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環境研究総合推進費2‐1702/2‐1908
Environment Research and Technology Development Fund
• 2‐1702（2017年‐2019年）

パリ協定気候目標と持続可能開発目標の同時実現に向けた
気候政策の統合分析
課題代表：高橋潔

• 2‐1908（2019年‐2021年）
アジアにおける温室効果ガス排出削減の深掘りとその支援による
日本への裨益に関する研究
課題代表：増井利彦

• 2‐1702 (FY2017‐FY2019)
Integrated Analyses of Climate Policies for Simultaneous Realization of the Paris 
Agreement and the SDGs 
Kiyoshi Takahashi

• 2‐1902 (FY2019‐FY2021)
Assessment of Further Reduction of GHG Emissions in Asian Countries and Benefit to 
Japan by Assisting their Reduction Efforts 
Toshihiko Masui
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Sub 3

Sub 2

Sub 1

Countries in Asia 【ExSS & CGE model】

Increased
GHG 
reduction
in 2030

2/1.5℃ target
Long-term low 
carbon development 
strategies in 2050

Global GHG emission pathways to achieve 2/1.5℃ target 【Global CGE model】

Lifestyle change, Industrial structure change, Service demand

Synergy & trade-off
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wastes, land use, etc.

【Model improvement】

Change of GHG
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advanced
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reduction target

in Asian countries
corresponding to
2/1.5℃ target

Assessment of Further Reduction of GHG Emissions in Asian Countries and 
Benefit to Japan by Assisting their Reduction Efforts (ERTDF 2‐1908)

Goals of this research：
Quantification of 
•Contribution to achieve 2℃ target
•Benefits to Japan
•Sustainable development
by reinforcement of GHG reduction efforts 
in Asian countries

Technology Transfer
Foreign Direct Investment

(including JCM)
Export of ene-saving goods

Information collection and discussion on simulation results 
with experts in each country

Assessment of 
macroeconomy
Assessment of 

reduction
potential

【Enduse model】

Provision of GHG reduction credits
Environmental quality improvement
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Future Investment 
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to Japan

Effort of Japan
to global GHG 

emission reduction
target

GHG reduction
by assistance to
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キーノートスピーチ
Keynote speeches
「IPCCの取り組み」
P.R.Shukla（IPCC第3作業部会共同議長／インド・アーメダバード大学特別教授）

「長期シナリオの観点から」
Jae Edmonds（米国・パシフィックノースウェスト国立研究所チーフサイエンティ

スト）

「日本における脱炭素社会への道のり」
日比野剛（日本・みずほ情報総研次長）

Activities of IPCC toward AR6
Prof. P.R.Shukla (IPCC WGIII / Ahmedabad Univ., India)

The transition to 1.5
Dr. Jae Edmonds (PNNL, USA)

Activities to realize decarbonization in Japan

Mr. Go Hibino (MHIR, Japan)
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パネルディスカッション：アジアの取り組みと日本
Panel Discussion: Activities in Asia and roles of Japan
「世界から見た脱温暖化社会の重要性」
高橋潔（日本・国立環境研究所室長）

「中国における脱温暖化社会に向けた取り組み」
Kejun Jiang（中国・能源研究所教授）

「タイにおける脱温暖化社会に向けた取り組み」
Bundit Lim（タイ・タマサート大学准教授）

「インドネシアにおける脱温暖化社会に向けた取り組み」
Rizaldi Boer（インドネシア・ボゴール農業大学教授）

パネリスト：
高橋潔、Kejun Jiang、Bundit Lim、Rizaldi Boer、P.R.Shukla、Jae Edmonds、日比野剛

Short presentation:
Dr. Kiyoshi Takahashi (NIES, Japan)
Prof. Kejun Jiang (ERI, China)
Prof. Bundit Limmeechokchai (SIIT‐TU, Thailand)
Prof. Rizaldi Boer (IPB, Indonesia)

Panelist: all speakers
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日本・
中長期目標

世界・
長期目標

国内の諸社会問題持続可能開発

日本を対象にした
緩和分析モデル群

世界を対象に
した緩和分析

モデル群

社会が抱える

諸課題と整合的
な政策の検討

緩和目標の検討

サブ1：世界の気候政策とその波及効果 サブ2・サブ3：日本のゼロ排出気候政策

パリ協定・開発目
標と整合的なグ

ローバルシナリオ

グローバルシナリオと
整合的な日本のゼロ

排出シナリオ

ツール開発・改良

統合シナリオ
の提示

研究の概要・各サブテーマの役割

国際的な
モデル相
互比較

IPCCや
IPbes等

への出力

他先進国
（仏・独）
との比

較・協力

ステーク
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（行政・産
業・国民）



サブ３

サブ２

サブ１

アジア分析対象国 【スナップショットツール・応用一般均衡モデル】

2030年
NDCの
深掘

2050年
2/1.5℃目標
長期低炭素発展

世界：2/1.5℃目標を実現する排出経路 【世界応用一般均衡モデル】

ライフスタイル変化・産業構造変化・サービス需要推計

相乗効果・相殺効果
大気汚染・廃棄物・
土地利用変化・...

【モデル改良】

対策技術導入等
による排出係数

2/1.5℃目標に
対応する

各国排出割当

アジアにおける温室効果ガス排出削減の深掘りとその支援による日本への裨益に関する研究
【国立環境研究所】

本研究で目指す成果：
アジアでの取り組み強化による
• 2℃目標達成への貢献
• 日本への裨益
• 各国の持続的発展への貢献 の定量化

技術移転
海外直接投資
（JCMを含む）

省エネ製品の輸出

各国専門家との共同での情報収集・計算結果についての議論

マクロ経済
評価

削減ポテン
シャル評価

【技術選択モデル】

GHG削減クレジットの提供
環境改善

タイ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

中国
インド

ベトナム
ﾏﾚｰｼｱ
ﾌﾞｰﾀﾝ

：

日本
【応用一般均衡モデル】

環境基本計画
未来投資会議日本へ

の裨益

世界の目標に
対応する

日本の排出割当

アジア支援による
排出削減効果


