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本報告書は、環境研究総合推進費 2-1501「気候変動対策の進捗評価を目的とした指標開発に関する研
究」による指標開発（2015-2017 年度）の初年度の研究活動の結果をまとめたものである。最終的な目
標達成に向けた試行錯誤の途中段階の一端を公表することを意図して作成されており、最終的な成果で
はない。本書の末尾に述べているとおり、今回の試行を踏まえ今後さらなる改善を予定している。

１．はじめに

－

本研究の目的

気候変動対処を目的とした国際制度の下で、各国は、2020 年まではカンクン合意に基づき 2 年毎に進
捗報告書を提出し、2020 年以降は 2015 年末の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）にて合意
されたパリ協定に基づき、国内で決定した約束の達成に向けて対策を強化していく予定である。最終年
に排出量目標達成の有無だけを確認すれば済む京都議定書に類する制度と異なり、進捗の定期的な確認
が重要という認識が高まっており、その体制化が急がれている。海外の複数の研究機関が国ごとの気候
変動政策に関するデータベースを作成しているが、同類の政策であっても実施方法や対象範囲次第で導
入される技術や排出削減効果は大きく違ってくるため、政策の有無だけでは、その国の気候変動対処に
向けた努力度を適切に評価できない。国の対策の進捗を検証し更なる取り組みを促すため、あるいは、
公平性の観点から国の努力度を比較するには、排出量目標水準の議論のみならず、実施済みの政策の効
果に基づいた MRV（測定・報告・検証）プロセスを国際制度の一部として組み込むことが有用である。
上記の背景をふまえ、本研究では、このような国の努力度を比較・評価する新たな手法を開発し、国
際制度の一部として確立させる方法を検討することを目的とする。本研究の最終的な目的は全ての国に
適用される国際制度の提示だが、進捗チェックはまず主要国で行われるべきという緊急性をふまえ、主
に日本、米国、欧州、中国の４カ国／地域を調査対象とする。これらの国／地域における政策導入状況
を調査し、得られた結果を踏まえた努力度指標を作成する。政策分野ごとに詳細規則や対策費用、排出
削減効果等を横断的に比較し、努力度を測るモノサシ案を検討する。また、これを既往の公平性指標で
測った結果と比べ、妥当性を検証する。さらに、モノサシ案を全ての国に適用できるよう、気候変動枠
組条約の下で構築されている国際制度の中での対策進捗チェックプロセスとして位置づけ、提案する。

２．指標の全体構成
本研究で目指す指標体系は２種類の指標で構成される。１つ目は、定期的な状況判断を客観的に行う
アウトカム指標、２つ目は、実際の排出量の増減にかかわらず、政策実施の観点から見た努力量として
のアクション指標である。これら２種類の指標を、過去（例えば 10 年前等）、現在、将来（例えば 10
年後等）の３時点で計測する。これを５年ごとに繰り返すことで、過去、現在、将来の３時点が５年ず
つシフトしていくことになる（図 1）。

図 1 指標の構造
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３．評価の柱となる４つのゴール
温室効果ガスの中には、化石燃料の燃焼以外の要因で排出されるものもあるが、十分な気候変動抑制
を目指すのであれば、化石燃料燃焼への取り組みが長期的な対策の主眼となるのは言うまでもない。エ
ネルギーの利用形態は、国の経済的な発展水準や地政学的要因、資源供給量、気候、産業構造などによ
って違う。他方で、化石燃料の燃焼による温室効果ガス排出量を減らすために、次の４つのゴールがす
べての国に共通して当てはめられると考えた。アウトカム指標、アクション指標、いずれもこの４つの
ゴールを計測できるよう指標を選ぶことにした。
[ゴール 1] エネルギーの低炭素化
すべての国が、最終的には化石燃料の消費量を減らさなくてはならない。その代替として、再生可能
エネルギーや、原子力や、炭素回収・貯蔵（CCS）技術の利用などが考えられる。これらの選択肢は、
二酸化炭素排出量を減らす策としては効果的だが、後者の２つは、他の問題を含んでいるため、再生可
能エネルギーが幅広く普及するまでの中間的な選択肢として想定されうる。再生可能エネルギーは、よ
り多くの支持を得られているが、価格が高い点や、技術的な課題を指摘する声もある。再生可能エネル
ギーの普及のためには、このような課題を乗り越えていく必要がある。
[ゴール 2] エネルギー効率の改善（省エネ）
エネルギー利用にあたっては、最も効率的な形で使われなくてはならない。エネルギー効率は、世界
中で改善方向に向かっているが、改善のスピードをさらに速める必要がある。個別の製品ごとの効率は
良くても、社会全体で効率的でない場合もあることから、多様なレベルで効率を見ていくべきだろう。
省エネ型の製品の普及を促進する政策の結果、より多くの人がより長時間その商品を使いがちとなり、
全体としてエネルギー消費量が減らないということも起こりうるが、このゴールでは、効率の観点から
のみ計測する。
[ゴール 3] エネルギーサービスへの需要の逓減（節エネ）
上記のように、省エネ製品だからと安心して無駄遣いし、結果としてエネルギー消費量が減らなけれ
ば意味がない。また、そもそもエネルギーを使わなくても済むのであればそれに越したことない。例え
ば、自動車の燃費改善は重要だが、燃費が良いからと以前よりも長距離を自動車で移動するようになっ
てしまっては、最終的なエネルギー消費量の削減につながらない。また、エネルギー需要に供給が追い
つかないという場合、需要に合わせて供給量を増やすのではなく、必要性の低い需要を減らすことで需
給を均衡させるという選択肢を優先的に検討すべきである。
[ゴール 4] エネルギー関連以外の温室効果ガス排出量の削減
森林減少による二酸化炭素排出量の削減や、HFC、メタンなど、エネルギー消費に伴わない温室効果
ガス排出量の削減努力も総量管理に必要である。
なお、本報告書は、2015 年度の成果として、主にゴール１から３まで、排出部門としてエネルギー、
産業、建物を対象とした。ゴール４及び交通部門、都市計画部門は 2016 年度に着手する。
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４．指標候補の選定
（１）アウトカム指標候補
本指標は最終的にはすべての国で用いられることを想定しているため、どの国でも得られる基礎的な
データで構成する必要がある。４つのゴールに合わせて表 1 の指標を候補として、日本、米国、欧州（EU）、
中国のデータを収集した。なお、今回の試算では、現在として 2015 年を想定し、過去として 2005 年、
将来として 2025 年を選んだが、2015 年のデータが入手できないため、仮に 2012 年のデータを用いた。
表 1 アウトカム指標の候補
ゴール
1. エネルギーの低炭素
化
2. エネルギーの効率的
利用（省エネ）
3. エネルギー利用の逓
減（節エネ）
4. エネルギー関連以外

指標候補
(1) CO2 / 一次エネルギー供給量
(2) 再生可能エネルギー供給／一次エネ
ルギー供給量
(3) 最終エネルギー消費量／GDP

公平性への配慮
先進国ほど小さい数字が望ましい
先進国ほど大きい数字が望ましい

(4) 最終エネルギー消費量／人口

発展途上段階ではいったん数字が増加せざ
るを得ないが、ゆたかな水準達成後は小さ
い数字が望ましい
国土の状況による

(5) 森林被覆率（森林面積／国土面積）

先進国ほど小さな数字が望ましい

（２）アウトカム指標の計算のために必要なデータ収集と推計方法
表１で示した指標を実際に算出するためには、過去（2005 年）、現在（2012 年）、将来（2025 年）
という３時点でのデータが必要となる。過去と現在については実際のデータを用いればよいが、将来に
関しては引用元ごとに推計値が違ってくることから、同じ推計方法を選ぶ必要がある。
人口：すべての時点の分を国連経済社会局（2015）1より取得。
GDP：過去と現在に関しては、World Bank の World Development Indicator (2015)2を使用。（US ドル
PPP 換算）2025 年は、WEO(2014)に掲載されていた年率での成長率を 2012 年のものに乗じた。
なお、INDC 達成のための追加政策の実施が GDP に及ぼす影響は考慮していない。
エネルギー関連：過去と現在に関しては WEO(2014)3より取得。2025 年に関しては、以下の手順で個
別に計算した。
(a)米国：INDC は 2025 年までに GHG を 2005 年比で 26-28％削減。ここから、「2025 年までに CO2
排出量を 2005 年比で 27%削減」と仮定し、2025 年時点での CO2 排出量を計算。この量を WEO が
提示しているシナリオの排出量と比べたところ、450ppm シナリオと New policies シナリオの間で、
前者により近かったことから、450ppm シナリオをベースに、2025 年 INDC での CO2 排出量が
450ppm シナリオでの排出量を上回る分に比例してすべてのエネルギー関連データを修正した。
(b) EU : INDC は 2030 年までに GHG を 1990 年比で 40％削減。ここから、「2030 年までに CO2 排出
量を 1990 年比で 40％削減」と仮定し、2030 年の排出量を推計。2012 年から 2030 年まで直線で減
っていくと仮定して 2025 年の CO2 排出量を算出。この量を WEO が提示しているシナリオの排出
量と比べたところ、450ppm シナリオと New policies シナリオの間で、前者により近かったことか
ら、450ppm シナリオをベースに、2025 年 INDC での CO2 排出量が 450ppm シナリオでの排出量を
1

2
3

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision,
DVD Edition. New York: United Nations.
World Bank (2014). World Development Indicator 2014. Washington D.C.: The World Bank.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), & International Energy Agency (IEA) (2014). World Energy Outlook
2014. Paris: OECD/IEA.
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上回る分に比例してすべてのエネルギー関連データを修正した。
(c) 日本：INDC は 2030 年までに GHG を 2013 年比で 26％削減。ここから「2030 年までに CO2 排出
量を 2013 年比で 26％削減」と仮定し、2030 年の排出量を推計。2012 年から 2030 年まで直線で減
っていくと仮定して 2025 年の CO2 排出量を算出。この量を WEO が提示しているシナリオの排出
量と比べたところ、New policies シナリオと reference シナリオ（BAU）との間で前者により近かっ
たことから、New policies シナリオをベースに、2025 年 INDC での CO2 排出量が New policies シナ
リオでの排出量を上回る分に比例して全てのエネルギー関連データを修正した。
(d) 中国：INDC は 2030 年までに CO2 排出量を peak out。WEO が提示している３つのシナリオごと
に、年率の CO2 排出量の伸びを試算したところ、New policies シナリオが最も 2030 年時点で伸
び率ゼロに近づいていたことから、New policies シナリオを中国の INDC と仮定。ここから、New
policies シナリオでの 2025 年の数値を用いた。
（３）アクション指標候補の選定
指標として最終的に選ばれるべき政策は、温暖化対策として一定以上の効果が期待できるもの、ほぼ
すべての国で実施が可能で、実施することが望ましいと考えられるものである。最終的な指標選定の前
段階として、本年度では、研究対象国である米国、ＥＵ、日本、中国で実施されている政策を網羅的に
調べ、上記の評価を実施することとした（表 2）。
表 2 アクション指標候補一覧
ゴール１ エネルギーの低炭素化
項目

アクション指標の候補

1. 再生可能エネルギー
の普及
2.石炭火力発電の低炭
素化

再生可能エネルギーに関する目標設定、全量買取制度（Feed-in Tariff）、補助金、再生
可能エネルギーポートフォリオ(RPS)、スマートグリッド、社会受容性の促進
火力発電所に対する事業所レベルでの CO2 排出基準値の設定、火力発電所に対する部
門全体での CO2 排出基準値の設定、化石燃料への補助金撤廃、上記以外での低炭素エ
ネルギー普及に向けたインセンティブ、炭素回収隔離 (CCS)
安全基準の設定、緊急時の手続き
排出量取引制度 (低炭素エネルギー関連 )、炭素税

３．原子力発電
４．低炭素化へのインセ
ンティブ
５．交通部門

ゴール２

低炭素交通手段への補助金

エネルギーの効率的利用（省エネ）

項目

アクション指標の候補

1. 産業部門

排出量への目標設定、エネルギー効率への目標設定、省エネのための補助金、政府と
企業間での協定、省エネ製品や省エネ技術に向けた投資拡大、国レベルでの排出量取
引制度（省エネ促進の観点から）
、地域レベルでの排出量取引制度（省エネ促進の観点
から）
、炭素税あるいはエネルギー税、その他の市場メカニズム
新築、あるいは既築の建物に対する省エネ基準、省エネ型建物普及のための補助金、
家電製品に対するエネルギー効率基準、省エネ型家電製品の生産や販売時の補助金

2. 建物部門
3. 交通部門

ゴール３

自動車の燃費改善に関する基準、省エネ型自動車販売のための補助金、自動車以外の
交通手段の促進策、炭素税あるいはエネルギー税

エネルギー需要の逓減

項目
1. エネルギー部門、産
業部門におけるデ
ィマンド・レスポン

アクション指標の候補
エネルギー消費量に関する目標設定、ネガワット取引等ディマンド・レスポンスに関
する基準や補助金、政府と企業の間の協定、工業団地における包括的なエネルギー利
用、コジェネ（CHP）
、排出量取引制度（需要逓減関係）
、炭素税あるいはエネルギー
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ス

税（需要逓減関係）

2. 建物部門における
需要側対策

BEMS や HEMS などのエネルギー管理システム、エネルギー需要削減のための基準や
規制、消費者行動変化を促すための見える化、節エネ意識向上のためのキャンペーン、
エネルギー需要逓減を目的とした投資拡大、炭素税あるいはエネルギー税（需要逓減
関係）
、炭素税あるいはエネルギー税（需要逓減関係）

3. 交通部門における
需要側対策

モビリティ需要を減らすための対策（在宅勤務など）
、自家用車から公共交通機関への
シフトを促す政策、炭素税あるいはエネルギー税（需要逓減関係）

4. 国土計画

低炭素都市づくり

ゴール４

森林部門、及び二酸化炭素以外の温室効果ガス

項目

アクション指標の候補

1. 森林、土地利用等

森林保全を目的とした基準、規制、補助金等、木材製品の賢い利用促進、不必要な森
林からの土地利用変化の未然防止
HFC 消費を減らすための規制等
製品中の CFC や HCFC を回収・破壊するための規制等
メタン排出削減策

2. HFCs 等フロンガ
ス
3. メタン

（４）アクション指標の評価方法
アクション指標は、過去から現在（2005～2012 年）に実施されてきた政策と、現在から将来（2012 年
～2025 年）に今後導入を予定している政策とで、下記ボックス内にあるとおり、異なる評点付け方法を
用いた。「過去から現在」では、国家間で比較し相対的な位置づけを確認するための評価を行うのに対
して、「現在から将来」では、一国内で過去と将来を比較し国の中での進捗を評価する。評点付けは本
調査を実施した各サブテーマ担当者のエキスパートジャッジメントである。指標として最終的に選ばれ
るべき政策は、温暖化対策として一定以上の効果が期待できるものうち、大半の国で実施が可能で、実
施が望ましいという共通認識が醸成されているものである。最終的な指標選定の前段階として、本年度
では、研究対象国である米国、EU（及び主要な加盟国）、日本、中国で実施されている政策を網羅的に
調べ評価した。
過去から現在（2005 年から 2012 年の間）
A+

:

世界の長期目標 2°C に到達するために十分な貢献となる水準.

A

:

他の大半の国で実施されている同政策より多くの削減を目指した水準

A-

:

他の多くの国で実施されている同政策より多くの削減を目指した水準

B+

:

他の国で実施されている同政策よりやや多くの削減を目指した水準

B

:

平均的な水準

B-

:

多くの国で実施されている同政策よりも緩やかな水準

C+

:

大半の国で実施されている同政策よりも緩やかな水準

C

:

ほとんど効果なし

C-

排出増加に寄与する

現在から将来（2012 年から 2025 年の間）
++ ：前期よりも大幅に進展する
+ ：前期よりも進展する
nc ：前期と同水準
－ ：前期から後退する
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５．指標による評価結果
（１）ゴール１ エネルギーの低炭素化
Ａ．アウトカム指標


指標１

CO2 排出量／ 一次エネルギー供給量（図 2）

過去から現在にかけては、日本以外の国でほぼ類似の速度で低炭素化が実現している。また、現在か
ら将来においては、すべての国が、過去よりも速い速度での低炭素化実現を目指している。日本国内で
は、2030 年目標に向けて急速なエネルギー低炭素化を目指すと認識されているが、この速度は日本に限
らず、他の多くの先進国が目指す速度よりもやや速い程度である。結果としてすべての国が 2025 年ない
しは 2030 年の約束草案に計画どおり達成した場合、日本は他の先進国に追いつけない。


指標２

再生可能エネルギー供給量／一次エネルギー供給量（図 3）

過去から現在にかけては、中国以外の国で再生可能エネルギーの電力・熱供給量における割合が増加
している。とりわけ EU での増加が顕著である。中国では下がっているが、これは、地域的な伝統的バイ
オマス燃料（薪）による熱供給の減少による。現在から将来にかけて、EU はさらに再生可能エネルギー
のシェア増加を計画しており、約束草案どおりになれば、日米と EU との差はさらに拡大する。中国では
2025 年までに電化が進み、電力での再生可能エネルギーが増えるという構造になっている。米国は過去
から現在も、また今後も着実に再生可能エネルギーの増加を推し進めることになるものの、世界が 450ppm
シナリオのパスを選ぶのであれば、2025 年時点ですべての附属書Ｉ国が EU と同等のシェアを達成して
いなければならないという試算結果も得ており、さらなる加速が求められる。
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図 2 指標 1（CO2 排出量／一次エネルギー供給量）
による評価(tCO2/TOE)
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図 3 指標 2（再生可能エネルギー供給
／一次エネルギー供給量）による評価

(%)

Ｂ．アクション指標
（ァ）各国の電力部門のエネルギー構成の時系列変化と 2020 年以降の目標
エネルギー供給分野において、各国が講じてきた施策及び今後講じる施策を考察するためには、各国
の電力源について把握することが重要である。従って、国際エネルギー機関（IEA）のデータを用いて各
国の電源構成の時系列変化をまとまた。加えて、2030 年の電源構成については、米国、EU、中国、日本
のそれは World Energy Outlook 2015 の新政策シナリオ（概ね各国の約束草案を反映しているた）を参照し
作成したほか、ドイツは Energy Policies of IEA Countries 2013 Review、フランスは Energy Policies of IEA
Countries 2009、イギリスは Energy Policies of IEA Countries 2012 を基に作成した。
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米国

米国は 2000 年までは石炭火力発電の利用を増やしてきたが、2000 年以降は増加する電力需要をガス火
力発電で補ってきた（図 4）。さらに、2008 年頃からはシェールガスの生産の飛躍的な伸びが石炭火力
発電の発電量を抑える形となっている。また、2030 年の総電力需要は 2013 年よりも増加しているが、主
に風力発電及び太陽光発電によって供給されることが分かる。従って、火力発電については、石炭火力
発電所を順次廃止する一方で、ガス火力発電の利用が引き上げられることが想定されている。

図４ 米国の電力使用量変遷


出典：IEA (2015)、EIA (2014)を基に筆者作成

ＥＵ
EU では石炭火力発電による発電量は、1990 年以降、多少の増減があるものの、緩やかに減少している

（図 5）。ガス火力発電による発電量は 1990 年から 2008 年にかけて増加したが、2009 年から 2013 年に
かけて発電量が減少傾向となった。再生可能エネルギーについては、2009 年頃から風力発電を中心に発
電量が増加傾向にある。EU は、2030 年目標として最終エネルギー消費の 27%を再生可能エネルギーで供
給することことに加え、電力部門においては 45%を再生可能エネルギーで賄うことが検討されている(EC,
2014)。IEA の新政策シナリオもおよそこれに一致している。火力発電所については、2030 年時点におい
て、ガス火力発電の発電量が 2013 年に 503TWh だったものが、2030 年には 683TWh と増加が予想される
一方で、石炭火力発電による発電量は 2013 年に 904TWh だったものが、2030 年には 400TWh と石炭火力
発電の利用が低下すると予想される。

図5

EU の電力使用量変遷

出典：IEA (2015)を基に筆者作成
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EU については、図 6 に示す通り、発電量の上位 3 国であるドイツ、フランス、イギリスについて個別
に取り上げ、電力供給量の変遷について考察する。

図6



EU の電力使用量変遷

出典：EU (2016)を基に筆者作成

ドイツ
ドイツでは、石炭火力発電所の電力供給が 2005 年の 298TWh から 2009 年の 260 TWh へと一時減少し

たが、2013 年には再び 293 TWh へと増加した（図 7）。この期間、ガス火力発電は減少している。総じ
て、火力発電の総量は 2005 年以降約 370TWh を推移している。また、2005 年以降は原子力発電の発電量
が減少傾向にあるとともに、原子力発電所の電力供給量を補う形で風力発電、太陽光発電といった再生
可能エネルギーの利用が増加している。また、2030 年目標については、電力需要を大幅に下げることが
想定されている中で、石炭火力発電の利用低下、原子力発電のフェーズアウトを目標としている。

図 7 ドイツの電力使用量変遷



出典：IEA (2015) 、IEA (2013)を基に筆者作成

イギリス
イギリスは 1990 年から 2000 年にかけて石炭火力発電の利用を約半分に下げるとともに、電力総需要

の増加分をガス火力発電で補ってきた。2005 年以降は、電力総需要の減少及び再生可能エネルギーの増
加とともに、火力発電の発電量の利用が低下している。2030 年の電力総需要量は、イギリス政府は交通
部門の電化などを掲げているため、2013 年の 360TWh から約 390TWh への増加が想定される。2030 年ま
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でに石炭火力発電の利用が低減する一方で、原子力発電、再生可能エネルギーの引き上げが想定される。
なお、イギリス政府は 2015 年 11 月に 2025 年までに石炭火力発電所を閉鎖する方針を表明しており
(DECC, 2015)、図 8 の 2030 年の石炭火力発電量はゼロとなることになる。

図 8 イギリスの電力使用量変遷



出典：IEA (2015) 、IEA (2012)を基に筆者作成

フランス
フランスは、1990 年から 2000 年にかけて増加する電力需要を原子力発電によって補ってきた。また、

2000 年以降はガス火力発電、2009 年からは風力発電の利用も増加傾向にある。2030 年の電力総需要量は、
政府が交通部門の電化などを掲げているため、2013 年の 570TWh から 730TWh への増加が想定されてい
る。増加する電力需要の電力供給源としてガス火力発電を見込んでいる。IEA では 2030 年時点の原子力
発電についても 2013 年と比較して発電量の増加を見込んでいるが、2015 年現在、仏議会において、エネ
ルギーミックスの原子力発電量が占める割合を 50%以下に抑えることが議論されている（図 9）。

図 9 フランスの電力使用量変遷


出典：IEA (2015) 、IEA (2010)を基に筆者作成

中国
中国では急速な経済発展ともに電力総需要量が増加しており、石炭火力発電所の新設によってその電
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力供給増加分を担ってきた。国際エネルギー機関が発表する World Energy Outlook 2015 の新政策シナリオ
において、2030 年の電力総需要量が 2013 年の約 1.6 倍になることが予想されている。この増加分に対し
て、原子力発電及び水力、風力を中心とした再生可能エネルギーとともに、石炭火力及びガス火力の増
設も見込まれている。石炭火力発電については、小規模・低効率の発電設備を大規模・高効率のものに
置き換えられることが想定され、火力発電設備に対する投資が今後も見込まれているといえる（図 10）。

図 10 中国の電力使用量変遷


出典：IEA (2015)を基に筆者作成

日本
日本では 1990 年から 2005 年頃まで、石油火力の代替として石炭火力発電の割合を増やしてきた（図

11）。また、2011 年の東日本大震災の影響によって原子力発電の稼働が低迷した 2012 年、2013 年は原
子力発電に代わってガス火力発電の利用が増えた。
約束草案では、2030 年の石炭火力の発電量が 280TWh、
ガス火力が 290TWh と定められており震災前のレベルと同程度となる。他方、原子力発電による発電量
は、220TWh と震災前のレベルよりは低い分、再生可能エネルギーの発電量が増えることになる。概して、
日本では、これまで高効率な火力発電の研究開発・普及に重きを置いており、少なくとも 2030 年までは
石炭火力、ガス火力ともに現状と同程度の利用が想定されていることから、火力発電のリプレースや維
持管理といった技術が重視されやすいことになる。

図 11 日本の電力使用量変遷

出典：IEA (2015)、首相官邸 (2015)を基に筆者作成
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国家間比較
米国、ドイツ、イギリスは石炭火力発電の利用をガス火力で代替し、その傾向が 2030 年までも続くこ

とが予想されるため、発電事業者に対して石炭火力発電の利用に関する方向性を明確に打ち出している
（表 3）。特に、ドイツ、イギリスは石炭火力発電の利用のフェーズアウトが顕著である。EU 主要 3 国
間の比較としては、ドイツは 2030 年の電力需要量も下げること及び原子力発電の廃止が示唆されている。
反対に、イギリス、フランスは交通部門の電化によって、2030 年の電力需要量が増加することが予想さ
れ、原子力発電の利用も現在と同レベルあるいは引き上げが想定されている。
中国、日本は電力部門において石炭火力の利用が増加傾向にあり、2030 年も現状と同レベルかそれ以
上の利用が予測されている。中国では、石炭火力と同程度の割合でガス火力、風力発電及び原子力発電
が増えると予想される一方、小型・低効率の石炭火力は大型・高効率のものに置き換わり、電力部門全
体で見た排出原単位は大きく下がることが想定される。日本は、原子力発電の再稼働を見越した発電量
がガス火力発電及び石油火力の減少分とおよそ一致している。従って、原発の再稼働が不透明の中、原
子力発電所の稼働の有無によって、火力発電と再エネに対する需要が大きく左右されることになる。
表3

電力部門のエネルギー構成変遷及び予測まとめ

日本

1990 年－2012 年の電力利用
石油火力を石炭火力で代替

米国

石炭火力をガス火力で代替

EU

石炭火力が微減する一方で、ガス
火力の利用の増加。2008 年以降
は再エネが火力発電を代替。
石炭火力をガス火力で代替。再エ
ネが原発を代替
石炭火力をガス火力で代替する
ともに、電力需要の増加分に対
応。
電力需要の増加を原発とガス火
力で対応。
大幅な電力需要の増加分の大部
分を石炭火力、一部を水力発電で
対応

ドイツ
イギリス

フランス
中国

2030 年の電力利用
ガス・石炭火力発電は 2010 年と同レベル。石油、原子力の減
少分を再エネで補う
ガス火力による石炭火力の代替の傾向が継続、火力発電の発電
量を抑制、電力需要の増加分を再エネで供給。
再エネによる石炭火力の代替及び電力需要の増加分を供給

電力需要を大幅に下げるとともに、原発の廃止、石炭火力の大
幅な低減。一方で、風力を中心とした再エネの大幅な増加。
ガス火力による石炭火力の代替の傾向が継続。火力発電の発電
量を抑制。交通分の電化による大幅な電力需要の増加分を再エ
ネ及び原発で供給。
交通分の電化による大幅な電力需要の増加分を再エネ及びガ
ス火力で対応。
2030 年までも電力需要の大幅な増加が予想されるなかで、石炭
火力は大型・高効率設備の導入が進むがその増加割合は低減す
る。反対に、ガス火力、原子力、水力、風力が大幅に増加する。

電力部門における個別の施策の特徴を表 3 にまとめる。日本、中国が発電所/事業者単体の排出基準を
設定しているが、中国の基準は現在利用可能な技術（BAT）の石炭火力発電では達成できない厳しい基
準となっている。EU 諸国は EU-ETS を通じて、電力部門全体で火力発電所の排出規制を行っている。特
に、EU-ETS 第 3 フェーズでは、オークション方式による排出枠の割当を行うため、1kWh 当たりの CO2
排出量が多い石炭火力発電は不利な条件となり、石炭火力発電のフェーズアウトが促される。なお、イ
ギリスにおいては、EU-ETS に加えて、個別の火力発電所の設備に対する厳しい排出規制もかけているた
め、石炭火力発電のフェーズアウトのシグナルを明確に出している。米国は、CPP の下で、発電所単体
の排出規制及び電力部門の全体の政策のハイブリッド型のアプローチであることが分かる。CPP におけ
る排出規制の基礎となる排出係数基準は、石炭火力発電所単独では達成できない基準となっているため、
石炭火力の利用低減を推進する。
電力を中心としたエネルギー部門のインセンティブとして、日本は高効率火力発電に対する研究開発
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(R&D)が講じられており、少なくとも 2030 年まで石炭火力発電を主要電源の一つとして位置づけている
ことが示唆される。中国ではこれまで化石火力発電に優先的に与えてきた送電網へのアクセスを今後、
再生可能エネルギーに振り分ける方針を打ち出している。米国は長年シェールガスに対する R&D の支援
によって、ガス火力発電の割合の引き上げに寄与し、ガス火力発電の発電割合は 2030 年も増えると予想
されている。CCS に対する R&D に対して米国が石油増進回収法(EOR)を含む多くの実証プラントの支援
を打ち出し、これに日本、中国が国内で初となる実証プラントの導入を進めている。イギリスもこれま
で積極的に CCS の R&D 及び商用化プログラムを進めてきたが、2015 年になって、財政上の理由から、
商用化プログラムへの予算執行を停止した。
以上の通り、電力部門のエネルギー構成変遷と予測及び電力部門を中心としたエネルギー部門に対す
る施策をまとめると、日本、中国が 2030 年まで石炭火力を中心とした火力発電への依存が維持されるこ
とが予想される一方で、米国・EU 諸国では、石炭火力発電のフェーズアウト及び天然ガス火力の利用拡
大に向けた体制整備が整いつつあることが明らかになった(表 4）。
上記の情報に基づき、
本研究プロジェクトが提唱する Action Indicators を作成した結果を表(3)-4 に示す。
米国では、2005 年から 2012 年にかけては、シェールガスや CCS の R&D に重点おきつつ一部の州では排
出基準が導入されていた。2013 年以降は CPP が導入されたため、個別の火力発電所に対する基準値及び
電力部門全体の基準値が引き上げられる。EU 諸国は、EU-ETS が火力発電に対する規制となっており、
2013 年以降の規制強化を担っている。シェールガスについては、EU 全体による支援はほとんどない中で、
イギリスが独自に主導している。CCS に関しては、2009 年に CCS 指令を施行し、英国は CCS レディを
求める国内法を導入するなど、積極的であった。2012 年以降でみると、現在、CCS 指令は改定準備が進
む一方、英国は商用化プログラムを停止し、足踏みが見られる。中国は 2005 年から 2012 年に主だった
火力発電に対する主だった規制は少ないものの、2013 年以降は新規石炭火力発電所に対する厳しい排出
基準や電力部門に対する排出量取引の導入など、規制強化を大幅に進めている。日本は火力発電に対す
る政策の中で、他国よりも厳しいものは見られない中で、IGCC や A-USC といった高効率火力発電の技
術開発に対して注力している。
表4

電力部門を中心としたエネルギー部門に対する施策まとめ
発電所単位施策
電力部門全体
インセンティブ

日本

米国

火力発電の運転の効率化
から CO2 排出基準に移
行。水準は各火力発電の
BAT。
2015 年 CPP により初めて
火力発電所に対する CO2
排出基準が制定

EU
ドイツ
イギリス

フランス
中国

自主目標として 0.34
kgCO2/kWh から 0.37
kgCO2/kWh に上方修
正
CPP により、州政府の
方針によっては、原単
位目標または総量目
標が設定される。
EU-ETS による排出枠
の設定

2013 年に排出基準が制
定。水準は、ガス火力レ
ベル
2014 年に排出基準が制
定。BAT の石炭火力より
も効率的な水準を要求。

R&D 及び実証プラント
への支援

シェールガスに対す
る R&D

実証プラントへの支援
及び一部 CO2 に価格付
け
EU CCS 指令による貯
蔵に関する法整備

シェールガスに対す
る調査を 2015 年より
開始
2016 年より全国的に
排出量取引制度が導
入
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CCS

高効率火力発電に対
する R&D

効率の悪い小規模火
力の廃止。効率の良い
火力発電のグリッド
優先接続

R&D への支援継続、し
かし、商業化プログラ
ムへの予算執行停止
R&D への支援
2015 年に実証実が開始
予定

（イ）再生可能エネルギーへの目標設定
まず再エネ導入目標の設定について、次のサブ項目ごとに対象国／地域について情報を収集した。
a-1.

再エネ導入目標の有無。目標がある場合、目標設定のタイミングと目標の年と水準。再エネ目標

の対象範囲（再エネ電力だけか、一次エネルギーベースか、双方か）
a-2.
b.

目標の位置づけ。どこが決めた目標か。法的拘束力の有無。目標の根拠（理由付け）
上記の再エネ目標の達成状況、達成にむけた進捗状況、達成見込み量（できるだけ定量的に）

b については、再生可能エネルギーの特質も踏まえて、達成・進捗評価（結果評価）を行うために、次
の異なる尺度のデータの収集を試みた。（i）設備容量（MW）、（ii）発電量（MWh）、（iii）実現可能
な賦存量（potential）。そして、（i）（ii）（iii）について、石油換算（kl）、熱量換算のもの。
再生可能エネルギーの中でも太陽光、風力などは、自然変動電源で、稼働率も火力などと比較して小
さいことから、設備容量（MW）と発電量（MWh）の尺度が必要である。また、再生可能エネルギーは
国の自然条件に左右されるため、そもそも賦存量がごく限られているのに、高い再エネ導入目標を設定
することは限界があることから、実現可能な賦存量ベースでの評価も求められる。また、発電の側面だ
けでなく、発電に伴って生じる熱の効率的な利用は省エネやコスト低減にも資することから、熱の利用
を適切に評価する尺度も必要である。こうした尺度を念頭に、対象国／地域について情報を収集し、比
較して見るといくつかのポイントを指摘することができる。


目標の位置づけと性質
米国は、2013 年にオバマ大統領が「Climate Action Plan」において 2020 年までに再生可能エネルギー

の発電量を 2 倍にするという目標を設定した。この目標は法令で定められたものではなく、法的拘束力
を有しない。他方で、米国の場合、州レベルで、州法で再生可能エネルギー目標を設定する州が見られ
る。例えば、カリフォルニア州は、全ての小売事業者が、2020 年までにその販売量の 33％を再エネにす
るという法的拘束力のある目標、テキサス州は、2025 年までに再生可能エネルギーの設備容量を 1 万 MW
にするとの法的拘束力のある目標を設定している。
EU は、2020 年の再エネ目標（2020 年に EU 全体において最終エネルギー消費に占める再生可能エネル
ギーの割合を 20％）は、国ごとに拘束力のある目標を設定することになっている（なお、バイオ燃料に
関する指令などがこの目標実施を補完している）が、2030 年の再エネ目標（2030 年までに EU 全体の最
終エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合を少なくとも 27％）は、各加盟国に義務は課さ
ず、EU 全体での目標達成をめざすものとなっている。したがって、特に 2020 年以降については、EU 加
盟国の中でも目標設定へのアプローチが異なりうる。特徴的な事例としては、例えば、ドイツは、2050
年に最終エネルギー消費量の 60％、発電量の 80％を再生可能エネルギーにするという目標を設定し、再
生可能エネルギー法 2014 において、2050 年目標を達成するため、より中期の目標を定めている（2025
年までに発電量の 40〜45％、2035 年までに発電量の 55〜60%）。
中国は、2015 年に提出した約束草案の中で、一次エネルギーベースで、2030 年までに再生可能エネル
ギーを含む非化石燃料の割合を現在の約 10％から約 20％まで引き上げるという目標を掲げている。その
中で再生可能エネルギーがどれほどの割合を占めるかは明らかではないが、国際再生可能エネルギー機
関の「Renewable Energy Prospects: China」（2014 年）によると、2015 年までに発電量のうち 20％を再生
可能エネルギーにするという目標を定めている。なお、中国は、政府の目標としてではないが、国家発
展改革委員会の下にあるエネルギー研究所が 2015 年 4 月に発表した再エネ高導入シナリオは、2050 年の
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最終エネルギー消費の 60％、電力の 86％を再エネにするシナリオである4。
日本は、2015 年、COP21 に向けて、2030 年の温暖化目標（約束草案）を作成するに当たって、長期エ
ネルギー需給見通し（エネルギーミックス）の議論を行い､決定した(図 12)。その中では、2030 年の再生
可能エネルギーの割合は、大規模水力を含め、全発電量の 22-24％、一次エネルギー供給の 13-14％とさ
れている。日本のエネルギーミックスの割合は、その時想定される「あるべき姿」を表すものだが、「目
標」として明確に位置づけられているわけではない。目標の根拠は、固定価格買取制度（FIT）における
買取費用を 3．6〜４.0 兆円を上限とするということから導かれ、ポテンシャルやコスト優位性などの観
点から設定されたものではない。日本のエネルギー政策をめぐる議論が、福島第 1 原子力発電所事故後、
電力に焦点を当てられる傾向があるが、電力はエネルギー需要の 4 分の 1 程度を占めるに限られている
ことを考えると、電力以外の輸送燃料や熱の分野での再生可能エネルギーの目標設定・施策が十分でな
いとみることができる。

図 12 日本の 2030 年のエネルギーミックス （出典：資源エネルギー庁）


目標の水準
「目標」の水準を見ると、日本の 2030 年の再生可能エネルギーの導入「目標」である、大規模水力を

含め全発電量の 22-24％、一次エネルギー供給の 13-14％という再エネ導入目標の水準は、他の国／地域
と比して高くはない。例えば、EU は 2030 年に最終エネルギー消費の少なくとも 27％を再エネに、中国
は約 20％を再エネにする目標を掲げる。欧米と比べると 10 年ほど遅れているようなペースである。EU
は 2020 年に最終エネルギー消費の 20％、米国は 2020 年に、2013 年に 13％という再エネ電力の割合を二
倍にする（=26％）ことをめざす。なお、発電量に占める現状の再エネ電力の水準の比較が図 13 だが、
米、英、仏と比してもなお現状の比率は小さく、特に大規模水力を除く再エネの割合は相当に小さい。


再生可能エネルギー促進策
日本、英、仏、独を含む多くの欧州諸国、そして中国は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）

を導入している。FIT を導入している国は FIT が軸となっているが、FIT と並行して、国や地方自治体の
補助金も採用されている（日本の場合、国が洋上風力に補助金を出したり、地方自治体が太陽光やバイ
オマス発電などに補助金を出している事例が見られる）。他方、米国は、連邦レベルでは補助金だが、
州レベルではバーモント州は FIT を採用するが、テキサス州は、RPS（Renewable Portfolio Standard）を採
用する。カリフォルニア州は、FIT と RPS を併用している。
図 14 に見るように、日本は、2000 年代にはいって RPS を導入してきたが、電力会社による義務的買
4

Energy Research Institute, National Development and Reform Commission (2015) China 2050 High Renewable Energy Penetration Scenario
and Roadmap Study: Executive Summary.
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取量が小さかったことから大きく再エネの導入が増えることはなく、2012 年から開始した FIT の下で大
きく導入量が伸びた。ただし、RPS も義務的買取量の枠が大きければ、その導入効果は大きなものとな
るはずであり、FIT か RPS かという制度の有無が対策の強度を示すわけではなく、その制度内容を見る
必要がある。

図 13 再生可能エネルギー比率の国際比較と日本の現状と目標

（出典：資源エネルギー庁）

図 14 日本の再エネ発電設備容量の推移 （出典：JPEA 出荷統計、NEDO の風力発電設備実績統計、包
蔵水力調査、地熱発電の現状と動向、RPS 制度・固定価格買取制度認定実績等より資源エネルギー庁）
FIT の設計は国によって様々だが、国によって促進の焦点をどこに置くかで対象も異なる。例えば､英
国は、5MW 以下の太陽光、風力、消化ガス、水力、2kW 以下の小規模コージェネレーション（CHP）（3
万設備を上限）をその買取対象としている。
また、ドイツ、フランスなどは､大規模な発電施設に入札制度を導入したり、カリフォルニア州は買取
価格を市場価格と連動させるなどして、競争の要素を導入し、買取価格を引き下げる施策がとられてい
る。一般には、買取価格の引き下げは、導入量／導入速度を低下させることになりかねないが、他方で、
需要家の負担を過度に増やすことなく、持続的に導入を促進することもできる。買取価格の水準の高低
だけで、再エネ促進策の強度を評価することについては留意する必要がある。
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（ウ）カーボンプライシング
排出量取引制度や炭素税・エネルギー税等の税制は、炭素排出による外部不経済を市場の一部として
取り込むことにより、市場原理を活用して温室効果ガス排出量削減を目指す政策である。このツールが
十分有効に機能すれば４つのゴールすべてに対して効果が生じることになるが、現実には十分な効果が
出るほどに実効力の高いカーボンプライシングが導入できているわけではない。実際には、制度の対象
範囲（分野）や排出枠売却益・税収の使途等で、効果が生じている主要なゴールが特定できるものと考
えられる。
本研究では、特に電力部門に対して上記の制度が導入されている場合には、主にゴール１を目指して
いるものと想定し、評価に加えた。本文中の説明はゴール２の節にてまとめて記載している。
以下、項目ごとに主要な動向と評点を示す。
表 5 再生可能エネルギーの目標設定
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
Ｂ+
テキサス州：
（2005 年） 目標：2015 年までに州内で 5000MW、2025 年までに 10000Ｍ
米国
-2012

EU

中国

日本

2013
-2025

++

2005
-2012

Ａ

2013
-2025

+

2005
-2012

Ｂ+

2013
-2025

++

2005
-2012

Ｂ-

2013
-2025

+

Ｗの再生可能エネルギーを導入
連邦レベル（2013 年）目標：2020 年までに現行と比べて電力部門における再生可能エ
ネルギー比率を倍に。法的拘束力なし。
州レベル：カリフォルニア州（2008 年） 目標：すべての電力小売会社は、2020 年ま
でに販売する電力のうち 33％を再生可能エネルギーとする。
EU 指令（2009 年）
：2020 年に EU 全体において最終エネルギー消費に占める再生可能
エネルギーの割合を 20％とする。
イギリス：EU 指令を受け、2020 年の最終エネルギー消費の 15％再生可能エネとする。
ドイツ：EU 指令を受け、2020 年までに最終エネルギー消費の 18％を再生可能エネと
する。
ＥＵレベル（2014 年）2030 年までに EU 全体の最終エネルギー消費量に占める再生可
能エネルギーの割合を 27％にする。2020 年目標については、各加盟国に拘束力のある
再エネ導入目標を課すことで、欧州全体の目標達成につなげる。2030 年目標について
は、各加盟国に義務は課さず、EU 全体での目標達成を目指す。
最終エネルギー消費に占める再エネの割合：15％（2013 年）
中国全体目標（2012 年）
：電力の 20％を再生可能エネで発電。対象範囲：電力目標の
位置づけ： 国家発展改革委員会 法的拘束力無。実績としては 2013 年に容量 380GW
達成。
約束草案（2015 年）2030 年までに一次エネルギー消費量の 20％を化石燃料以外。

長期エネルギー需給見通し（2015 年）電力：2030 年度までに全発電量の割合：22~24%。
発電量:2366~2515 億 kWh へ。法的拘束力なし。固定価格買取制度における買取費用を
3.6〜４.0 兆円を上限とすることから導かれてきた。

表 6 FIT, RPS, その他補助金等の再生可能エネルギー促進策
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
Ｂ+
FIT：カリフォルニア州（2008 年） 目標：設備容量上限 3MW、導入上限１GW 契約
米国
-2012

期間は 10・15・20 年 買取価格：市場価格に連動
バーモント州（2009 年）目標：設備容量上限 2.2MW、導入上限 127.5MW
契約期
間は 10・15・20 年 範囲：風力、太陽光、バイオマス 買取価格：風力 100kW 以
下 214.8 ドル/MWh、100kW 以上 118.2 ドル/MWh 太陽光 240 ドル/MWh、バイオマ
ス 125 ドル/MWh
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全国平均 12.22 セント/kWh＝122.2 ドル/MWh（US 平均、家庭用 2013 年）
RPS:
カリフォルニア州：2020 年までに 33％を再生可能エネに。この目標に向け、余剰買
取（Net-Metering）制度を実施。
テキサス州：2025 年までに 10000MW 目標達成に向けて実施。
補助金：Competitive RE Zone (CREZ 風力発電設備設置のためのゾーニング)2008 年。
補助金名：§1603 American Recovery and Reinvestment Tax Act (ARRTA) program
補助金対象：バイオマス、CHP、燃料電池、地熱、水力、埋立地からのガス、波力、
小水力、一般廃棄物、太陽光、風力。補助金総額 $245 億 導入された再生可能

エネ容量 32.9 GW、年間発電量 87.8 TWh

EU

中国

日本

2013
-2025

+

2005
-2012

Ａ

2013
-2025

－

2005
-2012

Ｂ+

2013
-2025

+

2005
-2012

Ｂ

2013
-2025

+

FIT：EU 全体の FIT はないが、イギリスでは導入あり。導入目標：ない 対象範囲：
5MW 以下の太陽光、風力、消化ガス、水力。2kW 以下の小規模 CHP(3 万設備を上限）.
RPS：イギリス：Renewable Obligation (RO)を導入。RO は、小売電気事業者に対して、
一定の再エネの利用を義務付ける制度。2002 年から導入。2015 年度義務量は、0．
29ROCs/MWh。2020 年までに 30％を目指す。
2014 年下半期家庭用電力価格（1kWh 当たり）
独：0.297 ユーロ、仏：0.175 ユーロ、英：0.201 ユーロ
太陽光 買取価格：大規模：0.9-1RMB/kWh（地域によって異なる） 分散型：
0.42RMB/kWh バイオマス 買取価格：農林業関連：0.75RMB/kWh、一般廃棄物：
0.65RMB/kWh、バイオガス：0.25RMB/kWh 風力：買取価格：陸上：0.49-0.61RMB/kWh
洋上：0.75, 0.85RMB/kWh
家庭用 2012 年（地域によって異なる）
上海：0.617 元/kWh=0.51 ドル/kWh（月 240KWｈまで） 0.977 元/kWh=0.807 ドル/kWh
（月 400KWｈ以上）
北京：0.488 元/kWh=0.40 ドルセント/kWh（月 240KWｈまで） 0.788 元/kWh=0.651 ド
ル/kWh（月 400KWｈ以上）
RPS 制度は検討中
水力に対する補助金
FIT 導入あり。FIT による導入目標はなし。買取価格は個別の資源、技術及びその規模
等の発電コストに応じて、適切な利潤を加えて設定される。認定設備容量：8768 万 kW
RPS に関しては、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（RPS
法）（2002 年）にて再生可能エネ導入が示唆されたが、2012 年に廃止。

表 7 火力発電所―発電所単位または事業者単位での施策
国
時期
評価
評価のための参考情報
SO2、NO2、水銀に対する規制は大気浄化法（Clean Air Act）によって履行されていた
2005
B+
米国
-2012

2013
-2025

+

が、2012 年まで石炭火力発電所に対する連邦レベルの CO2 排出基準は存在していない。
しかし、複数の州は排出基準（EPS: emissions performance standard）を履行していた。
カリフォニア州では 2006 年に、石炭火力発電所を対象にして、1,100lbsCO2/MWh
(500g/kWh)というレベルの EPS が導入され(SB1368)、増加する石炭火力発電の建設に
歯止めをかけた。2007 年には、ワシントン州(SB6001)、オレゴン州(HB3283, SB101)、
そしてニューメキシコ州(SB0994)でも同レベルの EPS が導入された。2008 年には、モ
ンタナ州(HB25)とイリノイ州(SB1987)が、CCS(石炭火力発電所に排出量の 50％を回収
するよう要請)を浮体するという異なる目標を定めた、
アプローチの異なる EPS を採用。
クリーンパワープラン(CPP)によって、2025 年までに 2005 年に比べ、電力分野におけ
る CO2 排出量が 32％削減されることが期待されており、各発電所の基準が定められる。
オバマ大統領と環境保護局(EPA)は、2015 年 8 月 3 日に 2005 年比で CO2 排出量 32％削
減に向けた CPP を発表した。州計画が各発電所に排出係数基準値を設定しており、蒸
気タービンによって発電する汽力発電に対しては 0.59 kgCO2/kWh、ガスタービン発電
に対しては 0.35 kgCO2/kWh の排出係数基準以下で運転することが定められる。ただし、
これらの排出係数基準の達成方法については、州が単独または複数で策定することが
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EU

中国

日本

2005
-2012

C+

2013
-2025

+

2005
-2012

C+

2013
-2025

++

2005
-2012

C+

2013
-2025

nc

可能であり、排出量取引といった制度の活用も可能としている。CCP に加え、新規及
びリプレースされる発電所を対象にした炭素汚染基準(Carbon Pollution Standard)も打ち
出された。この排ガス基準は、新しい石炭火力発電所に対して 0.64 kgCO2/kWh、586MW
以下の再築された石炭火力発電所に対して 0.816 kgCO2/kWh、596MW 以上の再築され
た石炭火力発電所に対して 0.907 kgCO2/kWh、全てのガス火力発電所に対して 0.454
kgCO2/kWh としている。後述する電力部門の排出原単位目標または総量目標はこれら
の火力発電所の排出係数基準が基礎となっている。
CPP に関しては、その違法性を問う訴訟に関連して、連邦最高裁判所は判決が出る
までの間の CPP の執行停止を命令した（2016 年 2 月 9 日）。判決は、2017 年前半に出
る見込みである。一方、この執行停止命令後、約 20 州が CPP に沿った計画の策定や対
策を予定通り進めるとの声明を出している。また、連邦最高裁判所判事（9 名）のうち、
執行停止を支持した 5 名の一人がその後、急逝した。オバマ大統領は、リベラルな最
高裁判事指名の機会を得たことになるが、共和党が過半数を占める上院では、任命が
困難な可能性もある。他方、現在、最高裁判所は保守派とリベラル派の判事が 4 名ず
つとなっており、賛否が同数となった場合、ワシントン D.C.巡回控訴裁判所における
判決が支持されることになる。同控訴裁判所は、これまでに CPP 執行停止請求を全員
一致で棄却しており、CPP を合法とし、EPA が勝訴する可能性が高くなると予想され
る。不確実性は残るものの、CPP が実施に移される可能性は高い。
EU レベル、そして加盟国レベルでの排出基準は特定されなかった。
EU レベルでの排出基準は特定されなかった。イギリスでは、新規の火力発電所から排
出される二酸化炭素を制限するため、排出基準を 0.45kg/kWh と定めるエネルギー法
2013 が制定された(DECC, 2014)。
施設レベルでの排出基準は特定されなかった。
2020 年までの年間石炭消費量を 42 億 tCO2 に制限するエネルギー成長戦略活動計画
(2014-2020)の中で、個別発電設備に対する規制として、新規石炭火力発電機の石炭消
費原単位を 300g/kWh（約 0.7kgCO2/kWh）未満にし、排出基準を天然ガス発電の排出水
準に近づける政策が公表された。
この期間の化石燃料発電施設の施設レベルでの CO2 排出基準はないものの、エネルギ
ーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）によって「発電専用設備にあっては、高
効率の運転を維持できるよう管理標準を設定して運転の管理をする。また、複数の発
電専用設備の並列運転に際しては、負荷の増減に応じてその適切な配分がなされるよ
うに管理標準を設定し、総合的な効率の向上を図る」としている。加えて、「火力発
電所の運用に当たって蒸気タービンの部分負荷における減圧運転が可能な場合には、
最適化について管理標準を設定」している。また、新設設備については、「発電専用
設備を新設する場合には、国内の火力発電専用設備の平均的な受電端発電効率と比較
し、年間で著しくこれを下回らないものとする。」と定めている。ただし、これらの
目標は努力義務である。
CO2 排出基準はないが、2013 年 4 月に環境省は石炭・ガス火力発電所に対して、発電
容量ごとに使用可能な最適技術のリストを発表した。これに基づき、2015 年に、省エ
ネ法において発電燃料種ごとに火力発電の熱効率が定められた。具体的には、石炭火
力発電に対しては、超々臨界圧プラント技術を想定した熱効率 42%、ガス火力発電に
ついては、1400℃級ガスタービンコンバインドサイクル技術を想定した熱効率 50.5%、
石油火力は新設・リプレースを想定していないため、従来の技術を想定した熱効率 39%
と定められた。ただし、上述したように省エネ法は努力義務であることに注意が必要
である。

表 8 火力発電所部門全体に対する施策
国
時期
評価
評価のための参考情報
連邦レベルでの排出削減目標はない。しかし、地域レベルの取り組みとして、北東部
2005
C+
米国
-2012

９州（コネチカット州、デラウェア州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッ
ツ州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、ロードアイランド州、およびバーモ
ント州）における 25MW 以上の発電所が排出量取引制度を導入している。削減目標は
2000 年～2004 年平均比（４年間のうち、排出量の多い３年間の平均値）で、2009 年～
2014 年に横ばい、2018 年に 10%削減とし、排出枠はオークションによって割り当てら
れる。また、カリフォルニア州においても 2012 年から排出量が 25,000t-CO2/年以上の
大規模施設を対象に排出量取引制度が導入された。目標は 2020 年までにカリフォルニ
ア州の CO2 排出量を 1990 年レベルに抑制することが掲げられ、排出枠の割当方法は無

19

EU

中国

日本

2013
-2025

+

2005
-2012

A-

2013
-2025

+

2005
-2012

C+

2013
-2025

++

2005
-2012

B-

2013
-2025

+ ／
nc

表 9 CCS の開発・導入
国
時期
評価
2005
A米国
-2012
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2013
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2005
-2012

B+

償割当からオークションに移行する。
CPP の実施により、電力分野における CO2 排出量は 2025 年までに 2005 年比 32％削減
となることが期待されている。
欧州排出量取引制度(EU-ETS)が石炭火力発電所の CO2 排出量を削減するための手段と
して講じられてきた。
EU-ETS の第 1 フェーズにおいて、電力部門の排出枠は無償割当（グランドファザリン
グ）方式によって割り当てられた。ドイツではエネルギー及び産業セクターに対して
2000 年から 2002 年平均 CO2 排出量 2.45%削減する事（コジェネレーションを導入し
ない場合）が要求される。イギリスでは、セクターや施設への排出枠を決定した後に
施設への割当を行う二段階方式によって排出枠が設定された。各施設のベースライン
データは、1998 年から 2003 年の中で、排出量が最も低い年を除いた 5 年間の排出量
の平均値が用いられた。
EU-ETS の第 2 フェーズにおいては、電力分野の排出枠はベンチマーク方式によって割
り当てられた。例えばイギリスでは、石炭火力発電所のベンチマークは以下のように
計算された。
ベンチマーク ＝ 発電所の許容量 * 負荷率(2001-2003) * イギリス国内の全石
炭火力発電所の平均排出係数
欧州排出量取引制度(EU-ETS)は電力分野の CO2 排出量を削減するための手段として引
き続き利用されるが、その有効性は排出枠の割当量に依存する。排出量の割当量は、
EU が 2020 年目標として掲げる 1990 年比 20%削減を達成するように計算される。
EU-ETS の第 3 フェーズの下、原則、電力分野での排出枠の割当にはオークション方式
が適用されている。しかし、8 つの加盟国（ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、エ
ストニア、ハンガリー、リトアニア、ポーランド、ルーマニア）では、2019 年までの
過渡期において既存の発電所に対して排出枠を無償割当することが認められている。
CO2 以外の環境汚染物質に関する規定は存在するものの、電力部門に対する排出削減目
標は特定されなかった。
2015 年 9 月 25 日に、気候変動に関する米中首脳共同声明において、習近平国家主席は、
国が 2017 年に国家排出量取引制度(ETS)を打ち出すことを発表した。本排出量取引制度
は、電力部門を含む多岐にわたる部門に排出枠が課される。現在、2 省 5 市で導入され
ているパイロット排出量取引の運用に基づいて導入される。
電気事業連合会(FEPC)は京都達成計画で定められた電力分野の目標を達成するため
に、電気事業連合会による自主的な環境行動計画が策定され、2008〜2012 年度におけ
る使用端 CO2 排出原単位目標として 0.34 kgCO2/kWh を掲げた。
2015 年 7 月 17 日に、日本の 99％の電力販売を持つ 35 の電力会社が自発的行動計画と
して 2030 年までに全電力分野において 0.37kgCO2/kWh という CO2 排出原単位目標を発
表し、本目標を達成するために、電気事業低炭素社会協議会が 2015 年 2 月に設立され
た。協議会は会員となる電気事業者に毎年の取り組み計画の報告を義務付け、電力業
界全体で 0.37kgCO2/kWh が達成されるように、会員事業者に計画の見直しを要求する
役割を有する。また、2015 年 2 月に経済産業省がエネルギー供給構造高度化法によっ
て、非化石燃料電源の割合を 44%と定め、低炭素電源を促す施策を講じている。

評価のための参考情報
2008 年より米国連邦政府は 1997 年に補助金を出した CO2 回収・貯留の税額控除を施
行した。エネルギー省(DOE)は、大規模 CO2 貯留(炭素隔離とも呼ばれる)を異なる地域
で行うための技術やインフラ、規則を成長させるために CSS 実証実験の実施と大規模
地層貯留に関する協力協定を打ち出した。
2012 年度における予算額は 3 億 6840 万 USD
だった。
石油増進回収法(EOR)での利用を目的とした CO2 の運搬費用の補助として、最初の
7,500 万トンの CO2 に対しては 10USD/tCO2 の補助を行っている。二酸化炭素回収地か
ら永久地層貯留地の運搬費用の補助として、20USD/tCO2 の補助を行っている。
加えて 2008 年から 2010 年の間に、
15 の CCS プロジェクトを支援する Innovations for
Existing Plants (IEP)プログラムを発表し、予算を 3,600 USD 計上した。
2015 年 12 月時点で、7 件の大規模プロジェクトが実施されている。2016 年には新た
に 3 件のプロジェクト、2019 年及び 2020 年には 2 件のプロジェクトが実施される予定
となっている。
貯留サイトの選定など、主に回収された CO2 の安全な貯蔵に関する法的枠組みを規
定した EU CCS 指令（Directive 2009/31/EC）が 2009 年に施行された。この EU CCS 指
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令を受けて、イギリスでは 2009 年に、300MW を超える全ての新規火力発電所に対し
て、CCS ready を求める CCS 指令条件を導入した。イギリス以外でも、オランダ、ク
ロアチア、イタリア、ドイツ、ギリシャが EU CCS 指令に基づく国内法の整備を行っ
た。他方、ラトビア、スロベニア、エストニア、フィンランド、ルクセンブルグ、オ
ーストリア、アイルランドは領域内での CO2 貯蔵を禁止あるいは制限している。この
ように EU 内でも CCS に対する立場は大きく異なる。
また、イギリスでは、2005 年 6 月 14 日に DECC の下で Carbon Abatement Technology
Strategy が発表され、2500 万 GBP の予算が計上された。同プログラムは、化石燃料燃
焼後に排出される CO2 を回収する技術または、発電所の化石燃料燃焼前に炭素を分離
する技術の促進を目的とした。
フランス研究省は CO2 を分離・貯留の実証実験を含む新エネルギー技術研究開発プ
ログラムを発表した。このプログラムは年間 8,000 万ユーロの予算を計上し、2005 年
の CCS の資金助成は 1,000 万ユーロだった。
EU CCS 指令の改定が予定されている。実証プロジェクトから商用化へと移行するた
めに必要な政策措置に関するもので、2015 年 3 月末に欧州委員会からの報告書が発表
される予定である。
EU レベルでは、CCS 関連の取り組みの進捗が見られるが、これまで EU 内で CCS
政策のトップランナーであったイギリスにおいて、今後の動向が不透明になるような
決定がなされた。イギリス政府は、2012 年 4 月に CCS 商業化プログラム（10 億 GBP）
を含む CCS ロードマップ及び行動計画を発表し、上限 4 つまでの商業ベースの CCS プ
ラントの操業を 2016-2020 年に行うこととしていたが、
2015 年 11 月に財政難を理由に、
同商業化プログラム予算を執行しないと発表した（Guardian, 25 November 2015）。
CCS に関する顕著な研究開発は特定されなかった。
陝西延長石油（集団）有限責任公司が米中共同の CCS プロジェクトとして計画され
ているが、2016 年の中旬にプロジェクトの導入が決定すれば中国で最初の CCS プロジ
ェクトとなる。そのほか、3 件の CCS プロジェクトの事前計画が策定中である。しか
しながら、対象国の中では、CCS 関連の法整備がもっとも遅れている。
METI は苫小牧の試験工場に投資をした。経済産業省の各種資料によると、2010 年の
予算は 59 億円、2011 年は 49 億円、2012 年は 102 億円であった。2010 年 6 月のエネル
ギー基本計画では、2020 年頃の CCS 商用化を目指し取り組みを加速するとともに、石
炭火力の新増設には CCS-ready の導入を検討し、2030 年までに石炭火力に CCS を導入
することを検討する等、CCS に関する積極的な記述が見られた。
MOEJ と METI は、2020 年までに CCS 技術を商業化すること、また、2030 年までに
石炭火力発電所に CCS を導入することに向け、技術の発展を加速させるという声明を
共同で発表した。
経済産業省(METI)は CCS 技術と実現可能性調査を支援してきており、次の予算を割
り当てた。2011 年には 63 億円(5,100 万 USD)、2012 年には 117 億円(9,500 万 USD)、2013
年には 126 億円(1 億 200 万 USD)、2014 年には 113 億円(9,200 万 USD)、2015 年には 117
億円(9,500 万 USD、2016 年には 112 億円(9,100 万 USD)であった。環境省（MOEJ）は、
CCS 技術へ、2014 年に 12 億円、2015 年に 25 億円、2016 年に 91 億円の支援を計上し
ている。
その一方、2015 年 4 月のエネルギー基本計画では導入を目指す具体的時期の明記が
なくなった他、CCS の記述自体が激減した。パリ協定の採択や 2050 年 80％削減を掲げ
た地球温暖化対策計画案の了承を踏まえ、2016 年 3 月末にとりまとめられるエネルギ
ー・環境イノベーション戦略の中での CCS の位置づけが注目される。

表 10 原子力発電 安全基準の設定、緊急時の手続き
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
Ｂ+
米国原子力規制委員会(NRC)は、人と環境を守りつつ、有益な民間用途での放射性物質
米国
-2012

の安全な取り扱いを確実にする独立機関として 1974 年に議会によって立ち上げられ
た。NRC は許認可、検査、条件遵守等により、商業用原子力発電所や、核医学などの
放射性物質の他の使用を規制している。NRC は大統領から任命され、上院に 5 年の任
期を承認された５人の理事によって運営されている。理事長は NRC の代表執行役であ
り、代表のスポークスマンでもある。
ユッカ・マウンテンは原子力廃棄物の最終処理場に指定されていたが、オバマ政権に
よって 2009 年に却下された。アメリカの原子力の将来を考える特別委員会(BRC)は特
定の用地に関する合意に至らなかった。賠償責任は 1957 年以降プライスアンダーソン
法で規定。
http://www.nrc.gov/about-nrc/governing-laws.html
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連邦政府による強力な支援は継続だが、原子力発電所の経済競争力は弱まっている。
天然ガスや石炭などの他のエネルギーに対して原子力発電所の維持費が高いため、原
子力発電所は競争力を失いつつある。最終処分場に関する問題は未解決である。
2007 年に発足した欧州原子力安全規制グループ(ENSREG)は、各加盟国からの国家原子
力安全、放射性廃棄物、放射能保護分野の取締機関の専門家で構成される、独立した
専門団体。原子力安全と放射性廃棄物管理の分野での継続的な改善支援が目的。
フランス：2006 年に発足した ASN(原子力安全委員会)は、原子力の透明性と安全性に
関する独立した行政機関であり、労働者、患者、民間、環境を原子力関連活動に起因
するリスクから守るため、原子力安全と放射能保護、情報公開を担当。2008 年には原
子力政策審議会（Conseil Politique Nucleaire – CPN）を設立し、原発技術を担当。
ドイツ：連邦環境・自然保護・原子炉安全省が原子力安全に関する責任を有する。1998
年の連邦選挙の後に発足したドイツ民主党(SPD)と緑の党との連立政権は、政策の特徴
として核エネルギーの段階的廃止を掲げていた。2009 年 9 月に選ばれたドイツキリス
ト教民主同盟(CDU)と自由民主党(FDP)との新連立政権は、段階的廃止政策の撤廃に努
める予定だったが、財政条件の交渉に一年を費やした。2010 年 9 月に新しい合意に至
り、1980 年以前に作られた原子炉の認可を 8 年延長(2001 年から合意の日付まで)する
こと、それ以降のものは 14 年延長することとなった。しかし、この合意もまた、福島
第一原子力発電所の事故を受けて帳消しになった。
2014 年 7 月、EU は 2009 年の原子力安全指令を改訂し、原子力の導入に関する共通の
安全規則を定めた。EU の放射性廃棄物と使用済み燃料に関する指令では、使用済み放
射性物質の安全な処理のための規則を定めている。また、
「廃棄物指令」は廃炉の際に
放射性廃棄物の安全な処理の資金を調達するために EU 国家計画策定を要求している。
さらに EU は、ブルガリア、リトアニア、スロバキアの旧式原子炉を安全に廃炉するた
めの資金援助を行う廃炉支援プログラムを立ち上げた。
フランス：2014 年 10 月、国会はグリーン成長へのエネルギー移行法案を可決し、2025
年までに原子力発電の電力内シェアを 50％にまで引き下げることを目指したが、反対
意見が残されている。
ドイツ：2011 年 5 月 30 日に政府は前政権の段階的廃止計画を再び立ち上げ、すべての
原子炉を 2022 年までに閉鎖することを決めた。
イギリス：原子力規制局(ONR)はエネルギー法 2013 の下で、2014 年 4 月 1 日に公法人
として設立され、組織の責任や権限の骨組みを提供している。
中国国家原子能機構(CAEA)の傘下にある国家核安全局(NNSA)は認可、規制機関であ
る。原子力発電会社は国営会社である。NNSA は、全原子炉や他の施設の認可、保安
検査や再検査、運転規定、放射性物質の運搬の認可、廃棄物管理、放射能保護、に関
する権限を持つ。2003 年の放射能汚染防止と管理に関する法律は、国家評議会の認可
を受け、1986 年から 2003 年に施行された数々の法規によって補足されている。中国は
2011 年に IAEA チームの運転安全調査団(OSART)の派遣を 12 回要請または招待し、各
施設は通常毎年一回、SART、WANO ペアレビュー、または CNEA ペアレビュー(核動
力運行研究所、RINPO と共同)などの外部からの安全検査を行っている。2013 年 12 月
には NNSA と日韓両国の対応する機関は、原子力の安全と原子力災害が起こった時の
素早い情報共有のためのネットワークを築くことに合意した。
福島原発事故に対応して、原子力に関する新しい安全策が 2012 年に可決された。国家
評議会は、原子力発電所の新設に対する認可を中断し、建設中のものを含む全原子力
プロジェクトで包括的な保安検査を実施した。2012 年 5 月には原子力に関する新しい
安全策が可決された。国家評議会は、中国の原子力安全と放射能汚染防止における基
本原則は安全性と質を第一にすることと言明した。
原子力安全・保安院(NISA)は 2001 年に自然・エネルギー庁の傘下に商業用原子力発電
所の定期検査を行う目的で発足したが、母体機関から独立した組織ではなかった故、
規制は厳しくなかった。原子力安全委員会(NSC)も施設や機器、材料がこれらの安全規
則に準じているかを確認している。しかし、組織が原子力推進機関や電力会社から独
立していなかったため、この規制体制は機能していなかった。
原子力規制委員会は、福島原発事故に対処するために 2012 年に設立された。これによ
り、原子力発電に関する意思決定がより透明性を増したと評価できる。ただし、日本
の原子力政策の将来は、未だ非常に不透明である。
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表 11
国
米国

排出量取引制度
時期
評価
2005
-2012

B-

評価のための参考情報
米国議会は、米国クリーンエネルギー安全保障法(ワックスマン‐マーキー法案)、マケ
イン‐リーバーマン法案を含む複数の気候変動に関する法案を討議したが、議会はこ
れらのどの法案も通過させることができなかった。一方で、地域温暖化ガスイニシア
ティブ(RGGI)は北東部の州とカリフォルニア州で通過された AB32 を採択し、州レベ
ルで導入された。また、GHG 排出量削減のため大気浄化法を利用することとし、EPA
によって発表されたクリーン・パワー・プランは電力分野からの CO2 排出量を 2030
年までに 2005 年のレベルから 35％減らすことを目標とし、その中に各州間の ETS を
含む、マスベース、レートベースの排出量取引制度を州計画に盛り込む規定を含む。
カリフォルニア・キャップ・アンド・トレード・プログラム:
カリフォルニア大気資源委員会(ARB)は、最終的には 2013 年にキャップ・アンド・ト
レード・プログラムへ発展する市場原理に基づいたメカニズムを含む独自の調査計画
を 2008 年に採択した。2020 年までに州の GHG 排出量を 1990 年レベルまで減少させ
ることを目的としていた。この規則は大規模発電施設や大規模工業施設に適用され、
その目標は 2020 年までに 2013 年の排出量より約 17％削減というものだった。

2013
-2025

EU

+

2005
-2012

A

2013
-2025

+

地域温暖化ガス・イニシアティブ (RGGI):
コネティカット、デラウェア、メーン、メリーランド、マサチューセッツ、ニューハ
ンプシャー、ニューヨーク、ロードアイランド、バーモントの各州からなるグループ
は、電力分野からの CO2 排出量に歯止めをかけ、2020 年までに 2005 年のレベルから
50％減少させる、市場原理に基づいたプログラムを始めた。2005 年に設定されたキャ
ップを大きく下回る排出量を達成している。
カリフォルニア・キャップ・アンド・トレード・プログラム
第一順守機関(2013-2014)は、重工業、大規模電力供給者の施設からの GHG 排出量を包
括した。第二順守期間(2015-2017)は輸送用化石燃料や天然ガスの小売販売へ範囲を広
げた。現在、カリフォルニアの GHG 排出量の 85％近くがキャップ・アンド・トレー
ド・プログラムでカバーされている。
“(https://ieta.memberclicks.net/assets/CaseStudy2015/california_case_study-may2015.pdf )
地域温暖化ガス・イニシアティブ(RGGI)
RGGI の州は 2005 年から 2012 年の間で電力分野の CO2 汚染を 40％以上減らすと同時
に、地域経済を 8％成長させた。RGGI の州は包括的なプリグラムレビューを行い、将
来の目標のための意欲をさらに深めることができた。
(http://www.rggi.org/docs/ProceedsReport/Investment-RGGI-Proceeds-Through-2013.pdf )
EU は世界で最も包括的な地域排出量取引制度(EUETS)を導入し、EU における気候緩
和政策の核となることが期待されている。
フェーズ 1:2005-2007
発電者やエネルギー多使用の産業分野からの CO2 排出量を包括した。ほとんど全ての
排出枠は無料で与えられ、その総量は需要を上回り、2007 年までに排出枠の価格は 1
ユーロ / tCO2 まで下がった。(http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013/index_en.htm )
フェーズ 2:2008-2012
京都議定書の第 1 約束期間と期間を一致し、EU 加盟国に京都議定書削減目標を達成す
ることを目的とした。EEA-EFTA 三カ国－アイスランド、リヒテンシュタイン、ノル
ウェー－は本フェーズで ETS に参加した。排出枠を無料で割り当てる割合は少なくと
も 90％と僅かに減少した。複数の加盟国は競売を行った。排出量のキャップは 2005
年のレベルと比較して 6.5％引き締められた。2012 年には航空分野においてもキャッ
プが課され、2004 年から 2006 年の航空分野の排出量の 97％と同等なレベルに設定さ
れた。2005 年と 2014 年の間に EUETS(EU の総排出量の 45％と同等)によってカバーさ
れた排出量は 24％減少した。エネルギー消費を減少させた 2008 年の金融危機などの
数々の要素にもかかわらず、ETS の総合的効果は、EU-15 カ国のベースとなる年から、
少なくとも排出量を 3.3％減少させたという概算結果となった。
(http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_5
EU は今後も将来に向け EUETS を最大限に活用する。
フェーズ 3:2013-2020:
2020 年までに 1990 年のレベルから 21％削減することを目標にしている。EU 全体の排
出量の 10％を総体的に削減する各加盟国の国家目標と共に、2020 年までに 1990 年の
レベルから 20％削減する総合的な排出量削減目標を達成する。
(http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/index_en.htm )
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中国

2005
-2012

2013
-2025

B

+

2015 年に CCS 導入、石油化学製品・アンモニア・非鉄金属・石膏・アルミニウム・硝
酸・アジピン酸・グリオキシル酸の生産が含まれた。
フェーズ 4:2021-2030
欧州委員会は 2015 年 7 月に、2020 年以降の期間の欧州排出量取引制度を改訂する法
案を提出した。これは 2030 年機構エネルギー政策の骨組みに則すと同時に、新たな国
際気候変動政策への貢献として、2030 年までに域内の GHG 排出量を最低 40％削減す
る EU の目標達成への第一歩である。
EU の 40％削減という最低目標を達成するには、ETS によってカバーされた分野での
排出量を 2005 年比で 43％削減しなければならない。このため、2021 年以降、排出許
容量の総数は現在の 1.74％と比べ、年率 2.2％の割合で減少する。
“(http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index_en.htm )
中国は地域レベルでの ETS のパイロット期間を開始する計画、準備を始めた。
2010 年に国家評議会は第 12 次五か年計画を発表し、その中で国家炭素負荷削減目標
が初めて明確に導入され、ETS のような FYP12 のエネルギー及び炭素負荷目標を達成
するための手段として市場ベースのメカニズムの導入を要求した。
2011 年に、NDRC は ETS パイロットプログラムを五都市(北京、重慶、上海、深圳、
天津)と二省(広東、湖北)での確立を割り当てる告知を発表した。
“(http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201509/t20150929_755626.html)
北京、上海、広東、天津、湖北の 深圳では製造業者や電力供給者が包括された。深
圳と重慶では製造業者のみが包括された。
“(https://ieta.memberclicks.net/assets/China-WG/china%20cheat%20sheet%20a3_web%20ver
sion%202015.pdf )
排気量削
減目標
(負荷ベ
ース)
取引期間

北京
18%
2010 年
のレベル
と比較
2013
-2015

上海
19%
2010 年
のレベル
と比較
2013
-2015

広東
19%
2010 年
のレベル
と比較
2013
-2020

深圳
15%
2010 年
のレベル
と比較
2013
-2015

天津
15%
2010 年
のレベル
と比較
2013
-2015

湖北
17%
2010 年
のレベル
と比較
2013
-2015

重慶
17%
2010 年
のレベル
と比較
2013
-2015

“(https://ieta.memberclicks.net/assets/China-WG/china%20cheat%20sheet%20a3_web%20ver
sion%202015.pdf )
中国は経済的な方法で主要な産業の CO2 排出量を減少させるため、ETS を国家レベル
で導入することを狙いとしている。
北京、広東、上海、深圳、天津では、ほとんど全ての企業が 2014 年に設定された順守
義務を達成することができたが、重慶の参加者の 70％、そして湖北の参加者の 80％が
2015 年 6 月に最初の指示を達成できた。中国の埋め合わせの量もまた増加しており、
2015 年 7 月末において支給された埋め合わせの総数は 2500 万 CCER*となった。(中国
の認証排出量削減量 Chinese Certified Emission Reduction (CCER): 1CCER=1tCO2eq.)
“(http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/09/21/0
90224b0830f0f31/2_0/Rendered/PDF/State0and0trends0of0carbon0pricing02015.pdf )

日本

2005
-2012

B

アメリカと中国は 2015 年に共同声明を発表した: 中国は GDP の単位ごとに CO2 排出
量を 2030 年までに 2005 年のレベルから 60～65％削減し、森林蓄積量も 2030 年まで
に 2005 年のレベルに約 45 億平方メートル増加させる。中国はさらに、2017 年に国家
ETS を開始させ、鉄鋼、発電、化学、建築資材、製紙、非鉄金属などの主要な産業分
野を包括することを公約した。
“(http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201509/t20150929_755626.html )
中華人民共和国国家発展改革委員会(NDRC)は 2014 年 12 月に排出量取引制度に関する
暫定運営計画を発表し、排出量の規定量管理や国家排出量取引制度(ETS)のような他の
分野と共に取引をする規定量に関した骨組みを打ち出した。この計画は、競売、市場
調整、大規模新規プロジェクトのために、国家 ETS のクォータ留保メカニズムを明確
に記した。それに加え、排出規定量の分配メカニズムは NDRC によって作成される。
また、分野を網羅し、無償の規定量を割り当てることに関し、地方自治体は NDRC に
よって導入された基準しか実施してはならない、もしくはより厳しい地域規定を設定
しなければならない、とある。
日本は国家レベルでのキャップ・アンド・トレード計画の導入を検討したが、導入に
失敗した。VETS、JVERETS、国内 CDM 等の自発的計画が ETS として一部導入され
た。地方自治体レベルでは、東京都がキャップ・アンド・トレード計画を導入した。
東京キャップ・アンド・トレード・プログラム(TMG ETS)
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2013
-2025

－

東京都議会は 2010 年度より施行されるキャップ・アンド・トレード ETS に関する法
案を可決した。東京都は 2009 年 3 月に第一順守期間(2010 年度から 2014 年度)のキャ
ップを設定した。これはキャップを課された分野(主にオフィスビルなどの商業施設や
小規模工場などの産業施設)の基準年の総排出量から 6％を削減することを狙いとして
いる。包括された施設の 2012 年度における総排出量は、基準年の排出量から 22％減
少した(基準年排出量＝2002 年度から 2007 年度間の任意の連続した 3 年間の平均排出
量)。東日本大震災を受けた大規模な省電力化によって、2011 年には同じレベルの減少
量が再び確認された。
“(https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/attachement/Tokyo%20C%26T%203rd%20Y
ear%20Results.pdf )
国家レベルにおいて、日本は未だに排出量削減目標を達成する具体的な制度を導入し
ていない。当面は東京都(TMG)のみが ETS を利用するただ一つの地域として存続する
だろう。
東京キャップ・アンド・トレード・プログラム(TMG ETS)
2015 年度から 2019 年度までの第二順守期間中、企業に対する削減義務は 17％、産業
施設に対しては 15％にまで引き上げられる。東京キャップ・アンド・トレード・プロ
グラムは 2013 年度以降、基準年の排出量と比較して排出量 23％削減を達成。
“(https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/attachement/Tokyo_CAT_4th_Year_Results.p
df )

表 12 投資をより低炭素なエネルギーに向けるためのインセンティブ
国
時期
評価
評価のための参考情報
DOE による天然ガス資源開発技術に対する R&D として 1997 年に 117 百万 USD の予
2005
Ａ
米国
-2012

EU

中国

日本

2013
-2025

nc

2005
-2012

Ｂ

2013
-2025

+

2005
-2012

B+

2013
-2025

++

2005
-2012

B+

2013
-2025

nc

算が割り当てられ、本予算は段階的に減額となり、2007 年に 14 百万 USD を最後に廃
止された。1997 年から 2007 年の 11 年間で総計 632 百万 USD に上った(GAO, 2007)。
なお、1980 年から 2002 年の間に、石油以外の化石燃料に対して、$0.52/Mcf（1992 年
には$0.94/Mcf に引き上げ）の税額控除が行われた。
政府の関心はシェールガス採掘の水圧破砕やフラッキングに対する安全技術の開発に
向けられている。
2001 年の大規模燃焼施設指令(Directive 2001/80/EC)は、化石燃料発電所を含む大規模燃
焼施設からの環境汚染物質(SO2、NOx、塵)に対する制限を設けた。これによって石炭
火力発電所の効果的な閉鎖に繋がった。
EU 地域におけるシェールガスの開発は、米国及びオーストラリアと比較して遅れてい
る。しかし、2015 年にイギリスはシェールガスタスクフォースを立ち上げ、イギリス
内におけるシェールガスの開発の安全性が確認されたと報告している。
中華人民共和国国家発展改革委員会(NDRC)は、設備容量が 50,000 kW 以下の発電所、
設備容量が 100,000 kW 以下で 20 年以上稼働している発電所、設備容量が 200,000 kW
以下で耐用年数より長く稼働している発電の閉鎖を指示する「小規模火力発電所の閉
鎖を促進する通知」を 2007 年に発表した。
気候変動に関する 2015 年の米中共同声明の中で習近平国家主席は、再生可能エネルギ
ーからの電力のグリッドへの優先接続を促す「green power dispatch」を発表した。
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は IGCC、A-USCC、IGCC、IGFC 技
術の R&D に投資をしてきた。経済産業省が公表する各資料によると、これらの技術の
2010 年の予算は 5 億 7300 万円であり、2011 年は 4 億 7800 万円であった。
日本は継続して A-USCC、IGCC、IGFC 技術のパイロットプロジェクトに投資をしてき
た。経済産業省が公表する各資料 2013 年の予算は 70 億円、2014 年は 62 億 7000 万円、
2015 年は 59 億 5000 万円、2016 年は 11 億 8000 万円、2017 年は 35 億 4000 万円である。

Ｃ．アクション指標による評価からみたアウトカム指標の説明
ゴール１に関して、表 13 と先述のアウトカム指標１（CO2／エネルギー供給量）を示した図 3 と比較
すると、過去から現在にかけて、アウトカム指標では、欧米中は、2005 年時点でのスタート地点に大き
な差があるものの、ほぼ同じ速度で改善してきている。アクション指標での評価では、欧州が全般的に
高い評価を得ており、スタート地点でのアウトカムの高さ、及び、その後も他国に追いつかれないだけ
での速度でさらなる改善を見せている点と一致する。唯一日本が、他の国よりも地震リスクが高い地域
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に位置するにもかかわらず十分に優れた安全基準を設定できないまま原子力発電に依存し、2012 年のア
ウトカム悪化に至った。現在から将来にかけて、すべての国がさらに速度を速めて低炭素化に向かわな
くてはならないが、表 13 を見る限り、EU と中国が、それに必要な政策を打ち出せているように見受け
られる。米国では、石炭火力の(1)(2)の効果に多くを依存している。日本では、アウトカム指標１達成に
必要な政策を十分に打ち出せていない。
アウトカム指標２（再生可能エネルギーが総エネルギーに占める割合）を示した図 3 に直接関係する
のは、表 13 の中の「1. 再生可能エネルギーの普及」「4.低炭素化へのインセンティブ」である。４カ国
・地域の中では、EU および加盟国が、早期（2005 年頃）から排出量取引を実施するとともにいくつかの
国の中で再生可能エネルギーのシェアの目標を設定し、導入に成功している。再生可能エネルギーシェ
ア自体に明確な数値目標を設定することは、他の政策の基礎にもなり効果的であるといえる。
他の国でも B+がついている政策項目があるが、導入開始時期が遅くアウトカム指標２での改善につな
がっていない。今後、将来にかけて、各国ともシェア拡大の速度をさらに上げていかなくてはならない
が、先進国では政策（アクション）の方が頭打ちとなっている。再生可能エネルギー関連技術の費用が
下がり、フィードイン・タリフの役割は終わりつつあるかもしれないが、安定的な分散型電源の利用に
必要なインフラ整備に向けた投資拡大や制度の整備が今後より重要になると思われる。

表 13 「ゴール１エネルギーの低炭素化」に関するアクション指標の評価一覧
アクション指標の候補
部門
米国
EU
中国
1. 再生可能エ
ネルギーの
普及

2.石炭火力発
電の低炭素
化

３．原子力発
電
４．インセン
ティブ
５．交通部門

(1) 目標設定
(2) 全量買取制度、RPS、補
助金などの導入促進策
(3) 系統対策
(4) 再生可能エネルギーへ
の投資拡大
(1)火力発電所事業所レベ
ル CO2 排出基準値設定
(2) 火力発電所部門全体
CO2 排出基準値設定
(3) 上記以外の低炭素エネ
普及インセンティブ
(4) 炭素回収隔離 (CCS)
安全基準の設定、緊急時の
手続き
排出量取引制度 (低炭素
エネルギー関連 )
エコカー導入促進

2005
-2012

2013
-2025

B+
B+

++
+

B
B

2005
-2012

日本

2013
-2025

2005
-2012

2013
-2025

2005
-2012

A
A

+
－

B
B+

++
+

BB

+
+

nc
－

B+
B

+
+

B
B-

+
+

BB

+
－

B+

+＋

C

+

C

++

B

＋

C+

＋+

A-

+

C

++

B-

＋

A

nc

B

+

B+

++

B+

nc

AB+

nc
nc

B+
B+

+
－/nc

C+
B

+
nc

B
B-

nc
+

B-

+

A

+

B

+

B

－

（次年度分析予定）

注：過去から現在までで B+以上、現在から将来までで+以上のセルには網掛けをしている。
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2013
-2025

（２）ゴール２ エネルギーの効率的な利用（省エネ）
A. アウトカム指標
指標３

一次エネルギー消費量／GDP（図 15）

過去から現在にかけても、また、現在から将来にかけても、日本がどうにかトップをキープし続ける
形だが、他の国が急速に日本の水準に追いつこうとしており、2025 年時点では EU は日本とほぼ同水準
となる。他方、日本におけるこの 20 年間の改善の速度は他国と比べると緩やかである。他方、今まで効
率が悪かった中国の改善速度には目を見張るものがある。今後は過去と比べるとその改善速度は落ち、
その結果、2025 年時点でも先進国の水準までには追いつくことができないものの、米国との差は大きく
縮められることになる。
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

China
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0
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USA
EU
Japan
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2010

2015

2020
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2030

図 15 アウトカム指標 3（一次エネ消費量／GDP）

B．アクション指標
（ア）産業部門での取り組み
産業部門全体を対象とした二酸化炭素排出量の目標設定、あるいは産業部門全体ないしは業界ごと、
企業ごとに対するエネルギー効率目標の設定は、主にＥＵ、ＥＵ加盟国内、日本で見られる。ＥＵ及び
ＥＵ加盟国内では、域内排出量取引制度に付随した目標設定になっているため、目標が上から設定され
拘束力も強いものであるのに対して、日本の業種ごとの目標はボトムアップで設定され、自主的な法的
拘束力のない目標である、という意味で対照的である。日本の 2030 年目標に関しては産業界全体の排出
量に対してトップダウンで排出量目標が設定されているといえるが、この排出量がさらに業界レベルま
で細分化されているわけではない。
特に素材産業等ではエネルギーの低炭素化への転換が容易でない業種も多く、また気候変動対策を理
由に生産量を調整するという対応も受け入れがたい。したがって、このような部門では、二酸化炭素排
出量削減を省エネで対応するところが多い。産業部門に対する規制としては、ドイツで小規模燃焼プラ
ントに対する最大熱損失等を規定した強制基準が課せられている他、米国や中国でもエネルギー利用に
関して基準が定められている業種がある。日本の省エネ法のような、工場・事業場単位のエネルギー管
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理を義務づけることにより省エネ対策が政策として実施されている国は他に例を見ない。
業界に対して省エネに関する規制が十分に整備されていない分、国と業界との間の協定が補完的な役
割を果たす。日本やドイツでは特に自主協定に依存している部分が大きい。ドイツでは、全産業エネル
ギー消費量の約 70%以上に相当する業種が政府との間で自主協定を締結し、民間調査研究機関によってモ
ニタリングが行われている。フランス、イギリスにおいては、政府との間に自主協定を締結している業
種が存在するもののその数が限られている。米国と中国においては産業界が政府との間に自主協定を締
結していない状況にある。各国とも、産業部門に対する情報提供事業については、積極的に推進してい
る状況にある。
中国でもエネルギー多消費型の主要産業に対しては効率基準を設定しているが、その水準や実効力に
ついては十分な情報が得られていない。
（イ）建物部門での取り組み
建物部門からの温室効果ガス排出量は、建物そのもの（ビルや家屋）に対する取り組みと、建物の
中で使用される電気・電子機器に対する取り組みに分けられる。


建物本体に対する政策

米国、EU 及び EU 加盟国であるドイツ、イギリス、フランスでは、建築基準あるいは建築法規上、建築
物のエネルギー効率向上に関する強制的な基準が建築業者に課せられている。また、ドイツでは、熱消
費量計量装置を各戸各部屋単位で設置することが義務づけられており、熱供給事業者は当該装置に基づ
く従量料金を徴収することとなっている。イギリスでは、住宅の断熱改修を CO2 排出削減対策として 2013
年 1 月よりグリーンディール政策が実施されている。各家庭に対して必要な省エネ対策を特定し、費用
の概算を見積もるアドバイザーと省エネ機器の導入に関する雑務やローンの手続きを一度で行うプロバ
イダの介入により、家庭に対する省エネ化の障壁を低くするのが目的である。このサービスを受けるこ
とによる支払いは、節約された電気料金から支払われ、引越しをした際は、ローンを不動産とともに残
すことができる。フランスでは、販売者や貸し手に対して、売却・賃貸用住宅または商業用建物に関す
る年間のエネルギーコストに関する見積もりを、売却や賃貸の際の算定に際して提出することを義務づ
け、価格の観点から消費者の意識を高める効果を期待している。
特に欧州で、住宅・建築物に関する省エネルギー対策に関して、様々な規制措置やインセンティブ措
置等を実施している背景としては、家庭のエネルギー消費に占める暖房需要の割合の高さが背景にある
といえる。
これに対して、日本では、省エネルギー法において、ガイドライン的基準として省エネルギー基準が
設けられており、その規制対象は建築主となっている。その他、エコハウス（SZEB, ZEH）への補助金や
エコハウスのエコポイント化事業等、少しずつであるが建物への取り組みが進み始めている。
中国は地域によって気候が異なるため、建物の対策も気候ごとに異なるものが求められる。特に寒冷
地では、断熱や暖房効率の改善が重要な課題となっており、少しずつ取り組みが進んでいる。


家電製品等に対する省エネ

本調査で調査対象となっているすべての国にて、機器のエネルギー効率に関し、一定の基準をもうけ、
省エネルギーラベリングによる表示の義務づけを行っている。日本でも、省エネルギー法に基づきエネ
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ルギー効率の表示を義務づけるとともに、省エネラベリング制度が JIS 規格として制定され、トップラ
ンナー基準を満たす機器の開発・導入を円滑化する役割を果たしている。
その他、省エネ基準として、イギリスでは、一部家電製品に対して、最低エネルギー効率基準が定め
られているが、日本のトップランナー方式でみられるような、現在商品化されている製品のうち、エネ
ルギー消費効率が最も優れている機器の性能水準を勘案して基準が定められる、という考え方で基準を
設定している国は他に例を見ない。
多くの場合、ラベルが貼ってあるだけでは消費者によって省エネ型製品が選択されないことから、ラ
ベルに追加して、購入を後押しする経済的な支援があることが望ましい。日本のエコポイント制度や、
中国の省エネ型家電製品への補助金等、国によって差が見られた。

表 14 産業部門(1)排出量への目標設定
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
B
一部の州で、排出量取引制度の一部として排出量に目標設定している。
米国
-2012

EU

中国

日本

2013
-2025

nc

一部の州で、排出量取引制度の一部として排出量に目標設定している。

2005
-2012

A-

2013
-2025

+

・EU/ETS の一貫として、電力と発熱、産業、石油精製所、コークス炉、鉄鋼工場やセ
メントの生産、ガラス、ライム、レンガ、セラミック、パルプ、紙や板紙、商業航空
セクターに上限を設定。
ドイツ：
・エネルギーコンセプト（2010 年）CO2 排出量を 2020 年までに 40％、2030 年までに
55％、2040 年までに 70％、2050 年までに 80-95％削減）この目標を達成するための省
エネ目標として、2020 年までにエネルギー消費量 20％削減、2050 年までに 50％削減。
・上記に加え、CCS 設備、石油化学製品の生産、アンモニア、非鉄金属、石膏とアル
ミニウム、硝酸、アジピン酸およびグリオキシルに上限設定。

2005
-2012

C+

目標はない。

2013
-2025

nc

目標はない。

2005
-2012

B

・産業界で自主目標を設定。

2013
-2025

+

・エネルギー基本計画、エネルギー長期需給見通しにて、エネルギー起源の CO2 排出
量に目標を設定している。また、産業部門全体の温室効果ガス排出削減目標を設定。

表 15 産業部門(2)エネルギー効率への目標設定
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
B+
・エネルギー独立安全保障法により省エネ推進。
米国
・92 年エネルギー政策法
・産業部門の施設に対して 2015 年までに 2003 年レベルよりもエネルギー消費量を 3
割削減という目標を設定している（2009 年）
。

-2012

EU

2013
-2025

nc

2005
-2012

A-

2006 年 にエネルギー最終需要者による効率化およびエネルギーサービスに関する
EU 指令（2006/32/EC）を公表。加盟国に対して 2016 年までに 9％の省エネ目標を要請。
・電気モーターを対象としたエコデザイン規制（2009 年～）
・工業用ファンを対象としたエコデザイン規制（2011 年～）
・水ポンプを対象としたエコデザイン規制（2012 年～）
・EU エネルギー効率指令（2012 年～）
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中国

日本

2013
-2025

+

2005
-2012

B+

2013
-2025

+

2005
-2012

A

EU 指令 2012/27/EU により 2020 年までに 20％の省エネ化要請。
・国家省エネ行動計画（ドイツ、2014 年～）2020 年まで年率 2.1％効率改善。エネル
ギー消費量を 2020 年までに 2008 年より 20％削減、2050 年までに 50％削減。
・国家省エネ行動計画（イギリス、2014 年～）2016 年までに 2007 年比で年率 9％効率
改善。エネルギー消費量を 2020 年までに 2008 年より 20％削減、2050 年までに 50
％削減。
・産業用設備における廃熱利用（2006 年）コジェネ。
・アルミ産業に対してボーキサイト採掘時からアルミ精製に至るまでのエネルギー効
率基準を設定（2007 年～）
・エネルギー多消費型産業への基準強化。旧式の石炭ボイラーを中心に撤去。
・工場内での EMS 徹底。
・省エネルギー法による報告、計画策定義務付け

2013
-2025

+

・さらなる基準強化

表 16 産業部門(3)省エネのための補助金、政府と企業間での協定
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
B+
・Builders
Challenge
国内のハウスメーカーは、
2012 年までに 22 万戸の省エネ型住宅建
米国
設目標。

-2012

EU

中国

日本

2013
-2025

nc

2005
-2012

B-

2013
-2025

+

2005
-2012

B-

2013
-2025

+

・産業部門の省エネに向けた R&D 及び協力（2013 年～）

2005
-2012

A-

2013
-2025

+

・産業界による自主的取り組み（1997 年～）
・日本開発銀行による「エネルギー銀行」を創設。省エネ機器への投資を支援。
・エネルギー効率の高い機器に対する支援（2008 年～）
・低炭素社会実行計画による産業界での自主的取り組みさらなる強化

・産業部門の自主協定（フランス、ドイツ、1995 年）省エネ設備やコジェネ等に対す
る投資に関する加速減価償却制度、自主協定プログラム参加企業に対する省エネ低利
融資制度、熱電併給と地域暖房施設に対する最低保証報酬、税制優遇措置、
・強制的エネルギー監査の実施（ドイツ、2015 年）
・産業部門での省エネ推進用補助金（ドイツ、2013～2016 年）

表 17 建物部門(1)新築、あるいは既築の建物に対する省エネ基準
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
B+
・ビルディングエネルギーコード （1992 年～）
米国
（建築物のエネルギー効率基準は州ごとに異なる）

-2012

EU

2013
-2025

nc

2005
-2012

B+

2013
-2025

+

2010 年、ビルディングのエネルギーパフォーマンスに関する EU 指令（2010/31/EU）
により、2020 年末までに新築の建物はすべてほぼ ZEB となるように。
エコデザインに関する EU 指令（2009/125/EC）
・建物へのエネルギーパフォーマンス（2012 年～）
・住宅断熱基準、暖房設備、温水設備基準、
エコデザインに関する EU 指令（改正）（2012/27/EU）
・暖房器具に関するエコデザイン
・省エネ行動計画の中で、建物部門に対して、省エネ建物の普及を目指す（ドイツ、
2014 年～）
英国：2013 年グリーンディール政策により既築建物の改築に対するローン支援、さら

30

中国

日本

2005
-2012

A-

2013
-2025

+

2005
-2012

B+

2013
-2025

+

に Energy Company Obligation (ECO)により貧困家庭での省エネを支援。
・11 次５ヵ年計画の中で、建物部門でのエネルギー消費量を 50％減らすことが目標と
して掲げられた。
・新しい建物省エネ基準（省エネ法）
（2007 年～）極寒、あるいは極暑の地域において
95％の建物が対象となる新しい基準の設定。北京と天津はさらに高水準。この基準を
遵守しなかった業者には罰金が課せられる。
・第 12 次５ヵ年計画の中で、建物の省エネ基準を設定（2011-2015 年）
・建物の省エネ基準上げ。1980 年と比べて 75％改善を要求。2020 年までには、最低限
新築の 50％はこの基準に合致した建物となる予定。 (2014 年～)
・第 12 次五ヵ年計画の中で建物エネルギー保全政策が導入（2010-2015 年）グリーン
ビルの導入、老朽化した建物の更新
・建物に対するエネルギー効率基準（2003 年～）
・建物の素材に関するトップランナー基準（2013 年）
、新築大規模建築物の省エネ基準
の適合義務化。

表 18 省エネ型建物普及のための補助金
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
B+
・エネルギースター新築住宅用（1995
年～）
米国
-2012

EU

中国

日本

・エネルギースター既築住宅用（2002 年～）
・新築住宅用税優遇、2006 年平均より 50％断熱性能が高い場合。
（2006 年～）
・業務用建物用税優遇（2006-2014 年）
・地方の農村部における建物への再生可能エネルギー設備設置補助（2003 年～）
・省エネ型住宅用建物への更新に対する補助金（2006 年～）
・学校などの建物の修繕などにおいて省エネ型にすると補助金。
（2009 年）
上記の継続

2013
-2025

nc

2005
-2012

A-

2013
-2025

nc

エコデザインに関する EU 指令（2009/125/EC）
省エネ製品へのラベリングに関する EU 指令（2010/30/EU）
・ＫｆＷプログラムにて省エネ型建物に低金利融資（ドイツ、2009 年～）
エコデザインに関する EU 指令およびエコラベリングに関する EU 指令改正
（2012/27/EU）
・既築建物の省エネ化のための支出に対して税免除、低金利融資、
・エネルギーパフォーマンスのコンサルティング料補助（ドイツ、2015 年～）

2005
-2012

B

・地域的な CHP，建物の効率改善（2006 年～）

2013
-2025

nc

・新築に占めるグリーンビルディングの割合を 2020 年までに 50％にする。

2005
-2012

B+

2013
-2025

nc

・断熱性窓ガラスのラベリング（2008 年）
・エコハウス（SZEB, ZEH）への補助金（2003 年～）
・エコハウスのエコポイント化事業（2010 年）
。
・住宅用 CHP や燃料電池の普及に向けた補助金（2009 年～）
・HEMS, BEMS の普及促進（1998 年～）
・既築建築物の省エネ回収促進を目的とした税制優遇措置。省エネ性能に関する表示
制度、住宅性能表示制度や CASBEE 等利用。

表 19 家電製品に対するエネルギー効率基準、ラベリング、 省エネ型家電製品の製造・販売時の補助金
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
B
・エネルギー効率基準設定（1987 年～）
米国
-2012
2013

nc

・エネルギースターラベリング（1992 年～）
・照明を対象としたエネルギー効率基準設定（2007 年～）
上記の継続
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-2025

EU

中国

日本

(ウ)

2005
-2012

B+

2013
-2025

nc

2005
-2012

B+

2013
-2025

nc

2005
-2012

A

2013
-2025

+

・家電製品のスタンドバイモードに関する規制（2009 年～）
・エネルギー関連製品のエコデザイン（2009 年～）
・省エネ型ランプへの付け替え（2009 年～）
・冷蔵庫、テレビ、皿洗い機、洗濯機、などへの基準値（2009 年～）
上記の継続
・省エネ製品へのラベリング（2005 年～）
・省エネ法（2008 年～）
・省エネ型家電製品への補助金（2009 年～）
。企業による高効率電球利用に関しては、
定価の 30％の値段で買える。
上記の継続
・家電製品に関するトップランナー基準（1998 年～）
・省エネラベリング制度
・家電製品へのエコポイント（2009 年）
・家電製品に関するトップランナーアプローチ対象範囲拡大。ＬＥＤ等の高効率照明
が 2020 年までにフローで 100％、2030 年までにストックで 100％を目指す。

カーボンプライシング（排出量取引・炭素税）

排出量取引制度（ETS）や炭素税、エネルギー税、エネルギーへの補助金等の経済的手段は、いずれも
温室効果ガス排出量の総量を抑制するための手段であり、炭素価格が十分に高くなれば、ゴール２の省
エネだけでなく、他のゴールに対しても同時に効果を及ぼしうる。いずれのゴールに対して最も効果的
であるかを判断するためには、制度の対象分野、これらの政策に対する消費者サイドの行動変化、ある
いは、税収の使途等を分析する必要があるが、本報告書では、暫定的にゴール２にてこれらの政策の進
捗について調査した結果をまとめて掲載する。


排出量取引制度



米国
これまで米国では、連邦レベルで排出量取引の導入に関する議論がされている。例えば、2005 年から

2012 年において、議会では、アメリカのクリーンエネルギーと安全保障法（ワックスマン・マーキー法
案）またはマケイン・リーバーマン法案を含むいくつかの気候変動関連法案が議論された。 しかし、米
国議会はこれらの法案を可決せず、2016 年現在も、連邦レベルの ETS は行われていない。
しかしながら、一部の州では、排出量取引が実施されている。まず、アメリカ東北部の 10 州 （コネ
チカット、デラウェア、メイン、メリーランド、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、ニューヨー
ク、ニュージャージー、ロードアイランド、バーモント）が参加している排出量取引は Regional Greenhouse
Gas Initiative（RGGI）と呼ばれる。削減目標は 2020 年までに 2005 年排出量の 50%以上削減となっている。
2020 年の排出量目標は 71 万トン CO2 である。対象は 25MW 以上の化石燃料発電設備を持つ施設となっ
ている。5 RGGI は州レベルの排出量取引を継続し、 2015 年から 2020 年まで CO2 のキャップを毎年 2.5%
減少させるとしている。6
カリフォルニアでも排出量取引が実施されている。カリフォルニア州のキャップ・アンド・トレード
5“California

Cap and Trade in Context”, Center for Climate and Energy Solutions,
http://www.c2es.org/us-states-regions/key-legislation/california-cap-trade#Context
6 1 と同じ
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制度における削減目標は 2013 年から 2020 年までに 1990 年比で 1990 年と同じ、2030 年までに-40%、2050
年までに-80%削減となっている（これは、2020 年までに 2013 年の排出量より約 17％削減。2020 年の排
出量目標は 334.2 万トン CO2 に相当する）。対象業種はセメント、電力発電、熱供給、ガラス製造、水素
製造、製鉄、鉛、石炭、硝酸、石油、天然ガス、石油精製、パルプ、紙、自家発電である。大規模な自
家発電所や工場といった固定排出源に適用されている。7

最初の遵守期間（2013 年から 2014 年 ）は、

重工業や大規模な電力部門からの温室効果ガス排出量をカバーしていたが、
第二の期間（2015 年から 2017
年）では、first deliverers of electricity、自然ガス供給、RBOB ガソリン供給、LPG を生産する蒸留燃料油、
LPG を生産するのに天然ガス液を分留する施設、天然ガス液の供給者など、化石輸送燃料や天然ガスの
小売などにも範囲が拡張された。2014 年にはカリフォルニアの温室効果ガス排出量のほぼ 85％は、現在
のキャップ・アンド・トレード制度でカバーされた。
さらに、2013 年オバマ大統領は、排出量取引を活用した削減策を発表した。クリーン・パワー・プラ
ン（Clean Power Plan, CPP）といった、大気浄化法を利用した削減方法を提案したのである。8 環境保護
庁（Environmental Protection Agency, EPA）が発表した「Climate Action Plan (気候行動プラン)」に基づく
CPP には排出量取引制度が含まれている。CPP は既存の火力発電所に対する CO2 排出規制で削減目標（全
体）は 2022 年から 2030 年までに火力発電からの CO2 排出量を段階的に 32%削減となっている。目標設
定には排出削減ベストシステム（Best System of Emission Reduction: BSER）が使用され、BSER には、①
発電所施設の効率改善（西部 2.1%、テキサス 2.3%、東部 4.3%）
、②天然ガス火力の優先使用（最終的に
は最大 75%まで使用）
、③再エネ・原子力の利用拡大といった 3 つの構成要素（Building Block）によって
構成されている。
CPP では、各州政府に目標を達成するための総量目標アプローチ、原単位目標アプローチ、複数州ア
プローチ（排出権取引を含む）など、さまざまなオプションがある。取引即応型オプショ ン（Trading-ready
option）もある。
しかしながら、2015 年 10 月に規則案よりも目標達成が厳しくなったウェストバージニア（WV）州等
の石炭火力の多い諸州が猛反発し、WV 州を含む 24 州が EPA に対して集団訴訟を提起した。2016 年 2
月 9 日に連邦最高裁判所は、最終結論が出る前に CPP の執行が進むと、CPP そのものが却下された場合
に各州に与える影響が大きいと判断して CPP の執行停止命令を下した。この結果、CPP 訴訟の判決が出
るまで CPP の執行は停止されることとなった。


EU
EU は世界で最も包括的な地域の排出量取引制度（The EU emissions trading system :EU-ETS）を導入し

た。同制度は、EU の気候変動緩和政策の中核として期待されている。フェーズ 1（2005 年から 2007 年）
はフェーズ 2（2008 年から 2012 年）のための 3 年間のパイロット期間である。対象は発電機とエネルギ
ー集約型産業部門となっている。排出枠は、ほほ無償で割当されたことで、2007 年には 1 ユーロ/量 tCO2
に排出枠の価格が下落した。フェーズ 2 は京都議定書の第一約束期間と一致している。 アイスランド、
リヒテンシュタイン、ノルウェーがフェーズ 2 の開始時に ETS に参加した。排出枠の無償割当の割合が
90%とわずかに減少した。また、いくつかの加盟国ではオークションを開催した。削減目標は 1990 年比

1 と同じ
“Regulatory Impact Analysis for the Clean Power Plan Final Rule”, U.S.EPA,
http://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/cpp-final-rule-ria.pdf
7

8
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－8%である。 排出キャップは 2005 年のレベルと比較して 6.5％厳しくなる。
2012 年には、航空部門が新たに対象となった。2012 年の航空部門のキャップは、 2004 年から 2006 年
における航空部門の排出量の 97％に相当するレベルに設定された。
2005 年から 2013 年までで、ETS によってカバーされたセクターでは 13%排出量が削減された。EU-ETS
による温室効果ガスのカバー率は、2014 年で 43%、2015 年は 45%である。EU- 15 の州では基準年から比
較して少なくとも 3.3%の排出削減が行われたと推定されている。
フェーズ 3（2013 年から 2020 年）の目標は 2005 年比で－20%である。2015 年から 2020 年の間に、 ETS
の排出量はさらに 8 %減少すると予想されている。そして全体的な排出量削減は、少なくとも 26%に達す
る可能性がある。フェーズ 3 に新たに追加された部門は CO2 貯留施設、石油化学、アンモニア、非鉄金
属、 鉱物、アルミニウム、窒素、アジピン酸、グリオキシル酸などである。
欧州委員会は 2015 年 7 月に 2020 年以降のフェーズ 4（2021 年から 2030 年）の EU の排出量取引制度
を改正する立法案を提示した。気候・エネルギー政策の枠組みで、新たな地球規模の排出量取引への貢
献の一環として、2030 年までに少なくとも 40%の温室効果ガス排出量を削減するとしている。そのため
には対象部門に関して 2005 年比で－43%する必要がある。したがって、ガスや他のセクターにも対象部
門が広げられる可能性ある。2015 年現在では、排出量の 45%が EU-ETS によってカバーされている。9
次に、主要国であるイギリス、フランス、ドイツの ETS に関する状況を述べる。
英国10では、2001 年から ETS が実施された。最初の削減目標は、京都議定書の期間（2008 年から 2012
年）、1990 年レベルの 12.5%以下に削減することだった。2010 年の削減目標は達成されなかったが、2012
年に 1990 年比で 22%の削減を達成した。フェーズ 2 以降、大量の許可証により、価格が変動し、投資家
の不確実性を引き起こし、低炭素技術への低い投資をもたらした。そこで 2011 年 3 月の予算で、政府は
2013 年 4 月から carbon floor price の導入を決定した。これは、”Climate Change Levy Carbon Price Support
rates”と知られている。フェーズ 2 では、30 のオークションに成功し、1.32 億の排出許可証が売られ、お
よそ€13 億の資金（exchequer）が生じた。
2008 年の Climate Change Act では 4 つの暫定的な目標を設定し、2027 年から 2050 年までに排出量を 80%
削減することが示されている。
ドイツ11ではフェーズ 2 で、1990 年比 21%の削減に取り組んだ。対象者は、年間 5,700 万の温室効果ガ
スを削減しなければならなかった。ヨーロッパ全体におけるドイツの許可証は、フェーズ 3 で 21%。2015
年は 1,800 の対象者が参加している。特に、熱出力が 20 メガワット以上の燃焼プラントと、製鉄、製油
所、セメント工場のようなエネルギー集約型産業の大規模プラントが参加している。フランス12では、京
都議定書での排出削減は、1990 年レベルの 0%であった。2011 年の結果によると、2005 年と比較して平
均的に 13.9%まで削減された。Effort Sharing Decision（ESD）に基づき、2020 年までに、フランスは EU-ETS

9

European commission, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013/index_en.htm
“UNITED KINGDOM:AN EMISSIONS TRADING CASE STUDY”, IETA,
https://ieta.memberclicks.net/assets/CaseStudy2015/uk_case_study_may2015.pdf,
gov.uk, https://www.gov.uk/government/news/uk-confirms-position-as-leader-in-carbon-markets,
“The Fifth Carbon Budget: The next step towards a low-carbon economy, November 2015” Committee on climate change,
https://d2kjx2p8nxa8ft.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/11/Committee-on-Climate-Change-Fifth-Carbon-Budget-Report
.pdf
11 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety,
http://www.bmub.bund.de/en/topics/climate-energy/emissions-trading/general-information/#c14498
12 “Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country Report: France
“, Ecologic Institute, January 2014, http://www.drpartners.jp/tools/browser-memocho.htm
10
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によってカバーされていない排出量を 2005 年と比較して 14%削減する必要がある。


中国
2007 年 6 月、中国政府は GDP 当たり CO2 排出量を 2010 年までに 2005 年の 20%以下に削減することを

表明した。また 2009 年 9 月の COP15 においても、GDP 当たり CO2 排出量を 2020 年までに 2005 年の 40
から 45%以下に削減すると宣言している。また、2015 年 9 月の日米共同声明（U.S.-China Joint Presidential
Statement on Climate Change）により、GDP 当たり CO2 排出量を 2030 年までに 2005 年の 60 から 65%以下
に削減し、2017 年には全国版の排出量取引制度を開始することを表明している。
第 2 次 5 ヵ年計画の中では排出量取引市場を確立することを規定しており、2011 年に国家発展改革委
員会は 5 都市（北京、重慶、上海、深セン、天津）と 2 つの省（広東省と湖北省）に ETS パイロットプ
ログラムの実施を発表した。そして、2013 年からパイロット事業が開始された。
北京市では 2013 年から 2015 年の期間に 2010 年のレベルで 18%削減する目標となっている。対象部門
は電力、熱力、セメント、石油化学、製造業、サービ業である。上海市は 2013 年から 2015 年の期間に
2010 年のレベルで 19%削減する目標となっている。対象部門は電力、鉄鋼、石油化学、化学工業、非鉄
金属、建築材料、繊維、紙・パルプ、ゴム、化学繊維、航空、港、空港、鉄道、商業、ホテル、金融で
ある。広東省は 2013 年から 2020 年の期間に 2010 年のレベルで 19%削減する目標となっている。対象部
門は電力、セメント、鉄鋼、石油化学である。天津市は 2013 年から 2015 年の期間に 2010 年のレベルで
15%削減する目標となっている。対象部門は電力、熱供給、製造業、鉄鋼、化学工業、石油化学、石油採
掘である。湖北省は 2013 年から 2015 年の期間に 2010 年のレベルで 17%削減する目標となっている。対
象部門は電力、熱供給、鉄鋼、セメント、化学工業、石油、化学、車製造、非鉄金属、他の金属製品、
ガラス、繊維、紙・パルプ、医療と薬品、食料品である。13
深セン市は 2013 年から 2015 年の期間に 2010 年のレベルで 15%削削減する目標となっている。対象部
門は製造業、大型公共建築物である。重慶市は 2013 年から 2015 年の期間に 2010 年のレベルで 17%削削
減する目標となっている。対象部門は製造業である。これら 2 つの地域では製造業が重視されているこ
とが特徴である。また、深セン市では大型公共建築物が含まれているのが特徴である。
北京市、上海市、広東市、天津市、湖北省では電力部門が重視される傾向にあるのに対して、深セン
市、重慶市では製造業が重視されているのが特徴である。
パイロット事業の結果、北京市、広東省、上海市、深セン市、天津市は参加企業の 99~100%が、ぞれ
ぞれの数値目標を達成し、重慶市では 70％、湖北省では 80%数値目標を達成したと言われている。14また、
北京の主要排出源企業の全排出量は、排出量取引により、最初の遵守期間中に 4.5%前後減少し、北京で
の排出量削減平均費用は 2.5%減少した。上海でも最初の順期間に炭素排出総量を 531 万トン減少し，
2011 年から 2013 年までの排出量削減率は 3.5%であった。一方、深センでは、1 年間の実施後、炭素
排出総量は 383 万トン減少し，2010 年から 2013 年までの排出量削減率は 11.7%であった。15

13

“The Chinese ETS Pilots:An IETA Analysis”, International Emissions Trading Association
(IETA),https://ieta.memberclicks.net/assets/China-WG/china%20cheat%20sheet%20a3_web%20version%202015.pdf
14 “State and Trends of Carbon Pricing” Worldbank,
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/09/21/090224b0830f0f31/2_0/Rendered/P
DF/State0and0trends0of0carbon0pricing02015.pdf
15 “中国 2 省 5 都市における排出権取引制度パイロット事業の評価”,天津社会科学院経済社会研究所 Working
Paper Series Vol. 2016-02, 2016 年 1 月, http://www.agi.or.jp/workingpapers/WP2016-02.pdf
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日本
2005 年から 2012 年の日本を見ると国レベルではキャップ・アンド・トレード方式の排出量取引制度導

入の議論はされたが実現には至らなかった。ただし、自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）、国内ク
レジット（CDM）制度、オフセット・クレジット（J-VER）制度、などの自主的なスキームは、部分的
には ETS のようなものとして実施された。
JVETS は環境省が 2005 年度から開始した制度である。温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取
り組もうとする事業者に対し、一定量の排出削減約束と引換えに、省エネルギー等による CO2 排出抑制
設備の整備に対する補助金を交付することにより支援した。2013 年までに、参加者の延べ数は 389 社で
あり、当初約束していた排出削減予測量の合計は 124.5 万 トン CO2 だったが削減実績は 221.7 万 トン
CO2 に達し、参加者全体として排出削減予測量を約 100 万トン CO2 上回る削減が達成された。16
国内クレジット（CDM）制度は京都議定書目標達成計画において規定されている、大企業等による技
術・資金等の提供を通じて、中小企業等が行った温室効果ガス排出削減量を認証し、自主行動計画や試
行排出量取引スキームの目標達成等のために活用できる制度である。2008 年 10 月に政府全体の取り組み
として開始された。 対象は、中小企業のみならず、農林（森林バイオマス）、民生部門（業務その他、
家庭）、運輸部門等における排出削減も含む。承認された 1466 事業による削減見込量は 175.3 万トンであ
った。承認事業実施に基づき認証されたクレジット量は 150.4 万トン（削減見込量 86％）で、目標値 182
万トンの約 83%を達成した。そして 2013 年に J-クレジット制度へ移行した。
オフセット・クレジット（J-VER）制度は 2008 年 11 月にスタートした。国内で実施されるプロジェク
トによる削減・吸収量を、オフセット用クレジット（J-VER）として認証する制度である。自主的なカー
ボン・オフセットのほか、地球温暖化対策推進法の報告に活用が許可された。
J-クレジット制度は中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収
量をクレジットとして認証する制度であり、2013 年度より国内クレジット制度と J-VER 制度を一本化し、
経済産業省・環境省・農林水産省が運営している。排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排
出削減・吸収量の算定方法及びモニタリング方法の規定（方法論）を定めている。2015 年 12 月の時点で
60 の方法論が承認された。17
地方政府レベルでは、東京都と埼玉県がキャップ・アンド・トレード制度を導入した。
東京都では 2010 年に日本初のキャップ・アンド・トレードを導入し、法案を可決している。第 1 期間
（2010 年度から 2014 年度）では、基準量の排出量から 6%削減することが目標となっている。基準量は
2002 年度から 2007 年度までのうち、いずれかの連続する 3 年の排出量の平均値と定義される。対象は主
にオフィスビルなどの商業施設と小規模な産業施設であり、総排出量を削減することを目指している。
そして 2012 年度、対象施設の総排出量は基本年の排出量から 22%削減された。18

この制度による削減

は東日本大震災以下の電力危機に対応するため、必要かつ重要なエネルギーを節約し、2011 年度中に観
察された削減量と同じレベルを削減するというものである。第 2 期間（2015 年から 2019 年度）には、削
減義務を第 1 期間よりも増やし、商業施設で 17%、産業施設で 15 %の排出削減に取り組んでいる。そし
16

“自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）総括報告書”,環境省,
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/jvets/gr-summary.pdf
17 “J-クレジットの概要”,2015 年 12 月,J-クレジット制度事務局,
http://japancredit.go.jp/img/contents/menu04/pdf/credit_001_15.pdf
18 “Tokyo Cap-and-Trade Program achieves 22% reduction after 3rd year”, Tokyo Metropolitan Government
Bureau of Environment, March 12, 2014,
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/attachement/Tokyo%20C%26T%203rd%20Year%20Results.pdf
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て 2013 年度における排出削減は 23%達成された。
埼玉県では 2011 年度から目標設定型排出量取引制度を導入した。この制度は、CO2 の多量排出を行う
大規模な事業所を対象とするキャップ・アンド・トレード方式の排出量取引制度であり、大規模事業所
には、事業所ごとに削減目標が定められた。対象となる事業所（大規模事業所）は原油換算した使用エ
ネルギーが 3 か年度連続で 1,500kL 以上となる事業所で、県内約 600 事業所が対象となった。対象となる
温室効果ガスは熱または電気の使用に伴って排出されるエネルギー起源 CO2 であった。制度によって、
2013 年度に大規模事業所が排出した二酸化炭素は 700 万トンで、
基準排出量と比べて 192 万トン（約 22%）
の削減となり、約 81%の事業所で目標削減率以上の削減が行われている。19


炭素税とその他のエネルギー関連税

近年、排出量取引と並んで、炭素税にも注目が集まっている。OECD などのレポートでも、炭素税の導
入を推奨する文面が見られ、各国の今後の動きが注目されている。以下は、米国、欧州、中国、日本に
おける炭素税とエネルギー関連税の動向とその比較評価である。


米国
米国ではこれまでも、石油製品や天然ガスなど炭素を含む物質や国内での製造品、および輸入品を扱

う事業者を対象に対して、連邦レベルでの炭素税導入の提案がされてきた。20例えば、Bob Inglis 議員と
Jeff Flake's Raise Wages 議員による”CUT CARBON ACT OF 2009”では、2010 年から二酸化炭素 1 トンあた
り$15 の炭素税を課すことが提案された。さらに、2040 年までの間、インフレに応じて税率を調整し、
税収は社会保障に利用する案となっていた。また、Pete Stark 議員と John Larson 議員の”SAVE OUR
CLIMATE ACT OF 2011”は、炭素含有量に応じて、1 トンあたり$10 の課税し、1990 年の排出量の 20%に
達成するまで毎年$10 増加させ、税収は赤字削減と気候基金の設立資金に当てる内容だった。そして、Jim
McDermott 議員による”MANAGED CARBON PRICE ACT OF 2012”では、温室効果ガスの削減目標に沿っ
て、温室効果ガスの排出量当たり税率を決め、税収は赤字削減と気候基金の設立資金にすることが提案
された。直近では、Sens. Bernie Sanders 議員と Barbara Boxer 議員が”CLIMATE PROTECTION ACT OF
2013”で、炭素税を二酸化炭素 1 トンあたり$20 にし、毎年税率を 5.6%増加させ、税収は市民へ還付と気
候基金にする提案をした。
しかし、これらの炭素税導入法案は、いずれもまだ議会を通過していない。アメリカでは増税は政府
の一般市民への干渉として選挙においてタブー視される傾向にあり、排出量取引と比較すると環境税の
導入は難しいと言われている。21
このように連邦レベルで炭素税の導入が進まない中、いくつかの州では炭素税を導入している。まず、
コロラド州ボルダーでは、2006 年から、アメリカでは初めて、化石燃料から出る電力使用に対して、炭
素税が課されている。税率は部門ごとに異なり、住宅 $0.0049（per kWh）、商業用 $0.0009（per kWh）、
産業 $0.0003（per kWh）となっている。再生可能エネルギーへの課税は除かれている。税収は、ボルダ
ーの”Climate Action Plan”に使われている。22

カリフォルニア州・サンフランシスコ・ベイエリア大気質

19“目標設定型排出量取引制度における温室効果ガスの削減状況について”,2015

年 5 月,埼玉県,
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/documents/h25haishutsu.pdf
20 “OPTIONS AND CONSIDERATIONS FOR A FEDERAL CARBON TAX”, Center for Climate and Energy Solutions,
February 2013, http://www.c2es.org/publications/options-considerations-federal-carbon-tax
21 有村俊秀 現代アメリカ経済論 第 15 章 「環境政策」 ミネルヴァ書房 地主他編著
22Carbon Energy Tax, Smart Growth America, http://www.smartgrowthamerica.org/documents/Boulder-Carbon-Tax.pdf
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管理区では、2008 年から、2,500 の事業者に対して、CO2 排出量 1 トンあたり、￠4.4 の炭素税を課して
いる。23税収は、地区の温室効果ガス削減プログラムに使われている。さらに、メリーランド州・モンゴ
メリー郡では 2010 年から、年間二酸化炭素を 100 万トン以上排出する固定発生源に対して排出量 1 トン
当たり$5 の炭素税を課している。その税収の 50%は郡の温室効果ガス削減プログラムに使われている。24
2012 年には、炭素税を 2018 年まで施行することが決定された。
次に、エネルギー関連の税金について述べる。米国では温室効果ガスの排出量のうち 3 割は交通が発
生源となっている。このため、連邦レベルや州レベルで、交通部門での課税が多く行われている。
連邦レベルでは、自動車税は、自動車燃料と非商業用の国内航海に使われる燃料に課されている。他
のエネルギー生産物に対しては、売上税の一部に課税されている。ただし、自動車税は、大気への排出
量削減のためではなく、高速道路とその維持の資金調達のために行われている。
また、鉄道や商業用の国内航海、沿岸内水路に使われる燃料には、課税されていない。つまり、交通に
使われる燃料のみに課税され、加熱や産業プロセス、発電に使われる燃料には課税されていない。
バイオ燃料について、ガソリンを含んだアルコール燃料には、ガソリンの割合で課税されている。そ
して、バイオディーゼル、ディーゼルを含んだ再生ディーゼルはディーゼルの割合で課税されている。
エタノール容量に関するガソリン物品税控除やバイオディーゼル、再生ディーゼル税控除は 2011 年 12
月に終了した。
輸送燃料への消費税は州レベルで課税されており、連邦税に追加されている。しかし、例えば、農業
で使われる自動車燃料は、オフロード使用となり、輸送燃料にかかる連邦税が免除されている。25
さらに、2016 年 2 月にはオバマ大統領は、石油会社に対してバレル$ 10 あたりの炭素税を課すことを
提案した。税収は、交通部門のインフラ整備のための基金設立に当てるとされている。26


EU
現在の EU のエネルギー製品と電力に対する課税の規則は、2004 年 1 月にエネルギー効率指令

（COUNCIL DIRECTIVE 2003/96/EC）として施行された。それまでは鉱物油のみが課税の対象であった
が、この規則により、対象は石炭、コークス、天然ガスや電気を含む全てのエネルギー製品に拡大され
た。この法律の目的は、各国の税率によって生じる歪みを低減し、鉱油および他のエネルギー製品との
間の競争の歪みを除去し、エネルギー効率と排出削減のためのインセンティブを作り出すことにあった。
さらに、域内のエネルギー関連税の最低税率を定めた。27これにより、EU 加盟国はエネルギー課税をせ
ざる得なくなった。
さらに、2011 年 4 月、欧州委員会は、エネルギー効率指令（COUNCIL DIRECTIVE 2003/96/EC）の改
訂を提案した。この提案の重要な特徴は加盟国のエネルギー税の最低税率を、CO2 排出量に基づく税率と
して、CO2 排出量１トン当 たり 20 ユーロとすることにあった。また、この提案では、二重課税を回避す
るために、EU-ETS によってカバーされているセクターとそうでないセクターを区別している。しかしな
23

“OPTIONS AND CONSIDERATIONS FOR A FEDERAL CARBON TAX”, Center for Climate and Energy Solutions,
February 2013, http://www.c2es.org/publications/options-considerations-federal-carbon-tax
24 Montgomery County Government, http://www.montgomerycountymd.gov/home.aspx
25

OECD(2013),”United States”, in Taxing Energy Use: A Graphical Analysis
SHEET: President Obama’s 21st Century Clean Transportation System”, White House,February 04, 2016.
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/04/fact-sheet-president-obamas-21st-century-clean-transportation-system
27“Excise Duties: Current Energy Tax Rules” European commission.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/current_energy_tax_rules/index_en.htm
26“FACT
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がら、この改正は EU 加盟国の理事会で交渉に失敗し、2015 年に撤回された。28これは、景気低迷が続く
南欧諸国からの反発に加え、これまで低い税率であった石炭に大きな増税が行われることから、石炭産
業を抱えるポーランドやドイツの賛同が得られないためと考えられている。29
各国別に炭素税導入の動きを追ってみると、1980 年代後半に地球温暖化問題が顕在化したことにより、
北欧諸国から炭素税の導入が進んでいる。1990 年に世界で初めて炭素含有量に応じた課税を始めたフィ
ンランドでは、導入時に CO2 排出量 1 トン当たり€1.12（約 112 円）であった税率が、今では 30 倍（暖房
用）～60 倍（輸送用）に引き上げられている。30
その他の主要国は以下の通りである。31
ドイツでは、1999 年に環境税制改革が実施された。この改革は電力税の導入と既存の石油・天然ガス
関連の増税を行い、その増収分を年金保険料の引き下げに利用する「二重の配当」の実現を目的として
いた。電力税と既存エネルギー税の増税分は「エコ税」と呼ばれた。2007 年にエコ税からの収入は€187
と見積もられた。そして、1996 年から 2006 年まで、毎年環境税の引き上げが予定されていた。石炭への
課税はなされなかった。これは社民党の支持基盤である炭鉱労働組合に配慮したためであった。 322006
年には鉱油税をエネルギー税（Energy tax）に改組し、石炭が対象に加えられた。2011 年にはさらに、環
境税改正が行われ、鉱油税、電力利用の税が「エコ税」となった。33
民間航空と核燃料への課税税も 2011 年に導入された。電気やエネルギーへの税は、一部が、2012 年の
12 月までエネルギー集約産業で削減された。2012 年 12 月に、この減税は 2022 年まで延長されることが
決定された。これにより、毎年、€2.3 億の減税となる。これらの税務上の利益は、2015 年までに EMS を
導入している企業に限定されている。 環境社会・市場経済フォーラム（FÖS）は、燃料利用が減少して、
所得税付加価値税が増加したため、2004 年以来、環境税の相対的な重要性は下がっていると、指摘して
いる。34税収は、雇用者、被雇用者両方の国民年金保険負担の軽減に使われるが、一部は再生可能エネル
ギーへの補助金となっている。35
英国では、炭素税が 2001 年から導入されている。京都議定書の温室効果ガス排出削減目標を達成する
ため、気候変動プログラムとして国内措置の検討が行われてきた。その一環として、商用のエネルギー
部門に対する気候変動税（climate charge levy）を新たに導入した。
交通部門、家庭部門、エネルギー転換部門は対象外であった。気候変動税の税率は、$15.75/ tCO2e （2014）
である。そして、2 年後の省エネ目標を定める協定を政府と取り交わす主要産業部門には、80%の軽減措
置が導入された。また、2013 年 4 月に炭素の下限価格（carbon price floor :CPF）が実施された。これは、
発電の炭素価格の下限価格を政府が設定し、EU-ETS でその下限価格を下回った場合に、その差分につい

28“Excise

Duties: Energy Tax Proposal” European commission.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/energy_tax_proposal/index_en.htm
29朴勝俊著、 環境税制改革の「二重配当」昇洋書房
30 “日本および欧州における税制グリーン化の最新動向”みずほ情報総研レポート,vol9,2015.
31 Climate and carbon ‐ Aligning prices and policies, OECD Environment Policy paper.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment-and-sustainable-development/climate-and-carbon_5k3z11hjg6r7-en
, Environmental Performance Reviews OECD http://www.oecd.org/env/country-reviews/50418430.pdf
32 朴勝俊著、 環境税制改革の「二重配当」昇洋書房
33 “諸外国における温暖化対策に関連する主な税制改正の経緯”,環境省,
https://www.env.go.jp/policy/tax/faq/attach/fig07-1.pdf
34 “Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country Report: Germany”,
Ecologic-Institute-eclareon,June2013, http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/de_2013_en.pdf
35 “諸外国の温暖化対策税制の概要”,環境省,http://www.env.go.jp/council/16pol-ear/y161-02/mat01-4.pdf

39

て課税を行う制度である。税率は、2013 年€19/CO2tonne、2020 年までに€36、2030 年までに€84 となって
いる。36
2011 年、税収に占める環境税収の割合は 7.1%であった。英国では、何の明示的な炭素税もないが、加
盟国の中では二番目に高い暗黙（implicit）の税率がエネルギーに課されている。それは、2011 年、石油
1 トン当たり、€269.8 であった。
しかし、Overseas Development Institute （ODI） が 2013 年に出したレポートによると、英国は化石燃料
への補助金が高く、政府は、石炭、石油、ガスへの援助を年間£2.6 billion 費やしている。また、2011 年
に、石油とガス生産者に対する減税が、£280 million であった。それに加えて、化石燃料への付加価値税
が数十億ポンドまで減らされた。レポートでは、炭素の利用を動機付けるような化石燃料への補助金を
段階的に廃止する必要性が強調されている。税収の大半は、社会保険料の雇用者負担の引き下げに用い
られる。一部、英国の炭素基金（エネルギー効率改善及び再生可能エネルギーの促進のための技術開発
等に支出）やエネルギー効率改善を目的とした投資の初年度全額償却のための財源に充当される。37
フランスでは、既存の汚染事業総合税（TGAP）の対象を、2001 年よりエネルギー消費に拡大すること
を予定していた。 年間のエネルギー消費量が石油換算 100 トン以上の企業（農林漁業は対象外）が対象
である。エネルギー多消費産業に対する軽減措置や、自主協定との組み合わせによる課税免除などが導
入される予定であった。2007 年石炭税、2009 年に CO2 税導入を発表したが、憲法裁判所の違憲判決を受
けて導入は実現されなかった。
しかし、2014 年にエネルギー消費を対象にした炭素税を導入した。天然ガス、重油、石炭のみを対象
に二酸化炭素（CO2）排出量 1 トン当たり€7、輸送用燃料にも適用される。2015 年に€14.5、2016 年には
€16 課税する。これにより政府は、2014 年に€3 億 4,000 万、2015 年に€25 億、2016 年に€40 億の税収を
見込んでいる。税収は社会保障関連財源に充てられる。


中国
中国政府は炭素税を導入していない。しかし、一部の企業は炭素税が将来的には導入されるだろうと

予測している。38
エネルギー関連の税金は以下の通りである。39まず、2009 年に物品税（excise taxes）は殆どの石油製品、
加熱、産業、農業使用、発電のすべてのユーザーに同じ割合で適応された。しかし、国内航空など、例
外もあった。その税額は、ディーゼルと軽質燃料油は 0.8CNY/ℓ、ナフサと鉛化合物で処理されなかった
ガソリンは 1CNY/ℓ、加鉛ガソリンは 1.4CNY/ℓ であった。
産業利用と発電に対する付加価値税は、原油、ガソリン、ディーゼル燃料、石炭、それぞれの売上げ
の 17%割合で適応された。その代わり、天然ガス、LPG、バイオガス、住宅利用での石炭も同様に、税率
は 13%であった。2008 年以降、付加価値税の免除やリベートは石油・石炭・天然ガスのそれぞれの輸入
にも導入された。電力消費には課税はされなかった。
エネルギー利用と税について、部門別に詳細を見ていく。まず交通部門では、ディーゼルとガソリン
36

Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country Report:United Kingdom, Ecologic
Institute eclareon ,January 2014, http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/uk_2014_en.pdf
37 “諸外国の温暖化対策税制の概要”,環境省,http://www.env.go.jp/council/16pol-ear/y161-02/mat01-4.pdf
38 “The 2015 China Carbon Pricing Survey”, China Carbon Forum
http://www.chinacarbon.info/wp-content/uploads/2015/09/2015-China-Carbon-Pricing-Survey-EN.pdf
39 Taxing Energy Use 2015: OECD and Selected Partner Economies, OECD

40

は燃料消費税が課されており、ディーゼルはガソリンに適応されている税率よりも 1/3 低く課税されてい
る。国内航空は、1ℓ 当たり 0.8CNY の消費税が課税されていたが、2009 年の税改革以来、事実上非課税
となっている。その他、航海や鉄道は、より低い税が課されている。これらの主要な燃料は石炭のため、
結果的に低い税率になっているのである。
加熱と加熱プロセスの部門はエネルギーの最も大きなシェア（53%）を占めている。ディーゼル、燃料
油、ガソリンを含む石油製品には燃料税がかかっている。他の石油製品は、課税されていない。使用さ
れる石炭、天然ガスも課税されていない。
石炭は中国の電力発電の主要な燃料であり、エネルギー使用の約 90%を占めている。残りは天然ガス、
石油製品である。電力発電に用いられるディーゼルと燃料油には物品税が適応されているが、石炭も含
めた他の燃料は非課税になっている。エネルギー消費には課税されない。
いずれの税収の使途については情報が公開されていない。2011 年時点でのエネルギー税は原油：5-10%、
天然ガス：5-10%、石炭：2-10%となっている。40


日本

日本では、おおよそ 10 年間の検討期間を経て、2012 年 10 月１日から「地球温暖化対策のための税」
（地球温暖化対策税）が導入された。石油・天然ガス・石炭といったすべての化石燃料に対して、CO2
排出量に応じた税率が課税されている。単位量（キロリットル又はトン）当たりの税率は、化石燃料ご
との CO2 排出原単位を用いて、それぞれの税負担が CO2 排出量１トン当たり 289 円に等しくなるように
設定されている。また、急激な負担増を避けるため、税率を 3 年半にわたり 3 段階に分けて引き上げら
れるという措置が取られている。
地球温暖化対策税は、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税の徴税スキームを活用し、石
油石炭税に上記の税率を上乗せする形で課税されている。
さらに、特定の分野や産業に過重な負担となることを避けるために、免税・還付措置が適用されている。
地球温暖化対策税による上乗せ税率の免税・還付の対象は以下である。苛性ソーダ製造業において苛性
ソーダ製造用電力の自家発電に利用される輸入石炭、内航運送用船舶、一定の旅客定期航路用船舶に利
用される重油及び軽油、鉄道事業に利用される軽油、国内定期運送事業用航空機に積み込まれる航空機
燃料、イオン交換膜法による塩製造業において塩製造用電力の自家発電に利用される輸入石炭、農林漁
業に利用される軽油。
税収は、初年度（2012 年）391 億円、平年度は 2,623 億円と見込まれている。税収は、省エネルギー対
策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などのエネルギー起源 CO2 排出抑制の諸
施策に使われる。例えば、リチウムイオン電池などの革新的な低炭素技術集約産業の国内立地の推進、
中小企業等による省エネ設備導入の推進、グリーンニューディール基金等を活用した地方の特性に合っ
た再生可能エネルギー導入の推進等の諸施策等が行われる予定である。41

“The 2015 China Carbon Pricing Survey”, China Carbon Forum,
http://www.chinacarbon.info/wp-content/uploads/2015/09/2015-China-Carbon-Pricing-Survey-EN.pdf
网易财经, http://money.163.com/keywords/7/6/716470ad8d446e907a0e/1.html
41 地球温暖化対策のための税の導入,環境省https://www.env.go.jp/policy/tax/about.html
40
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表 20 主要国のエネルギー課税
UK
フィンランド
ドイツ
フランス
EU 最低税率
日本
71.57
79.29
72.03
66.79
39.51
56.60
ガソリン(円/ℓ)
51.67
79.29
51.77
47.14
36.32
34.90
軽油(円/ℓ)
21.14
14.64
2.48
1.83
1.49
2.80
重油(円/ℓ)
14.60
1.86
0.93
0.93
0.42
1.37
石炭(円/kg)
23.45
4.4
11.25
2.43
1.10
1.86
天然ガス(円/kg)
0.77
0.68
2.26
0.06
0.63
電気（円/kWh）
－*
*いずれも 2013 年 4 月の値。
*フランスは、電気に対しては地方電気税があり、課税標準は契約電力によって異なる。
*“日本と EU 諸国のエネルギー課税の税率の比較” ,環境省 , https://www.env.go.jp/policy/tax/conf/conf01-08/mat04.pdf

表 21 国レベルでの排出量取引制度（省エネ促進の観点から）
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
2009 年 6 月、ETS の導入を取り入れた Waxman-Markey Bill が議会を通った。そして
C
米国
-2012

EU

2013
-2025

nc

2005
-2012

A-

2010 年、Kerry と Lieberman 議員は、ETS を含めた包括的なエネルギー税の導入を提
言した。これにより 2013 年から発電部門、2016 年から製造部門を対象に行われる予
定だった。しかしながら、これらの二つの法案は、政権交代などで議会を通過せず、
結局、ETS の導入は見送られた。
*METI,“(http://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/global_warming/pdf/emis
sion_scheme.pdf )
現在も国レベルでの ETS は行われていない。しかし、10 の洲では、RGGI、カルフォ
ルニアの cap and trade プログラム等、すでにマーケットベースのアプローチがとられ
ている。そして現在、CPP は温室効果ガス削減のために、マーケットベースでのアプ
ローチを推奨している。
*Center for climate and energy solutions,
"(http://www.c2es.org/blog/perciasepeb/epas-clean-power-plan-puts-states-in-drivers-sea )
しかしながら、2015 年 10 月に規則案よりも目標が厳しくなったウェストバージニア
（WV）州等の石炭火力の多い諸州が猛反発し、WV 州を含む 24 州が EPA に対して集
団訴訟を提起した。2016 年 2 月 9 に連邦最高裁判所は、最終結論が出る前に CPP の執
行が進むと、CPP そのものが却下された場合に各州に与える影響が大きいと判断して
CPP の執行停止命令を下した。この結果、CPP 訴訟の判決が出るまで CPP の執行は停
止されることとなった。
フェーズ 1：(2005-2007)はフェーズ 2(2008-2012)以降の”学習期間(learning by doing)”と
位置づけられた。フェーズ 2 では、新たにアイスランド、リヒテンシュタイン、ノル
ウェーが参加した。2009 年初めの許可証の取引量は、4,000 万を超え、2011 年の中旬
には 7,000 万に達した。
*European commission“(http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013/index_en.htm )
排出目標は、2020 年までに、1990 年の GHG 排出量より 20％減、2030 年までに 1990
年の GHG 排出量より少なくとも 40％減、2050 年までに 1990 年の GHG 排出量より
80-95%減である。
対象セクターは電力と発熱、産業、石油精製所、コークス炉、鉄鋼工場やセメントの
生産、ガラス、ライム、レンガ、セラミック、パルプ、紙やボード。建物部門はカバ
ーされていない。対象企業サイズは、年間設置容量 20MW 以上であった。
“(https://icapcarbonaction.com/images/StatusReport2015/ICAP_Report_2015_02_10_online_v
ersion.pdf )
イギリス
2001 年から ETS が実施された。最初の削減目標は、京都議定書の期間(2008-12)、1990
レベルの 12.5%以下に削減することだった。2010 年の削減目標は達成されなかったが、
2012 年に 1990 年比で 22%の削減を達成した。フェーズⅡ以降、大量の許可証により、
価格が変動した。それは投資家の不確実性を引き起こし、低炭素技術への低い投資を
もたらした。そこで 2011 年 3 月の予算で、政府は 2013 年 4 月から carbon floor price
の導入を決定。これは、”Climate Change Levy Carbon Price Support rates”と知られてい
る。フェーズ 2 では、During Phase II of the EU ETS (ending this year), 30 のオークション
に成功し、1.32 億の排出許可証が売られ、およそ 13 億€の資金(exchequer)が生じた。
*IETA “(https://ieta.memberclicks.net/assets/CaseStudy2015/uk_case_study_may2015.pdf )
*gov.uk
”(https://www.gov.uk/government/news/uk-confirms-position-as-leader-in-carbon-markets )
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*Committee on climate change
(https://d2kjx2p8nxa8ft.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/11/Committee-on-Climate-Ch
ange-Fifth-Carbon-Budget-Report.pdf )
ドイツ
フェーズ 2 で、1990 年比 21%の削減に取り組んだ。対象者は、年間 5,700 万の GHG
を削減しなければならなかった。* Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation, Building and Nuclear Safety“
(http://www.bmub.bund.de/en/topics/climate-energy/emissions-trading/general-information/#c
14498 )
ノルウェー
フェーズ 1 で、カバーされた cap は 657 万 tCO2e/年。フェーズ 2 では、カバーされる
セクターも増加し、1,500 万 tCO2e/年となり、2005 年レベルの 17%以下、2010 年レベ
ルの 30%以下となった。
この年間の排出抑制は、京都議定書の削減目標を達成に要求された削減量の約三分の
二に貢献するように設計されたことを意味する。ノルウェーの京都議定書の約束は
1990 年レベルの 1%以上を 2008～2012 に削減することだった。その野心はフェーズ 2
で、1990 年レベルの 9%まで削減するという自主的な誓約によって強化された。*IETA,
“(https://ieta.memberclicks.net/assets/CaseStudy2015/norway_case_study_may2015.pdf )
フランス
・京都議定書での排出削減は、1990 年レベルの 0%であった。2011 年の結果によると、
2005 年と比較して平均的に 13.9%まで削減された。
・Effort Sharing Decision (ESD)に基づき、2020 年までに、フランスは EU-ETS によって
カバーされていない排出量を 2005 年と比較して 14%削減する必要がある。最近のデー
タでは、その目標を達成するための軌道に乗っているとされる。
2014 年、欧州首脳は 2030 年までに GHG 排出量を 2005 年レベルから 43%削減するこ
とに合意し、それを達成するために、ETS を安定させることを確認した。EU28 カ国と
3 つの EEA-EFTA 諸国(アイルランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー)が参加して、
2015 年現在、排出量の 45%が ETS によってカバーされている。
*European commission“(http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013/index_en.htm )
対象となるセクターは、フェーズ 2（2008～2012 年）では、フェーズ 1 に加え、商業
航空セクターが加わった。そして、フェーズ 3（2013～2020 年）では、フェーズ 1 に
加え、CCS 設備、石油化学製品の生産、アンモニア、非鉄金属、石膏とアルミニウム、
硝酸、アジピン酸およびグリオキシルが追加された。フェーズⅡの対象企業サイズは、
排出量が年間 1 万トン以上であった。
“(https://icapcarbonaction.com/images/StatusReport2015/ICAP_Report_2015_02_10_online_v
ersion.pdf )
イギリス
2008 年の Climate Change Act は 4 つの暫定的な目標を設定している。2027 年から、2050
年までに排出を 80%削減すること。
ドイツ
ヨーロッパ全体におけるドイツの許可証は、フェーズ 3 で 21%。1,800 の対象者が現在、
参加している。特に、熱出力が 20 メガワット以上の燃焼プラントと、製鉄、製油所、
セメント工場のようなエネルギー集約型産業の大規模プラントが参加している。2012
年 EU の空港を利用する航空交通が含まれた。しかしながら、航空交通を管理する規
定はまだ議論の中にある。
排出量取引制度は実施していない。
7 地域（上海市、北京市、広東省、天津市、湖北省、深セン市、重慶市）の実験が 2013
年から 2015 年まで行われ、第 13 次 5 年計画（2016-2020）に国レベルの排出量取引を
設置予定.(2015 年にアメリカとの共同宣言の中で、2017 年から実施することを宣言。)
対象セクターは、発電、金属と非金属に関連する産業, 建築材料, 化学, 航空。
自主参加型国内排出量取引制度
環境省が 2005 年度から開始。温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もう
とする事業者に対し、一定量の排出削減約束と引換えに、省エネルギー等による CO2
排出抑制設備の整備に対する補助金を交付することにより支援した。2013 年までに、
参加者の延べ数は 389 社であり、当初約束していた排出削減予測量の合計は 124.5 万
t-CO2 だったが削減実績は 221.7 万 t-CO2 に達し、参加者全体として排出削減予測
量を約 100 万 t-CO2 上回る削減が達成された。
“env ”(http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/jvets/gr-summary.pdf )
国レベルでの排出量取引は行われていない。地域レベルでは、東京と埼玉が独自に行
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表 22 国内レベルでの排出量取引制度（省エネ促進の観点から）
国
時期
評価
評価のための参考情報
米国

EU

中国

2005
-2012

B+

2013
-2025

nc

2005
-2012

C

2013
-2025
2005
-2012

+
C

Regional Greenhouse Gas Initiative(RGGI)
都市：ニューヨーク、コネチカットなどの 9 つの州
排出（削減）目標：2050 年まで電力部門の GHG 排出量が 2005 年水準の 50%以上削減
対象企業サイズ：25MW 以上の化石燃料発電設備
対象セクター：化石燃料発電ユニット
排出量のカバー率：20%
California Cap-and Trade Program
排出（削減）目標：
2020 年までに GHG 排出量を 1990 年レベルまで削減する
2050 年までに GHG 排出量は 1990 年レベルより 80%減
対象セクター：第 2 フェーズから、天然ガス、ガソリン・軽油、LPG 等の燃料の大口
供給者（25,000t-CO2/年、輸送用燃料含む）を対象に拡大。2014 年 4 月の制度改正に
より、鉛製造業、液化天然ガス供給事業者が制度対象者として追加された。また、制
度対象となる廃棄物エネルギー転換事業者の基準が明確化された。（25,000t-CO2/年、
義務は 2016 年～）
対象企業サイズ：大型固定排出施設（25,000t-CO2/年、鉄鋼等の製造施設や発電所等）
排出量のカバー率：85%
“(https://icapcarbonaction.com/images/StatusReport2015/ICAP_Report_2015_02_10_online_v
ersion.pdf )

EU 域内で実施しているため加盟国の国内レベルではない。

北京
対象セクターは、電力、熱力、セメント、石油化学、製造業、サービス業
対象企業サイズ：直接・間接排出量は年間 1 万トン以上
対象企業：490 社
排出量のカバー率：40%
上海
対象セクター：電力、鉄鋼、石油化学、化学工業、非鉄金属、建築材料、繊維、紙・
パルプ、ゴム、化学繊維、航空、港、空港、鉄道、商業、ホテル、金融
対象企業：197 社、裾きり値：裾切り値：非工業部門/年間 1 万 t-CO2 以上、工業部門/
年間 2 万 t-CO2 以上
排出量のカバー率：50%
広東省
対象セクター:電力、セメント、鉄鋼、石油化学
対象企業：827 社
排出量のカバー率：55%、裾きり値：年間 1 万 t-CO2 以上
天津市
対象セクター：電力、熱供給、製造業、鉄鋼、化学工業、石油化学、石油採掘
対象企業：114 社、排出量のカバー率：60%、裾切り値：年間 2 万 t-CO2 以上
湖北省
対象セクター：電力、熱供給、鉄鋼、セメント、化学工業、石油、化学、車製造、非
鉄金属、他の金属製品、ガラス、繊維、紙・パルプ、医療と薬品、食品
対象企業：138 社
裾切り値：年間標準炭 6 万トン（約 15.6 万 t-CO2）以上、排出量のカバー率：35%
深セン市
対象セクター：製造業、大型公共建築物、
対象企業：635 社(621 社が製造業)、裾きり値：産業部門/年間 5,000t-CO2 以上、業務
部門/床面積 2 万㎡以上の大型公共ビル、1 万㎡以上の国家機関ビル、排出量のカバー
率：40%
重慶市
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対象セクター：製造業、対象企業：240 社、裾切り値：年間 2 万 t-CO2 以上、カバー
率：40 %
*カバー率は 2015 年時点。”(https://icapcarbonaction.com/en/ets-map )
“(https://icapcarbonaction.com/images/StatusReport2015/ICAP_Report_2015_02_10_online_v
ersion.pdf )
・深セン市では 2010 年と比較して 2013 年の対象企業の総排出量は 375 万トン、
約 11.5%
nc
の削減を達成した。製造業では 80 万トン、約 5.2%削減した。2010 年と比較して、製
造業の排出原単位は 33.2%まで減少した。
・深セン市は今後、交通部門にセクターを拡大する予定。
・広東省は建築物、交通にセクターを拡大する予定。湖北省は 49 の新しい企業を加え
る予定。
・北京市、広東省、上海市、深セン市、天津市で、9 割以上の企業が目標を遵守した。
重慶市でも 7 割、湖北省でも 8 割が目標を達成した。
“Worldbank
“(http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/09/21/0
90224b0830f0f31/2_0/Rendered/PDF/State0and0trends0of0carbon0pricing02015.pdf )
B － 東京都排出量取引制度
排出（削減）目標：2020 年まで GHG 排出量が 2000 年水準の 25%以上削減
対象企業サイズ：前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で年間 1,500 kL 以上
の事業所
対象セクター：商業と産業部門
排出量のカバー率：20%
“(https://icapcarbonaction.com/images/StatusReport2015/ICAP_Report_2015_02_10_online_v
ersion.pdf )
第一計画期間は 2010 年から 2014 年で、基準年の 8%または 6%の削減が義務付けられ
た。基準年は 2002 年度から 2007 年度までの間のいずれか連続する 3 か年度（どの 3
か年度とするかは、事業者が選択可能。ただし、その年度の排出量について、登録検
証機関の検証が必要）である。2012 年の対象事業所からの総排出量は基準年と比較し
て 22%削減された。
* The 3th Year Result of the Tokyo Cap-and-Trade Program
“(https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/attachement/Tokyo%20C%26T%203rd%20Y
ear%20Results.pdf )
埼玉県 目標設定型排出量取引制度
埼玉県では平成 23 年度から目標設定型排出量取引制度を導入した。
この制度は、CO2 の多量排出を行う大規模な事業所を対象とするキャップ・アンド・
トレード方式の排出量取引制度であり、大規模事業所には、事業所ごとに削減目標が
定められた。
対象となる事業所（大規模事業所） ： 原油換算した使用エネルギーが 3 か年度連続
で 1,500kL 以上となる事業所
対象事業所数 ： 県内約 600 事業所
対象となる GHG：熱または電気の使用に伴って排出されるエネルギー起源 CO2
・2013 年度に大規模事業所が排出した二酸化炭素は７００万トンで、基準排出量と比
べて 192 万トン（約 22％）の削減となった。
・2013 年度の対象事業所（574 事業所）のうち、目標削減率以上の削減が行われてい
る事業所は 464 事業所で、全体の約 81％だった。
"(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/documents/h25haishutsu.pdf)
東京都排出量取引制度
nc
第二計画期間である 2015 年から 2019 年には商業部門では 17%、産業部門では 15%の
削減が義務付けられている。
* The 4th Year Result of the Tokyo Cap-and-Trade Program
”(https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/attachement/Tokyo_CAT_4th_Year_Results.p
df )

表 23 炭素税あるいはエネルギー税
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
・自動車税は、自動車燃料と非商業用の国内航海に使われる燃料に課されている。他
B米国
-2012

のエネルギー生産物は、州レベルで価格の割合として売上税に課されているのみであ
る。
・国レベルでの自動車燃料への課税は、大気への排出量削減のためではなく、高速道
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EU

2013
-2025

nc

2005
-2012

A

路とその維持の資金調達のためである。
・鉄道や商業用の国内航海、沿岸内水路に使われる燃料には、課税されていない。
・交通に使われる燃料のみに課税され、加熱や産業プロセス、発電に使われる燃料に
は課税されない。
・国レベルでは電力消費に課税されていないが、いくつかの州では課税されている。
・バイオ燃料について、ガソリンを含んだアルコール燃料には、ガソリンの割合で課
税されている。そして、バイオディーゼル、ディーゼルを含んだ再生ディーゼルはデ
ィーゼルの割合で課税されている。
・エタノール容量に関するガソリン物品税控除やバイオディーゼル、再生ディーゼル
税控除は 2011 年 12 月に終了した。
・交通燃料への消費税(excise taxed)は国レベルの税率に追加する形で課している州もあ
る。
（カリフォルニア、テキサス、ペンシルベニア）
* Taxing Energy Use: A Graphical Analysis, OECD
“(http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/taxing-energy-use/united
-states_9789264183933-38-en#page6 )
ボルダー
2006 年、ボルダーは、アメリカでは最初に、化石燃料から出る電力使用に対して、炭
素税を課した。税率は部門ごとに異なる。
住宅、$0.0049(per kWh)
商業用、$0.0009(per kWh)
産業、$0.0003(per kWh)
再生可能エネルギーは除かれた。これらの税収は、ボルダーの Climate Action Plan.に使
われている。
“(http://www.smartgrowthamerica.org/documents/Boulder-Carbon-Tax.pdf )
ガソリン： state&federal 0.449 ドル/gal（2015 年）
ディーゼル：state&federal 0.516 ドル/gal（2015 年）
“(http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=10&t=10 )
2015 年現在も、国レベルでの炭素税は課されていない。
ボルダーでは 2018 年まで炭素税を継続することが決められた。
2011 年 4 月、欧州委員会は、現行の「エネルギー税制指令」の改定案を公表。加盟国
のエネルギー税の最低税率を、
CO2 排出量に基づく税率として、CO2 排出量１トン当 た
り 20 ユーロとすること等を提案。
*( http://www.env.go.jp/policy/tax/conf/conf01-05/mat02-1.pdf )
ドイツ
1999 年の第 1 次環境税制改革において、エネルギー税である石油税について税率を上
乗せし、加えて電力税も新設。2000 年の第 2 次環境税制改革において税率引き上げ。
発電用燃料については、環境税制改革に伴う石油税の増税分について非課税。炭素税
標準：必ずしも炭素 含有量等には 対応しない
2006 年に鉱油税をエネルギー税（Energy tax）に改組（石炭を追加）
イギリス
・2001 から導入されている。京都議定書の温室効果ガス排出削減目標を達成するため、
気候変動プログラムとして国内措置の検討が行われてきた。その一環として、エネル
ギーのビジネス使用に対する気候変動税を新たに導入。交通部門、家庭部門、エネル
ギー転換部門は対象外。2 年後の省エネ目標を定める協定を政府と取り交わす主要産
業部門には、80％の軽減措置が導入される。炭素税標準：エネルギー

2013
-2025

+

フランス
既存の汚染事業総合税（TGAP）の対象を、2001 年よりエネルギー消費に拡大するこ
とを予定していた。 年間のエネルギー消費量が石油換算 100t 以上の企業（農林漁業
は対象外）が対象。エネルギー多消費産業に対する軽減措置や、自主協定との組み合
わせによる課税免除などが導入される予定であった。
2007 年石炭税(coal tax)導入。2009 年に CO2 税導入を発表したが、憲法裁判所の違憲
判決を受けて導入を断念。炭素税標準：炭素含有量
英国
イギリスの炭素の下限価格(carbon price floor :CPF)は、発電に使われる化石燃料に対す
る税である。2013 年の 4 月に実施され、気候変動税(Climate Change Levy (CCL))となっ
た。発電に使われるガス、固体燃料、LPG に対する、CCL の一部を炭素税(carbon price
support (CPS))に適応した。税率は、$15.75/ tCO2e (2014)である。
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フランス
・2013 年 12 月、フランス議会は EU-ETS によってカバーされていない、化石燃料消
費による CO2 の量に基づいて、国内のエネルギー生産物に対する消費税を課すことを
決めた。そして 2014 年 1 月からガス、重質燃料油、炭素使用に対する炭素税が導入さ
れた。2015 年では€14.5/tCO2 となり、€22/tCO2 in 2016 となる。2015 年へ向けて、炭
素税の対象は、交通燃料とヒーティング・オイルに拡大された。それらの税率は、€7 per
tCO2e (2014)。
*Climate and carbon ‐ Aligning prices and policies, OECD Environment Policy paper.
“(http://www.oecd-ilibrary.org/environment-and-sustainable-development/climate-and-carbon_
5k3z11hjg6r7-en )
*Environmental Performance Reviews OECD
“(http://www.oecd.org/env/country-reviews/50418430.pdf )
・2009 年に消費税(excise taxes)は殆どの石油製品に、加熱、産業、農業、発電のすべ
てのユーザーに同じ割合で適応された。
しかし、国内航空など、例外もあった。
・ディーゼルと軽質燃料油(light fuel oil)は 0.8CNY/ℓ,ナフサと鉛化合物で処理されなか
ったガソリンは 1CNY/ℓ、加鉛ガソリンは 1.4CNY/ℓ。
・付加価値税は、産業利用と発電に対して、原油、ガソリン、ディーゼル燃料、石炭
の売上げの 17%割合で適応された。
・天然ガス、LPG、バイオガスは、住宅利用での石炭と同様に、13%の割合。
・2008 年以降、付加価値税の免除やリベートは石油、石炭、そして天然ガスの輸入に
も導入された。電力消費には課税はされなかった。
*Taxing Energy Use 2015: OECD and Selected Partner Economies People's Republic of China
エネルギー税
（2011 年）
原油：5-10%
天然ガス：5-10%
石炭：2-10%
“(http://www.gov.cn/zwgk/2011-10/10/content_1965540.htm )

炭素税の導入が期待されているが、具体的な時期や制度の詳細は明らかにされていな
い。
石油石炭税
・受益者負担の原則の下に、対策に必要な財源の負担を広く石油等の化石燃料の利用
者に求めるもので、電気、灯油、都市ガス等の最終製品に転嫁される。
・なお、徴税コストの最小化の観点から最上流課税。
また、平成 24 年 10 月から「地球温暖化対策税」として、CO2 排出量に応じて税率を
引き上げている。
（2013 年）
ガソリン：56.6（円/ℓ）
軽油：34.9（円/ℓ）
重油：2.8（円/ℓ）
石炭：1.37（円/kg）
天然ガス：1.86（円/kg）
電気：0.63（円/kWh）
地球温暖化対策税
・全化石燃料に対して CO2 排出量に応じた税率（289 円/CO2 トン）を上乗せ
・2012 年 10 月から施行し、3 年半かけて税率を段階的に引上げ
・石油石炭税の特例として、歳入をエネルギー特会に繰り入れ、我が国の温室効果ガ
スの 9 割を占めるエネルギー起源 CO2 排出抑制施策に充当
使途:燃料安定供給対策(石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保
を図るための、石油及び天然ガス等の開発、備蓄などの措置)
エネルギー需給構造高度化対策(内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切な
エネルギーの需給構造の構築を図るための、省エネルギー・新エネルギー対策等の措
置及びエネルギー起源 CO2 排出抑制対策などの措置)
（2012.10） （2014.4） （2016.4）
石油：250 円/kl、500 円/kl、760 円/kl
ガス： 260 円/t、 520 円/t、780 円/t
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石炭： 220 円/t、 440 円/t、670 円/t

表 24 その他の市場メカニズム
国
時期
評価
2005
米国

評価のための参考情報

-2012

EU

中国

日本

2013
-2025

-

2005
-2012

-

2013
-2025

-

2005
-2012

-

2013
-2025

-

2005
-2012

B+

2013
-2025

+

国内クレジット制度
京都議定書目標達成計画において規定されている、大企業等による技術・資金等の提
供を通じて、中小企業等が行った温室効果ガス排出削減量を認証し、自主行動計画や
試行排出量取引スキームの目標達成等のために活用できる制度。2008 年 10 月に政府
全体の取組みとして開始された。
対象は、中小企業のみならず、農林（森林バイオマス）、民生部門（業務その他、家
庭）
、運輸部門等における排出削減も含む。
国内クレジット制度
• 承認された 1466 事業による削減見込量は 175.3 万トンであった。
• 承認事業実施に基づき認証されたクレジット量は 150.4 万トン（削減見込量 86％）
で、目標値 182 万トンの約 83%を達成。
• 認証されたクレジットのうち 2013 年 6 月末までに償却されたクレジットは 46.8 万
トン（認証量の約 31%）である。認証総量が 10000 トン以上を超えるプロジェクトは、
プログラム型を除いて 15 件あり、導入設備としては、ボイラー（特に木質バイオマ
ス系）の事業が多く、次に工業炉が続く。上位 10 プロジェクトで認証総量の 10%超
を占める。
・2013 年に J-クレジット制度へ移行
(http://jcdm.jp/committee/data/haifu_32/03_v2.pdf )
オフセット・クレジット制度(J-VER)
2008 年 11 月にスタート。国内で実施されるプロジェクトによる削減・吸収量を、オ
フセット用クレジット(J-VER)として認証する制度。自主的なカーボン・オフセット
のほか、地球温暖化対策推進法の報告に活用が許可された。
http://www.j-ver.go.jp/about_jver.html
J-クレジット制度
・中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収
量をクレジットとして認証する制度であり、2013 年度より国内クレジット制度と
J-VER 制度を一本化し、経済産業省・環境省・農林水産省が運営。
・排出削減・吸収に資する技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量の算定方法及び
モニタリング方法を規定（方法論）
・60 の方法論を承認（2015 年 12 月時点）
。
内訳：省エネルギー等 39、再生可能エネルギー9、工業プロセス 5、農業 3、廃棄物 2、
森林 2
J-クレジット制度“(http://japancredit.go.jp/img/contents/menu04/pdf/credit_001_15.pdf )

Ｃ．アクション指標による評価からみたアウトカム指標の説明
ゴール２に関して、上記の表 16～26 での評点をまとめた表 25 とアウトカム指標３（GDP 当たりエネ
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ルギー消費量）を示した図 15 と比べると、過去から現在にかけて急激に改善を示した中国と先進国と間
で、アクション指標に特に大きな差は見られない。先進国では本調査の対象時期である 2005 年より以前
から政策を実施し続けており、その分、政策の効果が十分に浸透した結果、中国よりも大幅によい水準
で推移できているといえる。その中で特に目に付くのは、EU において主要排出事業所に対して排出量取
引制度を活用し、排出量に上限を設定することで産業分野の省エネを進めてきたのに対して、日本では、
産業界での自主的な目標設定に加え、政府から省エネ投資に対する補助金や、建物部門におけるエネル
ギー効率基準の改定、そのような商品を消費者が選択するためのエコポイント制度といった経済的優遇
措置である。建物本体に関してもエネルギーを使わない建物に対する経済的支援は有効と考えられるが、
本調査対象国ではすべての国ですでに実施済みだった。
ただし、現在から将来に向けて、中国だけでなく米国も日欧と同水準まで改善していく必要があり、
特に米国は先進国として、現在導入済みの政策の継続にとどまらず、他の先進国に劣らない省エネ関連
の政策の進展が今後強く求められる。欧州と日本の間では、欧州の中でもドイツやフランスなどでは特
に建物分野において今後より政策の進展が予定されており、日本を追い抜きつつある。日本では、過去
から現在も、また現在から将来にかけても広い範囲で省エネ政策を進めていく予定であり、その水準は
他国と比べても遜色がないものだが、アクション指標でみる限り、それによる改善度はそれほど大きく
なく、努力の大きさとそこから得られる結果による効率性の観点からの評価が必要である。
米国ではアクション指標による改善度も限界的だがアクション指標も他の先進国と比べると相対的に
高い水準にあるとはいえず、今後、アクションを強めていけばより多くの結果が得られると期待できる。

表 25 ゴール２
項目

1. 産業部門

2. 建物部門

3. 交通部門

4. 国土計画

エネルギーの効率的利用（省エネ）
米国

アクション指標の候補

中国

EU

日本

2005
-2012

2013
-2025

2005
-2012

2013
-2025

2005
-2012

2013
-2025

2005
-2012

2013
-2025

(1) 排出量への目標設定
(2) エネルギー効率目標設定

B
B+

nc
nc

AA-

+
+

C+
B+

nc
+

B
A

+
+

(3) 省エネのための補助金あ
るいは政府・企業間協定
(4) 国レベル排出量取引制度
（省エネ促進の観点）
(5) 国内レベル排出量取引制
度（省エネ促進の観点）
(6) 炭素税／エネルギー税、
国以外の排出量取引
(1) 新築、あるいは既築の建
物に対する省エネ基準
(2) 省エネ型建物普及のため
の補助金
(3) 家電製品エネルギー効率
基準、販売時補助金
(1) 省エネ自動車販売促進補
助金、(2) 自動車燃費規制、
(3) 炭素税／エネルギー税、
(4)自動車以外の燃費改善

B+

nc

B-

+

B-

+

A-

+

C

nc

A-

－

C

nc

C

nc

B+

nc

A-

－

C

nc

B-

nc

B-

nc

A

+

B-

nc

B

nc

B+

nc

B+

+

A-

+

B+

+

B+

nc

A-

+

B

nc

B+

nc

B

nc

B+

nc

B+

nc

A

+

（次年度分析予定）

(1)低炭素型都市計画の推進

注：過去から現在までで B+以上、現在から将来までで+以上のセルには網掛けをしている。
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（３）ゴール３

エネルギー需要の逓減（節エネ）

Ａ．アウトカム指標
ゴール３を測定する指標４（一次エネルギー供給量／人口）（図 16）を示した結果、過去から現在に
かけては先進国で改善がみられるものの、今後将来においては、大半の国で目立った改善が期待できな
いことが明らかとなった。国別にみると、すべての期間において、米国が飛びぬけて多いことが明らか
である。パリ協定の下の目標である 2025 年や 2030 年事典でも、米国とその他の差は縮まらない。日本
とＥＵはほぼ類似の傾向を見せているが、日本は人口減少のため、2025 年に向けて若干ではあるが右肩
上がりとなる。社会全体での効率が悪くなっているということでもあり、社会全体でよりエネルギーを
使わない街づくりが求められる。他の指標で改善がみられる EU でも今後は改善がほとんど見られない。
中国では、過去から現在までは経済発展の途上にあり増加傾向であり、この傾向は今後も続くと想定さ
れているが、EU に届かない水準でピークアウトが目指される。
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図 16 アウトカム指標 4 （一次エネ消費量／人口）(TOE/人)
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Ｂ．アクション指標
いずれの国でも、ゴール１や２と比べるとゴール３の政策の数は多くない。


産業部門における需要逓減

産業部門においては、温室効果ガス排出量を減らすために生産活動を抑制するということはどの国で
も行われていない。その中で、比較的寒冷な地域にある欧州では、産業部門に加えて民生部門も合わせ
た地域全体での地域冷暖房システムの導入等の熱のカスケード利用が実施されている地域がある。
唯一中国では、効率の悪い発電所や鉄鋼所を強制的に閉鎖することで、エネルギー資源の無駄な消費
を抑えるといった政策を実施していた。
電力に関しては、デマンド・レスポンスによる取り組みが試行されつつあるが、国レベルで本格的な
制度として導入されている国はまだない。スマートメーターの義務付けは欧州で進んでいる。スマート
グリッドや大型蓄電池の整備は国ごとに進捗の速度は違うものの、いずれも開発途上の段階である。
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建物部門における需要逓減
建物部門においては、全体のエネルギー消費量を減らすために BEMS, HEMS 等のエネルギー管理サー

ビスを中心とした取り組みが多くの国でみられるが、強制力のない自主的なものにとどまる。なお、中
国ではこの分野の取り組みはほとんど見られていない。


消費者行動変化を促すための施策
環境教育やエネルギー消費量の見える化は、人々のエネルギーの使い方に変化をもたらしうる重要な

政策の一つと考えられ、大半の国で人々の気候変動問題に対する意識の向上や、エネルギー消費を減ら
すようなライフスタイルの実施に向けて、環境教育やキャンペーン等を実施している。しかし、それに
よる排出削減効果を定量的に示すことは難しい。


カーボンプライシング（炭素税、排出量取引）
エネルギーの価格上昇は、最終消費者のエネルギー消費量の抑制に対してインセンティブを与えるも

のとなる。ここでは、主に、建物部門を対象としたカーボンプライシングに関してまとめた。


米国
米国では、RGGI が、排出量取引による売却収入を、住宅のエネルギー効率や商用のエネルギー効率、

低所得者の税負担軽減、エネルギー効率、市や州などのコミュニティのクリーン技術の開発などに使っ
ている。42 そして、カルフォルニアでも、排出量取引による売却収入を温室効果ガスの排出を削減する
ための投資に向けられている。43しかし、連邦レベルでは、エネルギー関連の税金から得られた税収は、
エネルギー需要の低減に使われていない。
他のエネルギー需要の低減対策としてネガワット取引が導入された。2007 年、PJM は、容量市場での
ネガワット取引の暫定措置として、ILR と呼ばれるネガワット取引のプログラムを創設した。2012 年、ILR
は容量市場に統合された。ILR では、電源入札に求められる参加資格の一部（例．：信用、金融担保等）
や受渡し容量の確定期限が緩和されているため、アグリゲーター等の参画が比較的容易である。また、
アグリゲーター等によって登録されたネガワットは、容量市場における電源入札に優先して取り扱われ、
ネガワット取引の報酬には電源入札に係る調達価格が適用された。そして、米国におけるディマンドリ
スポンスの需要削減ポテンシャルは、報告されているものだけでも 2006 年の 3,000 万 kW から 2010 年に
は 5,300 万 kW、2012 年には 6,600 万 kW と拡大した。全体のピーク需要の 10％近くを占めるに至ってい
る。44


ＥＵ

EU では 2012 年に「エネルギー効率化指令」が施行された。これにより、EU 全体のエネルギー消費を
2007 年時点での 2020 年の推定値と比べて 20%削減することになった。この指令により、加盟国は需要サ

42“Investment

of RGGI Proceeds Through 2013”, Regional Greenhouse Gas Initiative,
http://www.rggi.org/docs/ProceedsReport/Investment-RGGI-Proceeds-Through-2013.pdf
43“Cap-and-Trade Auction Proceeds Triennial Investment Plan”, California Environmental Protection Agency,
http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auctionproceeds/investmentplan.htm
44“ディマンドリスポンスについて”,資源エネルギー庁
http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/005/pdf/005_09.pdf
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イドと供給サイドの両面から、効率性改善を促された。45
英国ではエネルギー需要低減のために多種多様な政策が行われている。政府は、英国気候変動協定
（Climate Change Agreements, CCA）を 2001 年 4 月 1 日に導入した。気候変動税を課せられたエネルギー
多消費産業が政府と削減目標協定を結び、目標を達成できた場合には気候変動税の免税措置（最大 80%）
が適用される。2013 年には、枠組みが改定され、免税措置が 65%～90%となった。46これは企業のエネル
ギー消費に対して課税（CCL）がなされる一方で、エネルギー多消費産業は、一定のエネルギー消費削減
を政府と約束（CCA）すれば、税率が軽減されるというものであった。
2010 年 4 月、イギリスは CRC（Carbon Reduction Commitment）を開始した。欧州排出量取引制度
（EU-ETS）や英国気候変動協定（Climate Change Agreements, CCA）等のエネルギー集約型産業を対象と
した既存の政策ではカバーできない、エネルギー非集約型の大型商業・公共部門等のエネルギー効率の
改善及び CO2 排出の削減を目的としている。具体的には、電力合計消費量が年間 6,000MWh 以上のホテ
ル、商業施設、大学、政府組織、自治体等が対象であり、運輸部門は制度対象外である。電力起源 CO2
について、EU-ETS では直接排出が規制の対象であったが、CRC で間接排出が規制対象となっている。割
り当て総量は、排出枠の全量を政府が定める固定価格にて販売された。フェーズ 1 となる 2010 年 4 月
～2014 年 3 月は￡12/t-CO2 の固定価格にて割当された。47排出枠の売却益は、国家財政の支援のために
国庫に収納され、環境等の目的に支出される。
また、イギリスでは、建物部門でのエネルギー効率性が主要な課題となっている。”Green Deal scheme”
とそれを補完する”The Energy Company Obligation”が主な対策であり、2011 年の”Energy Act”によって導入
された。Green Deal scheme による融資は 2013 年から実施され、消費者に、電気料金を通じてエネルギー
改良の費用を返済する仕組みである。Green Deal により、2,600 万の住宅と 280 万の商業用建物のエネル
ギー効率性が改善すると期待されている。48
ドイツもイギリスと同様に、近年省エネ政策の中で建築物の省エネが重視されている。2002 年に The
Energy Saving Ordinance （EnEV）が導入され、2009 年に改正された。建物のエネルギーパフォーマンス
に対してより厳しい基準が置かれ、エネルギー性能証明書が導入された。政府は、2013 年 2 月に改正を
提案した。新しい建物の主要なエネルギー需要は、2014 年から 2016 年まで次第に減少させる必要性があ
り、新しい建物を公的な建物については、2019 年までに、そして他の建物については 2021 年までに、エ
ネルギーがゼロの基準を遵守させる提案をしている。また、政府は、2006 年以来、エネルギー効率を改
善した新しい建物か既存の建物を対象に低金利のローンを提供している。2006 年から 2012 年までに、こ
のプログラムにより、300 万のアパートと 1,400 の地方自治体の建物がエネルギー効率化され、€9.3 億が
費やされたが、費用は、the Energy and Climate Fund から使われた。49
フランスでは“white certificate scheme”と呼ばれる仕組みがある。この仕組みは、最終エネルギーの全て
のタイプの供給者に省エネを課すものである。フェーズ 1 は 2006 年から 2009 年、フェーズ 2 は 2011 年
45

環境政策の新地平 第 3 巻「エネルギー転換をどう進めるか」第 5 章「省エネルギーの政策メニューと比較評価」
岩波書店 中野牧子著
46“Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country Report:United Kingdom” Ecologic
Institute – eclareon –January 2014, http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/uk_2014_en.pdf
47
“諸外国における排出量取引の実施・検討状況”、2014 年７月、環境省地球環境局市場メカニズム室
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/os-info/jokyo.pdf
48 “Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country Report:United Kingdom”, Ecologic
Institute – eclareon –January2014, http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/uk_2014_en.pdf
49 “Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country Report: Germany” Ecologic
Institute – eclareon – June 2013, http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/de_2013_en.pdf

52

から 2013 年であり、フェーズ 2 だけで 345 TWh の省エネを達成した。このシステムは、EU-ETS によっ
てカバーされるセクターを除く、全てのセクターをカバーしている。また、“Energy Refurbishment Plan for
Housing”は 2013 年 3 月に導入された。それは 2020 年までにエネルギー消費について、38%削減を達成す
るために 2017 年までに毎年 50 万の家をエネルギー効率化する予定である。その計画は、税額控除とゼ
ロ金利を通じて、中産階級の家のエネルギー効率化を図るものである。50


中国

中国 7 地域の内、4 地域（広東、湖北、上海、深セン）について排出枠売却収入があるものの、額が少
なく、用途は不明である。51


日本

日本では排出枠売却収入の省エネ促進策利用は実施されていない。52 しかし、炭素税の税収は省エネ
ルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などのエネルギー起源 CO2 排出
抑制の諸施策に使われる。
さらに、2013 年度からの東京電力管内でのネガワット取引実証により、要請から需要削減までにかかる
時間や需要削減を持続可能な時間等を確認し、ネガワット取引の技術的な活用可能性を明らかにした。
さらに、ネガワット取引の定着を図るべく、2016 年度補正予算（30 億円）を活用して、①需要家の属性
（例．業態、規模、設備等）に応じたネガワット取引のポテンシャルの検証、ネガワット取引ガイドラ
インの妥当性の検証、そして 電力会社、アグリゲーター、需要家（鉄鋼、化学、窯業、紙･パルプ、食
品、機械）が、ネガワット取引を試行し、ノウハウを蓄積する機会の提供を目的とする実証を行う予定
となっている。
表 26 産業部門を対象としたエネルギー需要対策を求める目標、基準、排出量取引制度
国
時期
評価
評価のための参考情報
RGGI
が、排出量取引による売却収入を、住宅のエネルギー効率や商用のエネルギー
2005
A米国
-2012

効率、低所得者の税負担軽減、エネルギー効率、市や州などのコミュニティのクリー
ン技術の開発などに使っている。そして、カルフォルニアでも、排出量取引による売
却収入を温室効果ガスの排出を削減するための投資に向けられている。
*“Investment of RGGI Proceeds Through 2013”, Regional Greenhouse Gas Initiative,
http://www.rggi.org/docs/ProceedsReport/Investment-RGGI-Proceeds-Through-2013.pdf
*“Cap-and-Trade Auction Proceeds Triennial Investment Plan”, California Environmental
Protection Agency, http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auctionproceeds/investmentplan.htm
ネガワット取引
2007 年、PJM は、容量市場でのネガワット取引の暫定措置として、ILR と呼ばれるネ
ガワット取引のプログラムを創設（※なお、2012 年、ILR は容量市場に統合）
。
• ILR では、電源入札に求められる参加資格の一部（例．信用、金融担保等）や受渡し
容量の確定期限が緩和され、アグリゲーター等の参画が比較的容易。
• また、アグリゲーター等によって登録されたネガワットは、容量市場における電源
入札に優先して取り扱われ、ネガワット取引の報酬には電源入札に係る調達価格が適

50

“Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country Report: France”,Ecologic Institute
– eclareon –January 2014, http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/fr_2014_en.pdf
51 “Emissions
Trading Worldwide: ICAP Status Report 2015”, International Carbon Action Partnership,
https://icapcarbonaction.com/images/StatusReport2015/ICAP_Report_2015_02_10_online_version.pdf
52 “Emissions Trading Worldwide: ICAP Status Report 2015, International Carbon Action Partnership,
https://icapcarbonaction.com/images/StatusReport2015/ICAP_Report_2015_02_10_online_version.pdf
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用。米国におけるディマンドリスポンスの需要削減ポテンシャルは、報告されている
ものだけであっても、2006 年の 3000 万ｋＷから 2010 年には 5300 万ｋW、2012 年に
は 6600 万ｋＷと拡大。全体のピーク需要の 10％近くを占めるに至っている。
*Meti,”(http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/
005/pdf/005_09.pdf )
・工場に対して、費用効果的な廃熱利用の規制 CHP（2009 年～）
・スマートグリッドに関する将来展望（DOE Grid 2030）
・Energy Policy Act of 2005 （デマンドレスポンスの重要性に言及）
・2011 年連邦電力規制委員会は、ネガワット取引を承認。

EU

中国

2013
-2025

nc

2005
-2012

A-

2013
-2025

+

2005
-2012

B-

2013
-2025

+

・EU 需要家側エネルギー効率・エネルギーサービス指令（2006 年）によりスマート
メーター導入の義務化、
・また 2012 年に「エネルギー効率化指令」が施行された。これにより、EU 全体のエ
ネルギー消費を 2007 年時点での 2020 年の推定値と比べて 20%削減することになった。
この指令により、加盟国は需要サイドと供給サイドの両面から効率性改善を促された。
*環境政策の新地平 第 3 巻「エネルギー転換をどう進めるか」第 5 章「省エネルギー
の政策メニューと比較評価」 岩波書店 中野牧子著
英国
英国気候変動協定（Climate Change Agreements, CCA）
2001 年 4 月 1 日に導入された。気候変動税を課せられたエネルギー多消費産業が政府
と削減目標協定を結び、目標を達成できた場合には気候変動税の免税措置（最大 80%)
が適用される。2013 年には、枠組みが改定され、免税措置が 65%～90%となった。こ
れは企業のエネルギー消費に対して課税(CCL)がなされる一方で、エネルギー多消費産
業は、一定のエネルギー消費削減を政府と約束(CCA)すれば、税率が軽減される。
CRC（Carbon Reduction Commitment）
2010 年 4 月 CRC（Carbon Reduction Commitment）を開始した。欧州排出量取引制度
（EUETS)や英国気候変動協定（Climate Change Agreements, CCA）等のエネルギー集約
型産業を対象とした既存の政策ではカバーできない、エネルギー非集約型の大型商業
・公共部門等のエネルギー効率の改善及び CO2 排出の削減を目的としている。具体
的には、電力合計消費量が年間 6,000MWh 以上のホテル、商業施設、大学、政府組織、
自治体等が対象。第 1 遵守期間となる 2010 年 4 月～2014 年 3 月は￡12/t-CO2 の
固定価格にて割当された。排出枠の売却益は、国家財政の支援のために国庫に収納さ
れ、環境等の目的に支出される。
"Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country
Report:United Kingdom" Ecologic Institute – eclareon –January 2014,
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/uk_2014_en.pdf
"諸外国における排出量取引の実施・検討状況"、2014 年 7 月、環境省地球環境局市場
メカニズム室 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/os-info/jokyo.pdf
・産業界との間の CHP に関する協定（ドイツ、2012 年）
・エネルギー消費量目標（イギリス、2013～）2007 年時点での 2020 年 BAU と比べて
18％エネルギー消費量を削減。
・電力会社に対して、最終消費者側における 0.3％の節電および 0.3％のピークカット
を義務付け（2010 年～）
・発電部門、鉄鋼部門などの老朽化した低効率の事業所の閉鎖（2007 年～）。小規模
の石炭火力発電所で 20 年以上経過したものは 2010 年までに閉鎖。中央政府と省政府
との間で協議があり省ごとに閉鎖のノルマが課せられた。
中国 7 地域の内、4 地域（広東、湖北、上海、深圳）について排出枠売却収入がある
ものの、額が少なく、用途は不明である。
Emissions Trading Worldwide: ICAP Status Report 2015”, International Carbon Action
Partnership,
https://icapcarbonaction.com/images/StatusReport2015/ICAP_Report_2015_02_10_online_ver
sion.pdf
・米中エネルギーに関する共同イニシアチブ（2009 年）をふまえ、中国におけるスマ
ートグリッドのあり方を協議中。
・効率基準に満たない産業施設の撤去
・石炭消費総量の制限（2015 年）
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・産業構造の見直し、サービス産業や新規産業の育成。

日本

2005
-2012

C+

2013
-2025

+

・省エネ法によるエネルギー管理者の選任義務、定期講習受講義務、エネルギー使用
状況の記録義務
・排出量取引の売却収入の省エネ促進利用は実施されていない。
平成 25 年度からの東京電力管内でのネガワット取引実証により、要請から需要削減ま
でにかかる時間や需要削減を持続可能な時間等を確認し、ネガワット取引の技術的な
活用可能性を明らかにした。さらに、電力システム改革の進捗に合わせて適切な時期
にネガワット取引の定着を図るべく、平成 26 年度補正予算（30 億円）を活用し、下
記を目的とする実証を行う予定。
① 需要家の属性（業態、規模等）に応じたネガワット取引のポテンシャルの検証
② ネガワット取引ガイドラインの妥当性の検証
③ 電力会社、アグリゲーター、需要家が、ネガワット取引を試行しノウハウを蓄積
需要家：鉄鋼、化学、窯業、紙･パルプ、食品、機械

表 27 建物部門でのエネルギー需要逓減に資する取り組み
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
B
DOE, Net-Zero Energy Commercial Building Initiative (2030 年までに全ての新築業務ビル、
米国
2050 年までに全ての業務ビルの正味エネルギー使用量をゼロにする)

-2012

EU

中国

日本

2013
-2025

nc

2005
-2012

B-

2013
-2025

+

2005
-2012

B-

・エネルギー会社義務（2013 年～イギリス）貧困家庭の住宅の壁面断熱強化による CO2
排出量削減。この前進であった Green Deal と合わせて 4.5 百万トン CO2/年削減を推計。
・エネルギーパフォーマンスのコンサルティング料補助（ドイツ、2015 年～）
特に普及索なし。

2013
-2025

nc

検討中だが実施については不明。

2005
-2012

B-

2013
-2025

nc

・BEMS 事業への補助
・スマートメーターによる見える化
・IT 技術活用による無駄なエネルギー消費の削減

表 28 消費者行動変化を促すための見える化
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
B・エネルギースターキャンペーンによる普及啓発
米国
-2012

EU

中国

日本

2013
-2025

nc

継続

2005
-2012

B

2013
-2025

+

・スマートメーター（イギリス、2010 年～）2020 年までにすべての家庭・中小企業に
メーター設置目標。
・環境教育、キャンペーン
・節エネイニシアチブ、家庭でのエネルギー家計簿 （ドイツ、2012 年～）

2005
-2012

B-

2013
-2025

nc

2005
-2012

B+

・環境教育の普及
・廃棄物の分別＆リサイクル
・クールビズ,

2013
-2025

+

・節電に向けたキャンペーン、クールチョイス、ウオームビズ、エネルギーシェア
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・食品ロスの削減

表 29 産業部門を対象とした炭素税あるいはエネルギー税（需要低減関係）
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
エネルギー関連の税金から得られた税収は、エネルギー需要の低減に使われていない。
C
米国
-2012

EU

中国

日本

2013
-2025

nc

2005
-2012

C

2013
-2025

nc

2005
-2012

C

2013
-2025

nc

2005
-2012

A-

2013
-2025

+

EU では、主に税収は社会保障の軽減に使われている。

地球温暖化対策税
税収の使途:燃料安定供給対策(石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給
の確保を図るための、石油及び天然ガス等の開発、備蓄などの措置)
エネルギー需給構造高度化対策(内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエ
ネルギーの需給構造の構築を図るための、省エネルギー・新エネルギー対策等の措置
及びエネルギー起源 CO2 排出抑制対策などの措置)

表 30 建物部門を対象とした炭素税あるいはエネルギー税（需要低減関係）
国
時期
評価
評価のための参考情報
2005
C
米国
-2012

EU

2013
-2025

nc

2005
-2012

A-

2013

nc

Green Deal scheme とそれを補完する The Energy Company Obligation が主な対策であり、
2011 年の Energy Act によって導入された。Green Deal scheme による融資は 2013 年か
ら実施され、消費者に、電気料金を通じてエネルギー改良の費用を返済する仕組みで
ある。Green Deal により、2,600 万の住宅と 280 万の商業用建物のエネルギー効率性が
改善すると期待されている。
"Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country
Report:United Kingdom", Ecologic Institute – eclareon –January2014,
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/uk_2014_en.pdf
ドイツ
2002 年に The Energy Saving Ordinance (EnEV)が導入され、2009 年に改正された。建物
のエネルギーパフォーマンスに対してより厳しい基準が置かれ、エネルギー性能証明
書が導入された。
政府は、2006 年以来、エネルギー効率を改善した新しい建物か既存の建物を対象に低
金利のローンを提供している。2006 年から 2012 年までに、このプログラムにより、
300 万のアパートと 1,400 の地方自治体の建物がエネルギー効率化されて€9.3 億が費や
されたが、費用は、the Energy and Climate Fund から使われた。
"Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country
Report: Germany" Ecologic Institute – eclareon – June 2013,
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/de_2013_en.pdf
フランス
“white certificate scheme”と呼ばれる仕組みがある。この仕組みは、最終エネルギーの全
てのタイプの供給者に省エネを課すものである。第一遵守期間は 2006 年から 2009 年、
第二遵守期間は 2011 年から 2013 であり、第二期間だけで 345 TWh の省エネを達成し
た。このシステムは、EU-ETS によってカバーされるセクターを除く、全てのセクタ
ーをカバーしている。
ドイツ
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政府は 2013 年 2 月に改正を提案中。新築建物の主要エネルギー需要を次第に減少させ
るため、政府機関の建物については、2019 年までに、そして他の建物については 2021
年までに、エネルギーがゼロの基準を遵守させる提案をしている。
フランス
“Energy Refurbishment Plan for Housing”は 2013 年 3 月に導入された。それは 2020 年ま
でにエネルギー消費について、38%削減を達成するために 2017 年までに毎年 500,000
の家をエネルギー効率化する予定である。その計画は、税額控除とゼロ金利を通じて、
中産階級の家のエネルギー効率化を図るものである。
"Assessment of climate change policies in the context of the European Semester Country
Report: France",Ecologic Institute – eclareon –January 2014,
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/reporting/docs/fr_2014_en.pdf

-2025

中国

日本

2005
-2012
2013
-2025
2005
-2012
2013
-2025

C
nc
B+
nc

・2012 年以降地球温暖化対策税が導入されているが、税率は低く、家計あたり 100 円
／月程度であり需要削減のインセンティブにはほとんどならない。
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Ｃ．アクション指標による評価からみたアウトカム指標の説明
ゴール３に関して、上記の表 26～31 での評点をまとめた表 32 とアウトカム指標４（一人当たりエネル
ギー消費量）を示した図 16 を比べる。一人当たり最終エネルギー消費量であるアウトカム指標４は、ゴ
ール２（省エネ）と３（節エネ）の両方から影響を受けるが、ここでは主にゴール３との関連で考察す
る。
アウトカム指標では米国の一人当たりエネルギー消費量が他国を大幅に上回っているが、エネルギー
消費を減らすという目的に合致した政策が、アクション指標でもほとんど見られないことが指摘できる。
ゴール３に向けて対策を導入すること自体に米国では多くの障壁があると推察できるが、今後長期的に
二酸化炭素を大幅に減らしていくためには、なんらかの政策導入が不可欠である。
日本に関しては 2012 年に導入された炭素税に高評価となっているが、他国と比べた相対的な評価で
あり、税率が消費を抑えるのに十分な率になっているということではない。現在から将来にかけての時
期では、EU および主要加盟国がいくつかの政策導入を予定しているが、それ以外の国では、ゴール３（エ
ネルギー需要の逓減）を目指すこと自体にそれほど積極的ではない。他方、ゴール３なしで 2℃や 1.5℃
目標を達成することは難しく、今後、この分野で新たな政策の掘り起しが求められる。
中国では、効率の悪い老朽化した発電所や鉄工所を強制的に閉鎖する措置を講じており、また今後もサ
ービス産業やその他新規参入産業等、エネルギー集約型ではない産業の育成に力を入れようとしている。
気候変動対策を理由に国内の産業構造を変えようとする動きは他の先進国では例をみない。これはゴー
ル３に位置づけられる。
人々の消費行動を変えるためには、消費者としての意識の向上が不可欠であり、キャンペーンや環境教
育が不可欠であるが、本調査の対象国ではすでにこのような活動は実施済みであり、相対的な差を示す
のは困難だった。より高次な意識向上のための政策立案に向けた工夫が必要である。

表 31 ゴール３ エネルギー需要の逓減
項目
アクション指標の候補

米国

中国

EU

日本

2005
-2012

2013
-2025

2005
-2012

2013
-2025

2005
-2012

2013
-2025

2005
-2012

2013
-2025

1. エネルギ
ー／産業
部門での
ディマン
ド・レスポ
ンス
2. 建物部門
における
需要側対
策

(1) エネルギー消費量に関する
目標設定、ディマンド・レスポ
ンス等の実施

Ａ-

nc

Ａ-

+

B-

+

C+

+

(2) 産業部門を対象とした炭素
税／エネルギー税

C

nc

C

nc

C

nc

A-

+

(1)エネルギー管理システム等

B

nc

B-

+

B-

nc

B-

nc

(2) 消費者行動変化を促すため
の見える化

B-

nc

B

+

B-

nc

B+

+

(3) 消費者行動変化を促す炭素
税、エネルギー税

C

nc

A-

nc

C

nc

B+

nc

3. 交通部門
での需要
側対策

(1) モビリティ需要削減対策、
(2) 公共交通機関へのシフト
(3) 炭素税／エネルギー税
低炭素都市づくり

4. 国土計画

（次年度分析予定）

注：過去から現在までで B+以上、現在から将来までで+以上のセルには網掛けをしている。
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６．得られた示唆と今後の課題
本報告書では、アウトカム指標とアクション指標を用いて、主にエネルギー、産業、建物部門におけ
る取組を、ゴール１から３まで（エネルギー関連）に関連する政策を対象として評価した。その結果、
従来のように、排出量および政策をそれぞれ全体としてマクロに扱って評価していたときよりも、より
具体的なゴールごとに評価できるようになるという利点があることが分かった。また、国ごとに、比較
的強みを持つゴールと、比較的努力不足のゴールがあるといった点も明らかにすることができた。その
結果をふまえ、今後の気候変動対策計画に関しても、より具体的な助言が可能となりうる。
他方で、今回の作業を試行し、最終的な確定版の指標を目材して作業を進めていく上で、いくつかの
課題も浮かび上がった。
アウトカム指標：
(1) ある程度分かりやすい指標が選ばれているが、アクション（努力）によって得られたアウトカムなの
か、あるいは、その国にもともと付随している性質（例：再生可能エネルギーの賦存量など国の努力
ではどうにもならないもの）なのかが切り分けられない。努力はアクション指標で見るのだからアウ
トカムではこの点は無視してよいという割り切りもあるが、再検討の余地がある。
(2) 今後、本報告書では分析しきれなかったゴール４に関しては、森林とフロン等異性質の異なるものが
含まれていることから、指標の選び方には工夫が必要である。
(3) 現時点ではアクション指標とアウトカム指標との間に乖離があり、アクションの効果を定量的に評価
できていないことから、アクション指標に一歩近づける工夫が必要である。
アクション指標：
(1) アクション指標評点のつけ方。９段階の評点の基準にもとづきエキスパートジャッジメントを求めた
が、判断においては、国の発展度合いの違い（先進国と途上国とで同じ土俵で評点をつけてよいのか）、
政策による効果の違い（同じ水準の政策を導入しても同じ量の削減量が得られるとは限らない）、10
年という比較的長い期間における政策自体の変化、等により評点付けに迷うことが少なくなかった。
より迷うことなく客観的につけられる評点のあり方をさらに模索する必要がある。
(2) 「国」の取り扱いについて。米国のように連邦政府レベルと州政府レベルで異なる対応を示している
場合や、EU と EU 加盟国（イギリス、ドイツ、フランス等）で導入されている政策が異なる場合の対
応が難しかった。
(3) 指標の取捨選択。2015 年度は、初年度として網羅的に政策を取り出したが、その中では、すべての国
に求められる中心的な政策と、国の状況に応じて必要度が異なる政策や、大半の国で導入済みで追加
的な効果が期待できないもの等あった。このままでは数も多く、すべての国に情報提供を求めるには
負荷が大きすぎる。今後、これらの政策の中からもっとも中心的なものを指標として選択する必要が
ある。
今後、上記の点に関して改善に着手し、それと同時に、2015 年度には着手できなかった交通部門での
政策、及びゴール４に関連するガスや分野についても同様の作業を行う予定である。
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