
資料４ 

長期地球温暖化対策プラットフォーム中間整理に関するエビデンス・情報提供

の呼びかけ（Call for Evidence and Information）の結果について 

平成 29 年 4 月 7 日 
経 済 産 業 省

長期地球温暖化対策プラットフォームでは、長期の地球温暖化対策を検討す

るに当たっては、幅広く知恵を集めることが重要との考え方の下、「中間整理」

までに提起された諸論点について、国内外の関係者からエビデンス（データや

事例等の事実や分析）や参考とすべき情報の提供を広く呼びかけました。

この呼びかけに対して、多くのエビデンスと情報が寄せられました。これら

のエビデンスと情報は、今後も、長期の地球温暖化対策についての幅広い関係

者間での議論に資すると考えられるため、その概要を公表します。

１． 募集期間

平成 28 年 12 月 26 日～平成 29 年 1 月 26 日 
平成 28 年 12 月 26 日～平成 29 年 2 月 20 日（英語版） 

２． 情報提供件数

109 件 

３． 情報提供を求めた論点と情報提供件数

(1) グローバル・製品ライフサイクル・イノベーションによる削減 

グローバル・製品ライフサイクル・イノベーションによる削減に取り組

んでいる企業の事例や、それについて分析したレポート等 

【情報提供件数：41件】 

(2) 不確実性と共存する戦略 

気候変動問題には、気候科学、将来社会、国際協調等様々な不確実性が

あるが、こうした不確実性と共存する戦略の在り方についてのレポート等

（気候変動問題に関する不確実性に限らず、不確実性一般と共存する有益

な戦略） 

【情報提供件数：6件】 

(3) 気候変動を巡る金融・投資の動き 

気候変動を巡る金融・投資の動きについての政府、投資家、企業等の反



 

応とその根拠となるエビデンス 

【情報提供件数：7件】 

(4) カーボンプライシング 

「カーボンプライシング」と「産業競争力・雇用・イノベーション投資」

との関係についての考え方とその根拠となるエビデンス等 

【情報提供件数：7件】 

(5) 海外展開のための環境整備 

① 途上国の排出削減市場ポテンシャルとその根拠となるエビデンス等

② 約束（ＮＤＣ）達成支援等、途上国の排出削減支援の考え方とその根

拠となるエビデンス等 

③ 排出削減量の見える化の先行事例、有望分野とその根拠となるエビデ

ンス等 

【情報提供件数：26件】 

(6) イノベーションの実現 

① 革新技術シーズの発掘のために有効な仕組みとその根拠となるエビデ

ンス 

② あらゆる研究開発活動から得られる研究成果・データを有効活用する

ための方策とその根拠となるエビデンス等 

③ 官民や産学の間で必要となる連携、及び産業界の何らかの関与を得る

ために、政府として必要な方策とその根拠となるエビデンス等 

④ 技術開発の途中で切り出せる成果の見える化やその活用促進のために

必要な方策とその根拠となるエビデンス等 

【情報提供件数：35件】 

※ 1つのエビデンスで複数の論点に関係する場合が多いため、各論点毎の件

数と、提供総数とは一致しません。 
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Carbon Partners
Asiatica

「長期地球温暖化対策プラットフォーム」の「中間整理」に係るエビデ
ンス・情報
［Carbon Partners Asiatica］

「見える化」の推進策として、インドネシアを例に、輸出金融を活用した途上国に
おける適切な緩和行動（NAMA）支援を提案。

●

明日香 壽川
（東北大学　教授）

気候変動における不確実性問題 気候感度に関する最新の科学的
知見を中心に
［東北大学　東北アジア研究センター 教授　明日香　壽川］

気候感度の計算方法の1つであるエネルギー・バジェット・アプローチ及び気温上
昇停滞（ハイエタス）関する科学的知見についての情報提供。 ●

明日香 壽川
（東北大学　教授）

COP21後の各国目標の上方修正に必要な政策研究ー国際競争
力喪失問題の再検証、
INDCsの相対評価、カーボン・クラブの制度設計ー
［環境経済・政策研究 Vol. 9(2016) No. 1］

カーボンプライシングによる国際競争力の喪失に関する既存研究のレビュー、各国
INDCの公平性・野心度の国際比較についての検証、カーボンクラブ（温暖化対
策に積極的な国の集合）を活用した制度設計研究の必要性についてのレポー
ト。

●

明日香 壽川
（東北大学　教授）

Climate response estimates from Lewis & Curry
［Miller Richard］

気候科学者のコミュニティサイトに投稿された気候感度に関する科学的検証記
事。（Lewis, Curryの研究によれば、1.1～4.1℃の平衡気候感度で0.9～
2.5度の過渡気候応答における信頼区間は5～95%とされる。）

●

明日香 壽川
（東北大学　教授）

How The Economist got it wrong
［Nuccitelli Dana and Mann Michael］

オーストラリア放送(Australian Broadcasting Corporation)のニュース記
事。Economist紙が、近年の観測において気候感度が1.9度まで低く推定され
るようになったとしていることに対する反論。

●

明日香 壽川
（東北大学　教授）

Marvel et al (2015) Part 1: Reconciling estimates of
climate sensitivity
［Schmidt Gavin］

気候科学者のコミュニティサイトに投稿された気候感度に関する科学的検証につ
いての記事。 ●

明日香 壽川
（東北大学　教授）

Implications for climate sensitivity from the response
to individual forcings
［Marvel Kate, Schmidt, Gavin A., Miller Ron L.
Nazarenko Larissa S.］

気候感度の計算の改善に関する文献情報。 ●

明日香 壽川
（東北大学　教授）

Emissions Trading and International
Competitiveness:Case Study for Japanese Industries
［IGES Working Paper　 Jusen Asuka, Kei-Ichiro
Kanamoto, and Lu Xiang Chun］

欧州の排出量取引制度（ETS）の分析方法等を用いた、ETSと国際競争力
の関係に関する分析レポート。 ●

一般財団法人 電力
中央研究所

長期地球温暖化プラットフォームに対するエビデンス・情報の提供
［電力中央研究所］

・地球温暖化問題は「厄介な社会問題」であり、解決策を予め完全に設計する
ことができず、目標や対策手段を繰り返し見直していく必要性についての情報提
供。国際協調の不確実性に柔軟に対処できる枠組として、パリ協定のハイブリッド
アプローチ（目標の自国決定と相互レビューの組み合わせ）についての情報提
供。
・カーボンプライシングと産業競争力・雇用・イノベーション投資との関係についての
考え方とその根拠となるエビデンスについての情報提供。
・革新技術シーズの発掘のために有効な仕組みや研究成果・データを有効活用
するための方策等についての情報提供。
・エネルギー・環境分野の技術開発に関する国家プロジェクトの事例研究を紹
介。国家プロジェクトの役割は、民間だけでは遂行できないリスクの高い研究開発
を推進することや、他の主体が自主的に行う技術開発を加速させることであり、特
に国際競争の激しい分野においては、開発のスピードが競争優位性に大きな影
響を与えることから、重大な意義があると指摘。また、同時に、継続的な支援措
置を講じることが重要と指摘。

● ●

一般財団法人　電力
中央研究所
上野貴弘

約束（ＮＤＣ）達成支援に関する試論
－途上国のニーズと日本企業の活動を結びつける－
［上野貴弘　電力中央研究所主任研究員］

タイとインドを例に、途上国の支援ニーズとそれに関連する日本企業の活動の特
定から、途上国のNDC達成支援について考察。

●

一般社団法人 日本
化学工業協会

温室効果ガス削減に向けた新たな視点－国内および世界における
化学製品のライフサイクル評価  第3版  サマリー編
［日本化学工業協会］

原料採取から製造、使用、廃棄に至るライフサイクル全体を俯瞰した視点で、世
界の化学製品のライフサイクル評価（cLCA）を提唱した、2011年7月策定の
レポートの改訂版。第3版では、国内での貢献15事例（自動車用材料、航空
機材料、住宅用断熱材など）と世界での貢献4事例（海水淡水化プラント、エ
アコン、自動車、航空機）について、対象年1年間に製造が見込まれる製品をラ
イフエンドまで使用した時のCO2排出削減貢献量を評価。2020年において国内
では1.2億t、海外では3.9億tの削減ポテンシャルがあると算定。

●

一般社団法人 日本
化学工業協会

温室効果ガス削減に向けた新たな視点－国内および世界における
化学製品のライフサイクル評価  第3版  事例編・ファクトシート編
［日本化学工業協会］

化学製品のライフサイクル評価に際し、前提条件や温室効果ガス排出量の算定
に用いたデータ等についての情報提供。 ●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
パナソニックが欧州初となる家庭用燃料電池コージェネレーションシス
テムを発売
［パナソニック株式会社］

○パナソニック株式会社が、ヨーロッパ市場向けの家庭用燃料電池コージェネレー
ションシステムをドイツの暖房システム分野のリーディンカンパニーであるフィスマング
ループと共同開発し、2014年4月より販売を開始することについてのプレスリリー
ス。

○ガス部門における海外での温室効果ガス削減に向けた下記３つの取組を中
心に情報提供。
・天然ガスの普及や天然ガス火力を中心とした低炭素電力の需給を通じた貢献
・国内で開発した革新的なガス機器を海外展開
・国内メーカーの海外工場向けにエネルギー需給設備を建設しエネルギーサービス
を2016年から提供

● ●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
東燃燃料電池システム株式会社　欧州における家庭用燃料電池
システム事業の参入について
［東芝燃料電池システム株式会社］

○欧州での家庭用燃料電池システムの普及拡大に向けた、東芝燃料電池シス
テム株式会社と欧州大手暖房機器メーカーである「BDRサーメア社」との提携に
ついてのプレスリリース。

○ガス部門における海外での温室効果ガス削減に向けた下記３つの取組を中
心に情報提供。
・天然ガスの普及や天然ガス火力を中心とした低炭素電力の需給を通じた貢献
・国内で開発した革新的なガス機器を海外展開
・国内メーカーの海外工場向けにエネルギー需給設備を建設しエネルギーサービス
を2016年から提供

● ●

関連する論点

「エビデンス・情報提供への呼びかけ」の結果

情報提供者 資料名
※［　　］は出所 概要



2 ページ

グローバル・製
品ライフサイク
ル・イノベー

ションによる削
減

不確実性と
共存する戦

略

気候変動を
巡る金融・投

資の動き

カーボンプライ
シング

海外展開の
ための環境整

備

イノベーション
の実現
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※［　　］は出所 概要

一般社団法人 日本
ガス協会

都市ガス事業における地球温暖化対策の取り組み　低炭素社会
実行計画フェーズⅠ　2016年フォローアップ
［一般社団法人　日本ガス協会］

○都市ガス業界の低炭素社会実行計画と2015年度の取組実績等についての
情報提供。原料転換や製造効率向上による製造プロセスの改善、消費段階で
の削減貢献、都市ガス・発電事業や高効率ガス機器の海外展開等によるCO2
削減事例を紹介。特に、国内の消費段階では、製造工程での排出増加量のの
100倍以上のCO2削減に貢献し、2030年度において低炭素型機器等の普及
が最大限進んだ場合、約6200万t-CO2の削減ポテンシャルがあると試算。

○ガス部門における海外での温室効果ガス削減に向けた下記３つの取組を中
心に情報提供。
・天然ガスの普及や天然ガス火力を中心とした低炭素電力の需給を通じた貢献
・国内で開発した革新的なガス機器を海外展開
・国内メーカーの海外工場向けにエネルギー需給設備を建設しエネルギーサービス
を2016年から提供

○ガス部門における温室効果ガス削減に向けた技術開発について、下記を中心
に情報提供。
・水素・燃料電池
・エネルギーマネジメント
・オープン・イノベーションによる取組

● ● ●

一般社団法人 日本
ガス協会

エネルギーと未来のために東京ガスグループがめざすこと。～チャレンジ
2020ビジョン～
［東京ガス株式会社］

○東京ガスの2020年に向けた事業ビジョン（３Eを踏まえたLNGバリューチェーン
の高度化等）についての情報提供。

○ガス部門における海外での温室効果ガス削減に向けた下記３つの取組を中
心に情報提供。
・天然ガスの普及や天然ガス火力を中心とした低炭素電力の需給を通じた貢献
・国内で開発した革新的なガス機器を海外展開
・国内メーカーの海外工場向けにエネルギー需給設備を建設しエネルギーサービス
を2016年から提供

○ガス部門における温室効果ガス削減に向けた技術開発について、下記を中心
に情報提供。
・水素・燃料電池
・エネルギーマネジメント
・オープン・イノベーションによる取組

● ● ●

一般社団法人 日本
ガス協会

堺・泉北コンビナートにおけるLNG冷熱の高度活用による省エネル
ギー事業
［三井化学株式会社、大阪石油株式会社、大阪ガス株式会
社］

LNGを気化する際に生じる冷熱の融通を通じた企業連携による省エネ取組事例
についての情報提供。

●

一般社団法人 日本
ガス協会

北部事業所省エネ改修～行動観察等を活用した省エネ～
［大阪ガス株式会社］

大阪ガス北部事業所における事業所（ビル）内の省エネ活動について、特に、
行動観察に基づく取組により得られた成果についての情報提供。

●

一般社団法人 日本
ガス協会

大阪ガスグループ新中期計画（2014-2016）Catalyze Our
Dreams
［大阪ガス株式会社］

大阪ガスグループの2014-2016年の中期計画についての情報提供。 ●

一般社団法人 日本
ガス協会

LNGベトナム株式会社の設立について（東京ガスプレスリリース）
［東京ガス株式会社］

○東京ガスアジア社による、ベトナムでのLNG調達、販売・基地建設・運営事業
参画を目指す現地会社の設立についてのプレスリリース。

○ガス部門における海外での温室効果ガス削減に向けた下記３つの取組を中
心に情報提供。
・天然ガスの普及や天然ガス火力を中心とした低炭素電力の需給を通じた貢献
・国内で開発した革新的なガス機器を海外展開
・国内メーカーの海外工場向けにエネルギー需給設備を建設しエネルギーサービス
を2016年から提供

● ●

一般社団法人 日本
ガス協会

ガスマレーシアエネルギーアドバンス社においてエネルギーサービス事業
第一号物件の建設工事に着手（東京ガスプレスリリース）
［東京ガス株式会社］

○株式会社エネルギーアドバンスによる、マレーシアでのエネルギーサービス事業展
開のための現地会社の設立と事業第一号物件の建設工事着手についてのプレ
スリリース。

○ガス部門における海外での温室効果ガス削減に向けた下記３つの取組を中
心に情報提供。
・天然ガスの普及や天然ガス火力を中心とした低炭素電力の需給を通じた貢献
・国内で開発した革新的なガス機器を海外展開
・国内メーカーの海外工場向けにエネルギー需給設備を建設しエネルギーサービス
を2016年から提供

● ●

一般社団法人 日本
ガス協会

TGESアメリカにおいてエネルギーサービス事業第一号物件の基本合
意書を締結（東京ガスプレスリリース）
［東京ガス株式会社］

○TGES America Ltd.のアメリカにおけるエネルギーサービス事業第一号物件
の基本合意についてのプレスリリース。

○ガス部門における海外での温室効果ガス削減に向けた下記３つの取組を中
心に情報提供。
・天然ガスの普及や天然ガス火力を中心とした低炭素電力の需給を通じた貢献
・国内で開発した革新的なガス機器を海外展開
・国内メーカーの海外工場向けにエネルギー需給設備を建設しエネルギーサービス
を2016年から提供

● ●

一般社団法人 日本
ガス協会

東京ガスアニュアルレポート2015 P.31～34
［東京ガス株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

二国間クレジット制度に係る実現可能性調査　最終報告書　概要
版
［株式会社野村総合研究所　大阪ガス株式会社（平成２７年
度　環境省委託事業）］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

JCM実現可能性調査「大型ショッピングモールへのガスコージェネレー
ションシステムおよび太陽光発電システムの導入」
［株式会社野村総合研究所　大阪ガス株式会社（平成２７年
度　環境省委託事業）］

●

ガス部門における海外での温室効果ガス削減に向けた下記３つの取組を中心に
情報提供。
・天然ガスの普及や天然ガス火力を中心とした低炭素電力の需給を通じた貢献
・国内で開発した革新的なガス機器を海外展開
・国内メーカーの海外工場向けにエネルギー需給設備を建設しエネルギーサービス
を2016年から提供
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一般社団法人 日本
ガス協会

大型ショッピングモールへのガスコージェネレーションシステム及び太陽
光発電システムの導入（プレスリリース）
［The Joint Crediting Mechanism］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

二輪車製造工場におけるオンサイトエネルギー供給のためのガスコー
ジェネレーションシステムの導入（プレスリリース）
［The Joint Crediting Mechanism］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

水素・燃料電池戦略ロードマップ
～水素社会の実現に向けた取組の加速～
［水素・燃料電池戦略協議会］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

小出力 SOFC システムの高効率発電実証
［東京ガス株式会社］ ●

一般社団法人 日本
ガス協会

平成 27 年度水素ネットワーク構築導管保安技術調査（総合調
査）調査報告書
［一般社団法人　日本ガス協会（平成２７年度経済産業省委
託事業）］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

次世代エネルギー技術実証事業成果報告【平成２６年度（補正
予算に係るもの）】
［東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

「バーチャルパワープラント構築実証事業」のうち「高度制御型ディマ
ンドリスポンス実証事業（Ｂ事業）」に係る間接補助事業者の公
募の結果について
［一般財団法人エネルギー総合工学研究所］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

エネルギー創出型排水処理システム
［大阪ガス株式会社］ ●

一般社団法人 日本
ガス協会

堺・泉北コンビナートにおけるLNG冷熱の高度活用による省エネル
ギー事業
［三井化学株式会社、大阪石油化学株式会社、大阪ガス株式
会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
大阪ガス「世界最高の発電効率・世界最小サイズを実現した家庭
用燃料電気エネファームtype S(SOFC)の新製品開発について」
［大阪ガス株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
一般財団法人 省エネルギーセンター「平成28年度省エネ大賞受賞
者の決定について」
［一般財団法人 省エネルギーセンター］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
環境省「平成28年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰等につ
いて」
［環境省］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
東京ガス「80％を超える”超高効率発電”に向けて燃料電池の効率
を飛躍的に高める革新技術の理論設計に成功」
［東京ガス株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

東京ガスHP「CO2マネジメントのための研究開発」
［東京ガス株式会社］ ●

一般社団法人 日本
ガス協会

日本エネルギー経済研究所レポート「我が国におけるPower to
Gas の可能性」
［日本エネルギー経済研究所］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

みずほ情報総研HPコラム「Power to Gas が変える未来」
［みずほ情報総研株式会社］ ●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
日立造船「NEDO『水素社会構築後術開発事業／水素絵年ル
ギーシステム技術開発』事業採択について」
［株式会社日本製鋼所　日立造船株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
日本ガス協会「日本ガス協会寄付口座が関わる『下水汚泥消化ガ
スからの水素ステーション開発』が、第14回産学官連携功労者表彰
式において国土交通大臣賞を受賞しました。」
［一般社団法人　日本ガス協会］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
東京ガス「田町駅東口北地区Ⅰ街区において、スマートエネルギー
ネットワークを構築し熱と電気の供給を開始」
［東京ガス株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
東京ガス「田町駅東口北地区Ⅱ街区における、スマートエネルギー
ネットワークの構築について」
［東京ガス株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

熱供給Vol.96 2016
スマートエネルギーネットワークと熱供給① 開発事業とともにスマート
エネルギーネットワークを構築した地区
［東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社］

●

ガス部門における温室効果ガス削減に向けた技術開発について、下記を中心に
情報提供。
・水素・燃料電池
・エネルギーマネジメント
・オープン・イノベーションによる取組
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一般社団法人 日本
ガス協会

東京ガス「工業間一体エネルギー事業について」
［東京ガス株式会社］ ●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
東京ガス「清原工業団地エネルギーセンター（仮称）の建設および
電力と熱（蒸気や温水）の供給について」
［東京ガス株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

プレスリリース
東京ガス「日産自動車横浜工場からJ-オイルミルズ横浜工場への蒸
気供給の開始について」
［東京ガス株式会社］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

東京都都市整備局HP「選手村地区エネルギー検討会（第１
回）を開催」
［東京都］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

東京都都市整備局HP「選手村地区エネルギー検討会（第２
回）を開催」
［東京都］

●

一般社団法人 日本
ガス協会

大阪ガスHP「オンサイト型コンパクト水素製造装置『HYSERVE』」
［大阪ガス株式会社］ ●

一般社団法人 日本
ガス協会

燃料電池推進協議会HP「商用水素ステーション情報」
［燃料電池実用化推進協議会］ ●

一般社団法人 日本
ガス協会

東京ガスHP「技術開発 商用水素ステーションの運用」
［東京ガス株式会社］ ●

一般社団法人　日本
自動車工業会

自動車業界の地球温暖化対策・海外貢献
［一般社団法人　日本自動車工業会］

自動車業界の低炭素社会実行計画と2015年度の取組実績等についての情
報提供。特に、海外生産工場における省エネ対策の実施により2030年度に
350万t-CO2程度の削減ポテンシャルがあり、海外市場での次世代車の開発・
実用化により4000万～7000万t-CO2の海外削減ポテンシャルがあると試算。

● ●

一般社団法人セメン
ト協会

コンクリート舗装と重量車の転がり抵抗・燃費
［コンクリート工学 Vol.48, No.4,掲載論文］

道路舗装における路面の種類が重量車の燃費に及ぼす影響（算出方法の提
案や転がり抵抗が重量車の燃費に及ぼす影響等）についての情報提供。 ●

一般社団法人セメン
ト協会

Effects of Pavement Structure on Vehicle Fuel
Consumption - PhaseⅢ
［National Research Council Canada  , Centre for
Surface Transportation Technology］

コンクリート舗装、アスファルト舗装、混合舗装の３種類の道路舗装の違いによる
燃費改善への貢献について、カナダの２州の公道で2002年に実験した結果をま
とめた情報提供。

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

LCA 的視点からみた鉄鋼製品の社会における省エネルギー貢献に
係る調査 総括
［日本エネルギー経済研究所］

鉄鋼部門における製品ライフサイクルでの排出削減効果についての分析。製品の
高機能化による製造段階の排出増を相当量上回るLCAトータルでの排出削減
効果について指摘。分析対象は、自動車用高強度鋼板（ハイテン）、船舶用
高張力鋼厚板、電車用ステンレス鋼版、ビル鉄骨用高強度H形鋼（鋼材削減
のみ）、トランス用方向性電磁鋼板、ボイラ用耐熱鋼強度鋼管の6品種。

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

LCA 的視点からみた鉄鋼製品の社会における省エネルギー貢献に
係る調査 発電ボイラー（耐熱鋼管）
［日本エネルギー経済研究所］

566℃級の汽力発電所に高性能耐熱鋼管が導入された場合のCO2削減効果
の試算についての情報提供。燃料削減等により、2010年時点で、65.94万トン
のCO2削減効果を推計。

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

LCA 的視点からみた鉄鋼製品の社会における省エネルギー貢献に
係る調査 自動車（高強度鋼板）
［日本エネルギー経済研究所］

自動車車輛におけるハイテン化率の向上を通じた乗用車の軽量化による燃費向
上や製造用鋼材削減のCO2削減効果の試算についての情報提供。2010年
時点で805万トンのCO2削減効果を推計。

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

LCA 的視点からみた鉄鋼製品の社会における省エネルギー貢献に
係る調査 船舶（高張力鋼板）
［日本エネルギー経済研究所］

船舶用厚板へ高張力鋼を適用による船舶の軽量化による燃料削減や船体鋼
材の削減効果の試算についての情報提供。2010年時点で199.35万トンの
CO2削減効果を推計。

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

LCA 的視点からみた鉄鋼製品の社会における省エネルギー貢献に
係る調査 変圧器（方向性電磁鋼板）
［日本エネルギー経済研究所］

変圧器のリプレース時に高性能電磁鋼板を使用することによる、無負荷損失の
改善及び変圧器の小型化に伴う鋼板使用量削減効果の試算についての情報
提供。2010年時点で164.4万トンのCO2削減効果を推計。

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

LCA 的視点からみた鉄鋼製品の社会における省エネルギー貢献に
係る調査 電車（ステンレス鋼板）
［日本エネルギー経済研究所］

電車用鋼材にステンレス鋼板を適用することによる軽量化に伴う車輌生産時及
び車輌走行時のエネルギー削減効果の試算についての情報提供。2010年時点
で15.14万トンのCO2削減効果を推計。

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

日本鉄鋼業の省エネ国際協力について
［一般社団法人日本鉄鋼連盟］

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

鉄鋼業の地球温暖化対策への取組 低炭素社会実行計画実績
報告
［一般社団法人日本鉄鋼連盟］

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

日印鉄鋼官民協力会合 概要
［日印鉄鋼官民協力会合 記者会見］

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

TECNOLOGIES CUSTOMIZED LIST & TECHNOLOGIES
ONE BY ONE SHEETS Ver.2（インド）
［THE PUBLIC AND PRIVATE COLLABORATIVE
MEETING BETWEEN INDIAN AND JAPANESE IRON
AND STEEL INDUSTRY］

●日本の鉄鋼部門における海外貢献について、日印鉄鋼官民協力をはじめとす
る、下記の取組を中心に情報提供。
・技術カスタマイズドリスト（その国にふさわしい省エネ技術の情報を記載した技術
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一般社団法人日本
鉄鋼連盟

Technologies Customized List Version2.0（ASEAN）
［ASEAN-JAPAN STEEL INITIATIVE］

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

Environmental experience in Japanese Steel Industry
and its cooperation with the ASEAN Steel Industry
［HIROMI KAWAMATA, KENICHIRO FUJIMOTO］

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

Energy management in steelworks by using ISO14404
［HIROMI KAWAMATA］

●

一般社団法人日本
鉄鋼連盟

Energy management in steelworks by using ISO14404
and cooperation with the ASEAN Steel Industry
［SHIRO WATAKABE, MICHIO NAKAYAMA and HIROMI
KAWAMATA］

●

株式会社 日経BP
日本企業によるグローバル・製品ライフサイクルにおける温暖化対策
事例
［株式会社日経BP 日経エコロジー編集］

○自社・他社での省エネ・CO2削減及び製品使用時のCO2排出量を踏まえた
製品設計と海外販売の事例についての情報提供。

○日本企業によるグローバル・製品ライフサイクルにおける温暖化対策について、
個社の考え方や具体的な取組事例について紹介。また、削減貢献量の定量化
についての経営者の視点を紹介。

● ●

ダイキン工業株式会
社

「低温暖化冷媒」と「省エネ技術」の普及による貢献
［ダイキン工業株式会社］

○世界の空調市場と省エネポテンシャルを踏まえた、低温暖化冷媒の普及の削
減効果やインバーター普及の削減量についての情報提供。

○空調分野における「低温暖化冷媒」と「省エネ技術」の普及による貢献に向け
た考え方や、技術を適正に評価・活用できる仕組みづくりやキャパシティ・ビルディ
ングなどの取組を紹介。

● ●

鐵鋼スラグ協会 セメントのLCIデータの概要
［セメント協会］

セメント業界のLCIデータの利用を支援するためセメント協会でとりまとめたLCI
データの収集及び集計方法についての情報提供。

●

鐵鋼スラグ協会 プレキャストコンクリート製品の設計と利用研究委員会報告書
［日本コンクリトー工学協会］

高炉スラグ微粉末を用いたプレキャストコンクリート製品のガイドライン試案につい
ての情報提供。

●

鐵鋼スラグ協会
2012年制定コンクリート標準示方書　改訂資料　基本原則編・設
計編・施工編
［土木学会］

コンクリート構造物の耐用年数あたりのCO2排出量についてのセメント種類別の
比較結果についての情報提供。

●

鐵鋼スラグ協会 関門隧道
［土木学会］

関門鉄道トンネル（1942年完工）建設にあたっての高炉セメント使用実績に
ついての情報提供。 ●

鐵鋼スラグ協会 国立霞ヶ丘競技場建設に使用された50:50高炉セメントに就いて
［第一セメント株式会社］

国立霞ヶ丘競技場（1958年完工、2015年解体）建設にあたっての高炉セメ
ントの使用実績についての情報提供。

●

鐵鋼スラグ協会 セメント協会コンクリート専門委員会報告書F-56
［セメント協会］

各種低発熱セメントを用いたコンクリートの海洋環境下での鉄筋の腐食に関する
研究内容の情報提供。

●

鐵鋼スラグ協会
コンクリートセクターにおける地球温暖化物質・廃棄物の最小化に関
する研究委員会 報告書
［日本コンクリトー工学協会］

需要部門別の高炉セメント使用に関する削減ポテンシャルの検討結果についての
情報提供。

●

鐵鋼スラグ協会 低炭素型コンクリートの普及促進に向けて
［日本建設業連合会］

建設業界の温暖化対策である低炭素型コンクリート普及についてのパンフレット。
セメントを別の材料に置き換える仕組みや2030年の施工段階におけるCO2排
出原単位の25%削減目標等を紹介。

●

鐵鋼スラグ協会
土木学会ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰNo.148　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物における品質
を確保した生産性向上に関する提案
［土木学会］

コンクリート構造物の建築において、品質を確保した上で生産性の向上を可能と
することを目的として、発注者の仕様書やコンクリート標準示方書等を改善してい
くための調査研究についての情報提供。コンクリート構物の建設に伴う環境負荷
を評価できる積算方法を検討。

●

鐵鋼スラグ協会

凍結抑制剤散布下におけるRC床版の耐久性確保の手引き(案)
［SIPインフラ　維持管理・更新・マネジメント技術「道路インフラマネ
ジメントサイクルの展開と国内外への実装を目指した統括的研
究」］

凍結抑制剤散布下におけるRC床版の耐久性確保にあたり、高炉セメントの良
好な特性を活用して、コンクリート構造物の耐久性向上についての技術革新ポテ
ンシャルについての情報提供。

●

電気事業連合会
排出量取引の“理想と現実”── EU-ETSの評価（国際環境経
済研究所理事・竹内純子主席研究員）
［NPO法人　国際環境経済研究所HP］

世界において導入済みまたは導入予定のカーボンプライシング（21 の排出量取
引制度と、17の炭素税）の世界の排出量に占めるそのカバー率（約12%
（7Gt-CO2に相当））についての評価や導入から10年以上を経過したEU-
ETSの効果と課題についてのレポート。

●

電気事業連合会 CARBON MARKET MONITOR
［トムソンロイター］

炭素市場（2016年度）と各国（ＥＵ、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓
国、ニュージーランド、オーストラリア）のカーボンプライシングを巡る状況に関するレ
ポート。

●

電気事業連合会 The Final Carbon Fatcat
［Sandbag］

ヨーロッパのセメント部門におけるEU-ETSの無償割り当ての問題点（余剰排出
枠の増加による排出削減の阻害、カーボンリーケージの発生等）と改善提案
（余剰排出枠の蓄積の停止、精緻な無償排出枠の調整等）に関するレポー
ト。

●

電気事業連合会 火力発電所の発電効率国際比較：2011年時点まで
［(公財)地球環境産業技術研究機構（RITE）］

石炭・ガス火力発電所の発電効率国際比較。
日本の石炭火力の発電効率は世界的に見ても優れており、CO2排出削減の観
点からは、発電効率の劣る石炭火力の発電効率向上が重要と指摘。

●

電気事業連合会
主要国の石炭火力CO2削減ポテンシャルの評価：運用補修と新
設の効果
［(公財)地球環境産業技術研究機構（RITE)］

石炭火力CO2削減ポテンシャルを「運用補修改善による効果」と「新設・リプレー
スによる効果」に分けて評価。
短中期（2020年まで）では運用補修改善の効果が大きく、中長期（2030
年まで）では新設・リプレース（高効率プラントの導入）の効果が大きいと指摘。

●

集の作成
・ISO14404（国際規格でもってエネルギー使用量・原単位排CO2排出量・原
単位の計算方法を定めた）に関する取組
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電源開発株式会社
長期地球温暖化対策プラットフォーム 中間整理に係るエビデンス・
情報提供について
［電源開発株式会社］

①火力発電の海外展開に係る情報提供。IEAによれば世界全体のエネルギー
消費量及び発電電力量は2040年に向けて増加し、アジア新興国では2040年
でも化石燃料による発電が6割を占める。こうした国々では当面の間、価格や供
給安定性に優れた石炭（火力）を使用していくことから、火力発電所からの排
出削減のポテンシャルは大きい。日本の電力会社の高度な運転管理ノウハウは
海外展開にあたり大きな強み。途上国への高効率火力導入においては、建設・
運転・保守に亘る全体システムとしての技術支援体制が必要と指摘。
②イノベーションの実現のためには、科学技術全般の進歩、１０年単位の広範
な要素技術の研究開発の積み重ね、イノベーション促進の取組と並行して足元
の継続した課題への取組が必要と指摘した上で、火力発電の高効率化の技術
開発事例を紹介。

●

日本鉱業協会

長期地球温暖化対策プラットフォーム中間整理に係るエビデンス・情
報提供について（家庭用鉛蓄電システムの普及拡大、非鉄スラグ
のコンクリート用骨材利用の普及拡大）
［日本鉱業協会　技術部］

家庭用鉛蓄電池の普及拡大に向けた政策・支援の必要性についての情報提
供。
非鉄精錬所の副産物である非鉄スラグは、良質な細骨材であり、中国等から輸
送されている砕砂の代替として使用した場合に、175kg-CO2/tの削減につなが
ると試算。

●

旭硝子株式会社 エコガラスのLCA報告書
［板硝子協会］

住宅開口部に主に使われている単板ガラス、省エネ商品である複層ガラスとエコ
ガラス（Low-E複層ガラス）に関するLCA評価を通じた環境負荷低減について
の効果などについての情報提供。

●

旭硝子株式会社
銀３層コーティングによる日射熱７５％カットのエコガラスでビルの省
エネに貢献
［旭硝子株式会社］

高い省エネ性能を有し、遮熱性能を高めたビル向けエコガラス「サンバランス トリプ
リクール」についての情報提供。

●

旭硝子株式会社 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency
［旭硝子株式会社］

欧州ユーザーに対する遮熱性能を高めたガラスの紹介と欧州での普及ポテンシャ
ル試算についての情報提供。 ●

旭硝子株式会社 Low-E Insulating Glass for Energy Efficient Buildings
［旭硝子株式会社］

欧州ユーザーに対する高効率ビル向けの絶縁ガラスの紹介と欧州普及におけるポ
テンシャル試算についての情報提供。 ●

旭硝子株式会社 Carbon footprint
［AGC Glass Europe ］

AGC旭硝子の製品ライフサイクルを通じた排出削減貢献結果についての情報提
供。2012年の報告では、断熱硝子、電化製品・車用ガラス、太陽光電池用ガ
ラスなどの生産を通じて、年間3100万トンのCO2排出削減に貢献。

●

旭硝子株式会社 TNO Built Environment and Geosciences
［TNO］

利用可能な高断熱ガラスをヨーロッパ中に普及させた場合のCO2削減目標に対
する潜在的なインパクトについての情報提供。シナリオ１（新築住宅で、南欧で
は二重高断熱ガラスを導入、それ以外は三重高断熱ガラスを導入）、とシナリオ
２（シナリオ１に加え、既築住宅でも二重高断熱ガラスを導入）について一般
的な一重ガラスを使用する場合と比較した削減見込みを試算。EU27か国の
2020年の削減見込みは、シナリオ１で1,130.3万トン、シナリオ２で9,661.3
万トン。

●

旭硝子株式会社 Life Cycle Assessment of Float Glass
［PE INTERNATIONAL AG］ 板ガラスの製造にかかるライフサイクル評価を温室効果についての情報提供。 ●

西村　六善（元国連
気候変動交渉担当
大使）

安本　皓信（元衆議
院商工委員会調査
室長）

論点に関するエビデンスと参考情報（４）カーボンプライシング

全世界共通の炭素市場（全球炭素市場）を創設し、化石燃料の上流供給
者（化石燃料の輸入業者や、自国で産出している場合は最初の国内出荷者
など、その国の経済に最初に化石燃料を供給する者）に対し国際入札をかける
という制度提案。

●

東京大学
本部和彦、手塚宏之

海外における削減活動の見える化-技術支援について-
［東京大学　本部和彦、手塚宏之］

海外における温室効果ガス排出削減効果の見える化について、CDM等の既存
の削減量評価方法の比較等をもとに、今後の対応の方向性について試案を提
示。

●

特定非営利活動法
人
気候ネットワーク

活況と不況 2016　-世界の石炭火力発電所の計画の追跡-
［Coal Swarm、Sierra Club、Greenpeace］

世界の石炭火力発電所の現状に着目したレポート。近年は世界中で石炭火力
発電所の建設が進んだ一方で、その稼働率が下がっていることなどを紹介。２℃
目標に鑑みた場合に、新規で石炭火力発電所を建設することは不適切であり、
代わりにクリーンエネルギーへの投資やエネルギーアクセスの拡大に向けた投資を勧
める。

●

特定非営利活動法
人
気候ネットワーク

昇る太陽、沈む影響力？　地球気候政治で自ら孤立を招く日本
［E3G（テイラー・ディムステイル、リズ・ガラガー、カミラボーン）］

日本の気候変動政策の積極的な推進の必要性と、それを通じた気候リスクを軽
減する国際合意の実現への流れの創出及び将来のグリーン市場における日本産
業の競争力維持についてのレポート。

●

特定非営利活動法
人
気候ネットワーク

炭素供給の費用曲線：石炭への資本的支出における金融リスクの
評価
［Carbon Tracker］

石炭の需給と金融動向に関する分析レポート。
石炭の需給、価格動向とそれを踏まえた石炭への資本的支出における金融リス
クの指摘、投資家への提言（保有資産のエクスポージャーの把握、リスクへの対
処方針の明確化等）を記載。

●

特定非営利活動法
人
気候ネットワーク

日本における座礁資産と石炭火力：環境関連リスク・エクスポー
ジャーの分析
［オックスフォード大学スミス企業環境大学院　持続可能性金融プ
ログラム］

日本で座礁資産となりうる石炭火力発電所の規模を推計したレポート。石炭火
力発電所が5年、10年、15年で座礁するシナリオを設定した上で、将来的に座
礁資産となりうる石炭火力発電所の価値が6兆8570億円～8兆9240億円規
模に達するとし、日本で新たな石炭火力発電所の計画と開発を続けることのリス
クについて言及。

●

匿名
CDP Press release: Industry leads new initiative to
revolutionize carbon pricing for investors
[CDP]

カーボンプライシング検討のイニシアティブを、産業界主導で発足させたことについて
のプレスリリース。電力業界がパリ協定を満たすために必要なカーボンプライシング
を検討するもの。2017年中に、他の大規模排出セクターにも検討の対象を広げ
る見通しで、同年春にはカーボンプライスの幅についてまとめた最初のレポートを公
表予定。

●

匿名
Adapting Portfolios to Climate change　- Imprications
and strategies for all investors -
[BlackRock]

気候変動がもたらす4つのリスク（physical、technological、regulatory、
social）を提示するなど、投資家に対して気候変動リスクを勘案した投資をする
ように呼びかけるレポート。

●

匿名
Sustainability and enterprise risk management: The
first step towards integration
[WBCSD]

企業が持続可能性の面からリスクや機会を適切に捉えられていないとし、事業リス
クの中に持続可能性の視点も含めていくべきとするレポート。これまでの事業リスク
と異なり、持続可能性をリスク評価に含めることの困難さ等を整理している。

●

匿名 10years of carbon pricing in Europe
［The Prince of Wales's Corporate Leaders Group］

欧州の排出量取引制度（ETS）実施10年目において、ETSに参加している主
な企業からのETSに関する意見をとりまとめたレポート。イタルチェメンティ、グラク
ソ・スミスクライン、タタ・スティール、アルセロール・ミッタル、ジャガーランドローバー等
の企業へのインタビューを記載。

●
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匿名

燃料電池システム・主要スタック部品の世界市場を調査
－2030年度予測（2013年度比）－
 燃料電池システム市場 6兆4,923億円（59.3倍）　欧州を筆
頭に各エリアで需要が増加
 需要分野別 燃料電池車が大幅に拡大し4兆7,520億円　家庭
用も7,910億円に
◆提供データ
https://www.fuji-keizai.co.jp/market/15036.html
［株式会社富士経済］

ガス部門における温室効果ガス削減に向けた技術開発について、下記を中心に
情報提供。 ●

匿名

我が国におけるPower to Gasの可能性
◆提供データ
https://eneken.ieej.or.jp/data/6442.pdf
［日本エネルギー経済研究所］

ガス部門における温室効果ガス削減に向けた技術開発について、下記を中心に
情報提供。

●
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