

テーマトレンド：カーボンニュートラルの課題 -1ヶ月のテーマの概要

【急上昇している課題】

| 月次レポート

• 【主要な課題（記事数上位）】環境のため二酸化炭素の排出量削減が主な課題である
• 【急上昇している課題】直近1ヶ月では、再資源化や（EV車の）強靭化といった課題が上昇している

今月の記事数で上位の課題 先月と比較して、記事がX倍に増加した課題

対象期間：2022年6月15日～7月15日
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【新出の課題】【主要な課題（記事数上位）】

テーマトレンド：カーボンニュートラルのソリューション -1ヶ月のテーマの概要

【急上昇している課題】

| 月次レポート

• 【主要なソリューション（記事数上位）】排出量を削減するため、CO2の排出量を可視化する削減クラウドサービスが話題になっている
• 【急上昇しているソリューション】EV車への関心は高く、直近1ヶ月で電動車普及のニュースは5.5倍に上昇している
• 【新出のソリューション】オフグリッド蓄電池システムやオフショアパリティーなどのソリューションが新出している

今月の記事数で上位の解決策 先月と比較して、記事がX倍に増加した解決策
2022年6月15日以前の記事で
カーボンニュートラルとは

一緒に出現していなかった解決策

対象期間：2022年6月15日～7月15日
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注目度：カーボンニュートラル
| 月次レポート

2020年の夏頃から
いずれの切り口のニュースも
右肩上がりで伸びている。

課題意識の高まりに応じて
新規事業に取り組む企業が増え
それに伴い公的予算の投入や
法規制の整備も進んできたことがわか
る。
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活動事例：カーボンニュートラル -1ヶ月の事例概要

| 月次レポート

輸送機械

資源・エネルギー・素材

その他

対象期間：2022年6月15日～7月15日

日付 業種 企業 課題 解決策 事例文 記事タイトル メディア
2022/07/15 輸送機械 日産自動車 二酸化炭素排出量 脱炭素燃料車 日産自動車は6月初旬、富士ス

ピードウェイで行われる24時間
耐久レースに参戦する脱炭素燃

料車を公開した。

脱炭素燃料車、続々とレース参
戦 実用化向けてデータ収集

秋田魁新報電子版

2022/07/14 輸送機械 いすゞ自動車, デンソー, トヨタ自
動車, 日野自動車, Commercial 
Japan Partnership 
Technologies

CO2削減ソリューション, カーボ
ンニュートラル社会実現

大型商用車向け内燃エンジン, 
企画・基礎研究

いすゞ自動車、デンソー、トヨタ
自動車、日野自動車、
Commercial Japan 
Partnership Technologiesの5
社は7月8日、水素を燃料とする
大型商用車向け内燃エンジンの
企画…

いすゞ・日野・トヨタなど５社が
タッグを組んだ！水素燃料を
使った大型商用車用エンジンを

開発！

自動車情報誌「ベストカー」

2022/07/14 輸送機械 ブリヂストン 安全性, 長寿命化 ブリヂストンは従来製品より摩
耗しにくいスタッドレスタイヤを9
月に発売すると発表した。

ブリヂストン、摩耗に強いトラッ
ク用スタッドレスタイヤ

日本経済新聞

日付 業種 企業 課題 解決策 事例文 記事タイトル メディア
2022/07/15 資源・エネルギー・素材 三井化学 回収プラスチックカップ, 樹脂コ

ンパウンド, 製造・制御技術
三井化学はこれまで培ってきた
樹脂コンパウンドの製造・制御
技術とそれを用いた大型3Dプリ
ンタ技術を活用し、粉砕された
回収プラスチックカップを原料に
用いた、新たなプロダクトである"
座れるモニュメント"に…

「つくばクラフトビアフェスト」で飲
料容器のゴミゼロに協力使い
捨てプラスチックカップを大型

3Dプリンタでアップサイクル｜
2022｜ニュースリリース｜三井
化学株式会社

三井化学

2022/07/14 資源・エネルギー・素材 中部電力 二酸化炭素削減, CO2 中部電力など3者は脱炭素に向
け、静岡県内にある2カ所の茶
畑で二酸化炭素削減の実証実

験を始めた。

中部電力など、茶畑でCO2排出
抑制の実験 廃棄物を炭化

日本経済新聞

2022/07/14 資源・エネルギー・素材 関西電力 安定化 電力需給の安定化につなげる
ため、関西電力は一般家庭およ
そ1万3000世帯が一日に使う量
に相当する電力をためることが
できる蓄電所を和歌山県に建設
すると発表しました。

関西電力電力需給安定化に向
け大型蓄電所建設を発表和歌
山 | NHK

NHKニュース

2022/07/14 資源・エネルギー・素材 関西電力 安定化 電力需給の安定化につなげる
ため関西電力は一般家庭およ
そ1万3000世帯が一日に使う量
に相当する電力をためることが
できる蓄電所を和歌山県に建設
すると発表しました。

和歌山に大型蓄電所関西電力
とオリックスが共同で建設へ

NHK NEWS WEB

日付 業種 企業 課題 解決策 事例文 記事タイトル メディア
2022/07/15 医療・医薬・バイオ 大塚製薬 持続可能, 環境活動指針:サー

キュラーエコノミー:資源効率化, 
廃棄物ゼロ社会, 循環型社会, 
社会, 継続的

循環型ショッピングプラット
フォーム, ポカリスエット リター
ナブル瓶

大塚製薬株式会社は、「ポカリ
スエット リターナブル瓶、250ml
」を、循環型ショッピングプラット

フォーム「Loop」を利用し、「イ
オン」、「イオンスタイル」で7月
12日より販売開始した。

リユースできるポカリスエット瓶
が登場─循環型ショッピングプ
ラットフォーム 「Loop（ルー
プ）」で回収、資源循環 | 知財図
鑑

知財図鑑

2022/07/15 流通・外食・小売 アイシン 物流最適化, 稼働効率, 物流効
率, カーボンニュートラル

配送用トラック アイシンは量子コンピューターを
活用して物流最適化を実証し、
配送用トラックの稼働効率を高

めた。

アイシンが量子コンピューター活
用で実証した物流最適化の効
果

ニュースイッチ Newswitch

https://www.sakigake.jp/news/article/20220716CO0105/
https://bestcarweb.jp/feature/column/465340
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC089Y50Y2A700C2000000/
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/release/2022/2022_0715.htm
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC135W20T10C22A7000000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220714/k10013717981000.html
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220714/2000063746.html
https://chizaizukan.com/news/1sqfKmjNljQdzdd8EXHjkV
https://newswitch.jp/p/32972
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レポートに関するご感想や、今後のレポートテーマについて
こちらのURLからご意見をお願いいたします。
https://jp.surveymonkey.com/r/report_carbonneutral

さいごに

https://jp.surveymonkey.com/r/report_carbonneutral
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https://stockmark.co.jp/product/astrategy/contact

お気軽にお問い合わせください。

https://stockmark.co.jp/product/astragety/contact

