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主な対策等 部門別削減量 電源構成

米

国

2050年にGHG排出

量2005年比80％以

上削減

※2016年11月16日

　提出

・目標達成に向けた方法や課題

　を表した分析

・具体的な政策決定ではなく

　ビジョンを示したもの

・5年サイクルで定期的に

　見直しを行う

・標準シナリオ＋5つの代替

　シナリオを紹介

・ホワイトハウス名で提出

・低排出発電の促進（再エネ、原子力、バイオマス、CCSの導入促進等）

・電化の促進（電気自動車、冷暖房、温水器の導入促進等）

・省エネの促進（電気機器等の高効率化等）

・カーボンプライシングの導入

・低排出技術への研究開発投資促進

・国際協力（緩和コストの最小化と有利な貿易機会の最大化のため、

　　　　　国際的な連携は、米国、グローバル社会双方に利する）

産業：約10%減

建物：約20%減

交通：約30%減

土地：約66%吸収増

非CO2：約16%削減

※全GHG排出を上記に

分類し、目標に整合的な

削減量を試算

再エネ：13%→55%

原子力：19%→17%

石炭：39%→20%

ガス：27%→8%　等

※総電力量：90%増

※石炭はCCUS付き

※電源構成の足下の数値は

　IEA2014年統計のもの

　（以下同じ）

カ

ナ

ダ

2050年にGHG排出

量2005年比80%削

減

※2016年11月17日

　提出

・専門家の分析を元に目標達成に

　向けた方法や課題を表した分析

・具体的な政策決定ではなく

　ビジョンを示したもの

・4つのモデルによる7つのシナリオ

　例を紹介

・カナダ政府名で提出

・低排出発電の促進（水力発電の高効率化、コジェネやCCSの導入促進、

　　　　　　　　　送配電網の改善、連携線の強化等）

・電化の促進（産業、運輸、建物等）

・省エネの促進（モーダルシフト、断熱性能向上等）

・廃棄物の削減・リサイクル

・埋立地ガスの転用の推進

・カーボンプライシングの導入

・低排出技術への研究開発投資促進

・国際協力（費用対効果の高い地域での排出削減に協力）

シナリオ例①：

石油開発：86%減

運輸：95%減

個人輸送：97%減

電力：93%減

建物：99%減　等

シナリオ例②：

燃料燃焼：74%減

産業：15%減

農業：28%減　等

※国際的に移転可能な

　緩和成果、クレジッ

　トで全排出量の15%

　分取得

シナリオ例①：

水力：58%→50%

風力：4%→16%

原子力：16%→5%

石炭：10%→10%

ガス：9%→10%　等

※総電力量：150%増

シナリオ例②：

水力：58%→66%

風力：4%→3%

原子力：16%→16%

石炭：10%→0%

ガス：9%→13%　等

※総電力量：100%増

内容
位置づけ目標国

※一部数値はグラフ目測による約数
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各国の長期戦略策定状況① 

 各国とも2030年の約束草案とは異なり、2050年については社会像を固定的かつ詳細
に示すのではなく、国家としてのビジョン、大きな方向性を打ち出している。 

 部門別の削減量、電源構成、森林吸収、クレジット等を示す／示さないの基本的な点
においても、対応は各国各様。 

（出典）各国のUNFCCCへの提出資料（右記URLにて公表）を基に経済産業省作成 http://unfccc.int/focus/long-term_strategies/items/9971.php 

（出典）各国のUNFCCCへの提出資料（UNFCCC HPにて公表）を基に経済産業省作成 
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各国の長期戦略策定状況② 

（出典）各国のUNFCCCへの提出資料（UNFCCC HPにて公表）を基に経済産業省作成 

主な対策等 部門別削減量 電源構成

フ

ラ

ン

ス

2050年にGHG排出

量1990年比75%削

減

※2016年12月28日

　提出

・目標達成に向けた方法や課題

　を表した分析

・具体的な政策決定では

　なくビジョンを示したもの

　（ただし政策決定者には

　一定の拘束力ありか）

・5年サイクルで定期的に

　見直しを行う

・エコロジー・持続可能開発・

　エネルギー省名で提出

・電気自動車等の導入、コンパクトタウン、モーダルシフトの促進

･建物の省エネ規制強化、省エネシステム導入、ライフサイクル分析

・農業・畜産業の高効率化、植林

・省エネ製品の促進や投資、リサイクル

・高排出エネルギー源使用の抑制

・産業競争力維持のためのリーケージ対策やEU域外での

　排出権取引制度の導入推進

・イノベーションへの支援・投資や技術ロードマップの更新

　（GHG排出削減量を見積もるための適切な手段の提供を目指すべき）

運輸：最低66%減

建物：87%減

農業：50%減

産業：75%減

エネルギー：96%減

・エネルギー効率性

　の高いエネルギー

　ミックスの達成

・再エネ投資の促進、

　送配電システムの

　柔軟性向上

・火力発電への投資抑制

ド

イ

ツ

2050年にGHG排出

量1990年比80～

95%削減

（2030年に55%、

2040年に70%

削減）

※2016年11月16日

　提出

・目標達成に向けた方法や課題

　を表した分析

・具体的な政策決定ではなく

　ビジョンを示したもの

・具体的な政策は別途、例えば

　エネルギー経済省による諮問

　委員会で2018年末までを目

　途に検討

・定期的に見直しを行う

・環境・自然保護・原子炉安全省名

　で提出（事前に閣議決定）

・自動車へのCO2フリー燃料供給、公共・鉄道交通促進等

・再エネによる暖房設備導入

・新築の建物への省エネ基準導入・既存の建物の

　リノベーション

・環境に配慮した税制や経済的インセンティブの見直し

・排出権取引制度の強化

・CCU等の研究開発や市場導入促進

-

石炭：段階的に削減・政府

は新設を支援せず

※2030年に電力全体での

GHG排出1990年比61～

62%削減

メ

キ

シ

コ

2050年にGHG排出

量2000年比50%削

減

(2030年に22%又は

36%削減)

※2016年11月17日

　提出

・目標達成に向けた方法や課題を

　表した分析

・具体的な政策決定ではなく

　ビジョンを示したもの

・具体的な政策は別途「特定気候

　変動プログラム」を6年毎に策定

・定期的に（削減：最低10年

　に1回、適応：6年に1回）

　見直しを行う

・天然資源・環境省名で提出

・GHG排出量を考慮したエネルギー価格の設定等

・電気自動車の利用促進、化石燃料への補助金見直し等

・鉄道の利用促進、エネルギーへの補助金見直し等

・ターゲットを絞った補助金や公的・民間の資金供給システムの構築

・森林を含む自主的炭素取引の推進

・イノベーション政策の推進

-

再エネ：13%→44%

（風力：2%→17%

　太陽光：0.1%→15%

　地熱：2%→5%

　水力：13%→7%）

コジェネ：0%→9%

原子力：3%→1%

石炭：11%→0%

ガス：57%→44%

※総電力量150%増

内容
位置づけ目標国

※一部数値はグラフ目測による約数
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パリ協定のための行動 ～NDCパートナーシップ（支援 × ビジネス） 

 昨年COP22の会場で、48の国と国際機関が参加する自主的枠組みとして発足。 
パリ協定を単に約束や目標で終わらせず、今、行動し、前進させることが目的。 

 途上国は必要な資金・技術・支援への、先進国は市場機会へのアクセスをつかみ、 
共に温暖化対策を一歩一歩進めるための、アイデアと情報交換の場。 

 我が国も、総合的なアプローチによって途上国の排出削減計画を策定し（Plan）、 
資金と技術を導入し（Do）、その削減効果を検証し（Check）、追加対策を提案 
（Action）し、「世界の削減の最大化」と「日本企業の海外展開」を同時に 
押し進めるべきではないか。 

 欧州は9ヶ国とEBRD（欧州復興開発銀行）が参加しており、企業進出で先行する 
アフリカ市場（11ヶ国が参加）の地歩を固めるのではないか。 

 米国もIDB（米州開発銀行）と共に参加し、中南米（6ヶ国）等へ展開か。 

○途上国のNDC及び持続可能な開発目標（SDGs） 
 の達成に向け、各国及び国際機関の協力を促進する 
 ことを目的とした新たな自主的枠組み。 
 

○共同議長：ドイツ、モロッコ 
 

○メンバーが連携することで、途上国が自国の目標達成に
必要な技術、金融支援を速やかかつ効果的に受けられ
るようにする。 

 

NDCパートナーシップの概要 

＜出典＞http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/countries-partner-on-national-climate-action-plans/ 
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＜資金・支援情報のデータベースを整備＞ 

 NDCパートナーシップは発足したばかり。行動内容の具体化はこれから。 

 今後、民間セクターを取込み、途上国ニーズを最優先に、活動を拡げる見込み。 

＜参考：NDCパートナーシップが当面取り組む3つのアプローチ＞ 
 

 ①既存の支援、ツール、資金へのアクセスを改善する情報基盤を整備。 

 ②各国の環境・経済・開発の担当官庁間での協力を促す。これを通じて、  

   技術支援、キャパシティ・ビルディングを促す。 

  ③既存の資金支援の相互連携を深め、その強化を促す。 

NDCパートナーシップの概要 

モロッコ /エネルギー・鉱山・水・環境大臣   民間セクターをより取り込んでいくべき。 

メンバー各々の強み、知識を共有して取り組むことが最適。 ドイツ /経済協力・開発大臣 

ドイツ /環境大臣 パリ協定は、約束の「履行」 こそが、喫緊の課題。 

途上国のニーズに最も適したソリューションを用意する。 

ベトナム /天然資源・環境大臣   温暖化対策と経済開発は、車の両輪として進めねばならない。 

世界銀行 /副頭取 

（出典）NDC partnership HP 

パリ協定のための行動 ～NDCパートナーシップ（支援 × ビジネス） 



ＮＤＣパートナーシップ参加国・機関 

  主体 名称 地域 
1 国 日本 東アジア 
2 国 モンゴル 東アジア 
3 国 インドネシア 東南アジア 
4 国 ベトナム 東南アジア 
5 国 バングラデシュ 南西アジア 
6 国 モルディブ 南西アジア 
7 国 パキスタン 南西アジア 
8 国 デンマーク ヨーロッパ 
9 国 フランス ヨーロッパ 
10 国 ドイツ ヨーロッパ 
11 国 イタリア ヨーロッパ 
12 国 オランダ ヨーロッパ 
13 国 ノルウェー ヨーロッパ 
14 国 スペイン ヨーロッパ 
15 国 スウェーデン ヨーロッパ 
16 国 イギリス ヨーロッパ 
17 国 コンゴ民主共和国 アフリカ 
18 国 ガーナ アフリカ 
19 国 コートジボワール アフリカ 
20 国 マリ アフリカ 
21 国 モロッコ アフリカ 
22 国 サントメプリンシペ アフリカ 
23 国 セーシェル アフリカ 
24 国 南アフリカ アフリカ 
25 国 ウガンダ アフリカ 
26 国 ザンビア アフリカ 
27 国 ジンバブエ アフリカ 
28 国 オーストラリア オセアニア 
29 国 ニュージーランド オセアニア 
30 国 バヌアツ オセアニア 

  主体 名称 地域 
31 国 マーシャル諸島 ミクロネシア 
32 国 カナダ 北米 
33 国 アメリカ合衆国 北米 
34 国 ブラジル 中南米 
35 国 チリ 中南米 
36 国 コスタリカ 中南米 
37 国 コロンビア 中南米 
38 国 パナマ 中南米 
39 国 セントルシア 中南米 

40 国際機関 EC（欧州委員会）   

41 国際機関 EBRD（欧州復興開発銀行）   

42 国際機関 FAO（国連食糧農業機関）   

43 国際機関 GEF（地球環境ファシリティ）   

44 国際機関 IDB（米州開発銀行）   

45 国際機関 UNDP（国連開発計画）   

46 国際機関 UNEP（国連環境計画）   

47 国際機関 UNFCCC（国連気候変動枠組条約）   

48 国際機関 WB（世界銀行）   

東アジア 5% 
東南アジア 5% 
南西アジア 8% 
ヨーロッパ 23% 
アフリカ 28% 
オセアニア 8% 
ミクロネシア 3% 
北米 5% 
中南米 15% 

エリア別割合 
（国際機関を除く） 
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中国の低炭素インフラ輸出 

 今後、アジアインフラ投資銀行（AIIB）等を活用し、低炭素分野のインフラ海外展開
が加速化する可能性。 

 日本の優れた低炭素技術による海外削減を更に推進していくためには、如何に中国との
差別化を図っていくべきか。 

AIIBの概要（2016年12月時点） 
実績：9件の融資（約17億ドル）を承認 
授権資本：1,000億ドル 

加盟国：49カ国 

AIIB Energy Sector Strategy: Sustainable Energy  
for Asia Discussion Draft for Consultation 
（2017年１月） 
 
• パリ協定やSDGsとも整合的な6つの指針に基づき、 
ファイナンスを付与 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• CO2排出削減量や再エネ比率等を 
モニタリング 

1. エネルギーへのアクセス及び 
エネルギー安全保障の促進 

2. 潜在的なエネルギー効率の実現 
3. エネルギー供給における炭素強度 

（energy intensity）の削減 
4. 地方及び地域横断的な汚染への対処 
5. 民間資本の活用 
6. 地域内の協力及び連携の促進 

「一帯一路」とAIIBのエネルギー関連融資案件（AIIB融資額） 

パキスタン 
水力発電 

（3億ドル） 

アゼルバイジャン 
天然ガスパイプライン 

（6億ドル） 

バングラデシュ 

配電設備改修・拡充 
（1.65億ドル） 

ミャンマー 
ガス火力発電 
（0.2億ドル） 

（出典）http://www.theasanforum.org/chinas-eurasian-pivot/ 

オマーン 
鉄道システム 

（0.06億ドル） 

（出典）AIIB HP 

○グリーンファイナンスシステム構築のためのガイドライン策定（2016年8月） 
・G20杭州サミットを前に中国人民銀行、国家発展改革委員会、環境保護部等の7機関
が連名で公表。民間資金やAIIB等の金融機関を活用し、一帯一路や地域協力枠組を通
じて関係国におけるグリーンファイナンスを拡大していく方針。 
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中国で進む低炭素投資とイノベーション 

 中国は再生可能エネルギー分野でも投資を加速。国主導による再エネ比率の引き上げ
等、低炭素社会への転換を加速化。加えて、石炭火力の高効率化が急速に高まってい
るなど、技術面での追い上げも進展。 

国別、再エネ新規投資額 
（2015年上位10ヵ国） 

※白枠内は6年間の設備容量拡大見込み。 
（出典）IEA World Energy Outlook 2016  

世界の再エネ設備容量の拡大見込み 
に占める中国の割合（2015-2021） 

 
・第13次5ヵ年計画（2016年3月） 
 「革新」「協調」「グリーン」「開放」「共有」の５つの理念を軸として「2020年までにGDPと国民所得を2010年比で倍増する」 
 との目標を掲げる。 
・再生可能エネルギー発展第13次5ヵ年計画（2016年12月） 
 2020年までに国内の再エネ比率を発電電力量ベースで27％（1.9兆kWh）に引き上げるとの報道。 

（10億ドル） 

中国国内の新設石炭火力の推移 
（設備容量ベース） 

（出典）The UDI World Electric Power Plants Data Baseを基に 
        経済産業省作成 
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からの伸び 

※政府・民間の投資額の合計。 
（出典）UNEP, Bloomberg New Energy Finance資料を基に経済産業省作成 
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IoTを活用した低炭素技術の差別化 
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 低炭素技術の海外展開は競争が激化。機器単体の性能に加え、IoTを活用した新たな保守管
理ビジネスの重要性が高まる中、AI等の技術革新を受け、グローバル企業らは先を争い、世界に
散らばる機械設備からの情報取得を進めている。 

 その際、商品・製品の「低炭素価値」も、新たに入手可能なデータの一つとなり得る。 

 日本の優れた低炭素技術による排出削減量を見える化し、競合製品・サービスと差別化すること
で、受注競争を優位に展開できるのではないか。 

○2016年9月、東電FPがGEの 
 産業向けOS Predixを導入決定 

＜GEの取組＞ 

○2015年に新事業部門「GEデジタル」 
 を発足（製品に加え、関連サービスで 
 稼ぐビジネスモデル） 
 
「デジタル・ツイン」 
機器のデジタル模型を構築し、運転データ
や気象予報等の情報と組み合わせて、保
守・運転の効率向上を図る。また、こうし
たデータの蓄積を製品の設計に活かす。 

 

＜MHPSの取組＞ 

○センサ、ビックデータ分析、AI等の活用により、 
 発電所における不適合の予防、運転・保守の 
 最適化、運用性の改善等を図り、発電効率 
 等を向上させることで、CO2排出量を削減。 

データ収集 

システム最適運用 
のための提案 

分析 

（出典）海外展開戦略タスクフォース第三回会合資料８より抜粋 

（出典）GE 2015 Annual Reprot 

Predix 


