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第１章 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向 

 第１節 我が国の地球温暖化対策の目指す方向 

  ２．長期的な目標を見据えた戦略的取組   

我が国は、パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みの下、主要

排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長

を両立させながら、長期的目標として2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指す。このよ

うな大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難である。したがって、抜本的排出削減を可

能とする革新的技術の開発・普及などイノベーションによる解決を最大限に追求するとともに、国内投資

を促し、国際競争力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的、戦略的な取組の中で大幅な排出削

減を目指し、また、世界全体での削減にも貢献していくこととする。 
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地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定） 

 本タスクフォースは、国内投資拡大・産業競争力確保の観点から、地球温暖化対策
計画で示された長期目標についての論点整理を試みたものである。 
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議論の構造 

なぜ長期目標を

掲げるのか？ 

根源的な課題は

なにか？ 

どう向き合えば

良いのか？ 

なにを 

為すべきか？ 

（１）地球温暖化対策の大目的 

（２）2050年▲80%削減の含意 

（３）長期目標を掲げる意味 

（４）求められる希望 

（１）不確実性 

（気候科学、産業・技術・社会） 

（２）囚人のジレンマ 

（３）未来への意志 

１ 2 

3 4 

（１）不確実性と共存する戦略 

（２）革新的技術と未来への意志 

（３）温暖化対策の４つのフィールドと 

グローバル・バリューチェーンでの削減 

（４）主要論点の整理 

（１）Wicked Problem 
    （最適解の無い問題） 

（２）リフレーム 

（３）３つのゲームチェンジ 

①イノベーション 
②グローバル・バリューチェーン 
③不確実性との共存 



（１）地球温暖化対策の大目的 

地球温暖化対策の大目的は、持続可能な発展 

 「経済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内に」、 

「大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させる」（気候変動枠組条約） 

 持続可能な開発の文脈において、「２℃目標」「今世紀後半の人為的な排出量と吸収源による除去量の
均衡」等を規定（パリ協定） 

 「地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すると
ともに人類の福祉に貢献する（地球温暖化対策の推進に関する法律 第一条）」こと。 

※2015年９月25日に、17の持続可能な開発のための目標（Sustainable Development Goals: SDGs）と169の
ターゲットを掲げる「持続可能な開発のためのアジェンダ」が国連で採択。 

（２）2050年▲80%削減の含意 

 従来の取組の延長では実現が困難な目標 

（３）長期目標の位置づけ 

  目指すべきビジョンであって、対策に裏打ちされた中期目標とは異なる。 

  不確実性と向き合い、将来に備える新思考の出発点。 

（４）求められる希望としての未来 

 希望を描き出すのが、長期戦略の役割。 

  国民生活・産業活動に我慢を強いるのではなく、我が国のイノベーションを生む知的・産業基盤、 

 自然との共生を楽しみながら豊かな社会を築く国民性を活かした取組を進めるべき。 
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１．なぜ長期目標を掲げるのか？ 



１．（２）2050年▲80%削減の含意 

 80％削減という水準は、仮に、①業務・家庭部門をオール電化又は水素利用とし、②運輸部門をゼロエミッショ
ン車に転換し、③再エネ・原子力・CCS付火力で電力を100%非化石化したとしても、農林水産業と2～3の
産業しか許容されない水準。 

 現在の技術を前提として国内でやるとすれば、社会インフラを総入れ替えする程の巨額のコスト負担と、痛みを
伴う産業構造の大転換を意味している。（外交・防衛、財政健全化、社会保障、エネルギー安全保障等の多様な政策
目的との整合性も不可欠） 
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１．（４）求められる希望としての未来 

 「希望としての未来」を描き出すのが長期戦略の役割。 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム 
「国内投資拡大タスクフォース」第2回 資料4 博報堂生活総合研究所 石寺様 御提出資料を基に作成 
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（１）不確実性 

① 気候科学の不確実性【気候感度の不確実性、それに伴う削減シナリオの幅】 

② 将来の産業・技術・社会の不確実性 

③ 国際的な経済社会の不確実性 

（２）「囚人のジレンマ」をどう克服するか 

① 温暖化対策の削減コストは1国が負担するが、それによる便益は世界全体で享受されるため、どの国
もフリーライドしようとする傾向があり、国際協調が難しい。 

② 気候変動問題の解決は、一国、一企業の力のみでなし得るものではない。世界全体で進むべき方向性
や速度感を共有し、長期的な排出吸収バランスに向けて脱落者を出さずに走り続けることが重要。 

（３）未来への意志 

 実現したい未来は何か 

２．根源的な課題はなにか？ 
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実績

約束草案を踏まえた排出見通し

7 （出典）RITE（地球環境産業技術研究機構）推計   MAGICC（IPCC WG3の気温推計モデル）、DNE21モデル（RITE）を用いて試算 

２．（１）不確実性①－気候科学 

 温室効果ガスの濃度が2倍になったときの気温の変化（気候感度）については、科学者の間でも1.5～4.5℃程度と見
解が分かれており、最良推定値が得られていない。 

 そのため、IPCC第5次評価報告書の削減シナリオでは、便宜的に気候感度を仮置き（区間推定値2.0-4.5℃、最頻
値３.0℃、IPCC第4次評価報告書と同水準）し、シナリオを評価（※）。 

 パリ協定で合意された２℃目標のための温室効果ガス排出経路は、気候感度やリスクに対する考え方によって複数考え
られる。 

 科学的知見の限界に留意しつつリスク管理を的確に進めるため、削減目標は幅をもって解釈すべき。 

図は気候感度 
・3.0℃でも可能性が高い経路の一つ（緑線） 
・3.0℃では可能性がどちらかといえば高い、2.5℃では高い経路の一つ（青線） 
・2.5℃ならどちらかといえば可能性が高い（3.0℃ならどちらかと言えば可能性が低い経路の一つ（オ
レンジ線） 
として紹介 する 

※IPCC第５次報告書で、区間推定値の下限が2.0℃から第3次評価報
告書と同水準の1.5℃に引き下げられたことを踏まえ、気候感度を第3
次評価報告書と同水準（区間推定値を1.5-4.5℃、最頻値を2.5℃）
と仮置きしたときの評価についても記載している。 

    気候感度 
 
2100年濃度 
カテゴリー（ppmCO2eq）  

2.5℃ 
（1.5-4.5℃）※ 

3.0℃ 
（2.0-4.5℃） 

450  66％以上 66％以上 

500  66％以上 50％以上 

550  50％以上 50％以下 

＜2℃未満に抑制する可能性＞ 

※赤太線は2020年以降の約束草案を踏まえた排出見通し 

＜2℃目標のための温室効果ガス排出経路＞ 

+14% 

▲42% 

▲74% 
いずれも2010年比 

高い（66％以上） どちらかといえば高い（50％以上） 

※IPCCの役割は、あくまで科学的知見を提供することであり、政策提言をすることは禁じられている。 
"The work of the organization is therefore policy-relevant and yet policy-neutral, never policy-prescriptive." 
（URL：https://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml） 
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 IoT、ビックデータ、人工知能（AI）等の発展により、これまで実現不可能と思われていた社会の実現が
可能となり、これに伴い、将来の産業構造、就業構造が劇的に変わる可能性。 

２．（１）不確実性②－産業・技術・社会 

 実社会のあらゆる事業・情報が、データ化・ネットワークを通じて自由にやりとり可能に（IoT） 

 集まった大量のデータを分析し、新たな価値を生む形で利用可能に（ビッグデータ） 

 機械が自ら学習し、人間を超える高度な判断が可能に（人工知能（AI）） 

 多様かつ複雑な作業についても自動化が可能に（ロボット） 

→ これまで実現不可能と思われていた社会の実現が可能に。 

   これに伴い、産業構造や就業構造が劇的に変わる可能性 

（出典：「新産業構造ビジョン」中間整理（平成28年4月27日 経済産業省） 
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メイン・シナリオ 

世界全体で対策進展 

（世界半減、 

そのために先進国▲80％ 等） 

 

コンティンジェンシー① 

経済活力喪失 

（過度な規制の導入により産業が

疲弊し、対策原資が枯渇） 

コンティンジェンシー② 

パリ協定の形骸化 

（主要国の離脱、主要排出国が総

量削減に移行しない等） 

２．（１）不確実性③－国際協調 

 パリ協定は新たなスタートだが、今後の道行きは予断を許さない。 

 グローバルな市場の中で抜け駆け（フリーライド）が起きると温暖化対策の効果は大きく減退。 

 ▲80％削減は、リーズナブルなコストで利用可能な革新的技術が開発・導入され、国際協調のもとで、世界全体
の対策が進展する「最良」のケース。 

※緩和（排出削減）の枠組みが上手く機能しない場合、適応（温暖化の影響の防止・軽減）でどこまで対応するかも問題となる。 



２．（３）未来への意志 

「パリ協定」の受諾に関する内閣総理大臣の談話（2016年11月8日） 
 
 本日、「パリ協定」を受諾することを決定しました。この協定は、歴史上はじ
めて、国連気候変動枠組条約の締約国である１９７ヵ国が全て参加する、公平か
つ実効的な気候変動対策のための協定です。（…） 
 
 気候変動は、国際社会全体で取り組まなければならない長期的な課題です。世
界は、この困難な問題の解決に向け、新たなスタートを切りましたが、今後、全
ての国が「パリ協定」に基づき、着実に温室効果ガスの削減等に努めていくこと
が必要です。これから「パリ協定」の実施のための指針を策定する交渉が本格的
に始まりますが、我が国は、全ての国による排出削減というパリ協定の精神が貫
徹されるよう、各国による排出削減の透明性がより高まるようなルールの構築に
向け、主導的な役割を果たしていく決意です。 
 
 我が国は、地球温暖化対策に、内閣の最重要課題として、引き続き全力を挙げ
て取り組みます。本年５月には、「地球温暖化対策計画」を策定し、パリ協定の
長期目標を見据えた戦略的な取組を明確にするとともに、２０３０年度に温室効
果ガスを２６％削減するという我が国の目標達成に向けた道筋を付けました。今
後とも、国民運動を広く展開しながら、国内での排出削減に計画的に取り組むと
ともに、経済成長を犠牲にせず、これと両立する形で排出削減を実現するため
に、環境・エネルギー分野での革新的な技術開発を積極的に推進します。また、
日本の優れた環境技術や経験を活かしつつ、ＣＯＰ２１で表明した２０２０年に
おける約１．３兆円の気候変動対策事業が途上国で着実に実施されるよう取り組
むとともに、世界全体での排出削減に貢献していきます。 
 
 自然と調和する暮らしの伝統、石油危機を克服した世界に冠たる技術。これか
らも官民で創意工夫を重ね、我が国ならではの強みを更に磨き上げていきたいと
思います。こうした取組を通じて、気候変動への国際社会の取組に主導的役割を
果たし、かけがえのない地球を、子や孫の世代に無事に引き渡すという我々の責
務を果たしていきます。 

 どのような未来を目指すのかは、我々の意志が問われている。 

2015年11月30日 
COP21で演説する安倍総理 

10 
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（１）地球温暖化問題は、問題の定義や解決法が明解ではない「Wicked problem」※ 

 最適解のない問題 

（２）リフレーム 

 新たな視点で問題の枠組みを捉え直すこと（リフレーム）が必要 

（３）３つのゲームチェンジ 

① エネルギー環境技術のイノベーション 

② グローバル・バリューチェーンを通じた削減 

③ 不確実性を踏まえた戦略的対応 

3．どう向き合えば良いのか？ 

※ウィキッド・プロブレム（厄介な問題） 



Wicked problem 

 問題も解法も明確でなく、定義しようとしている間に変化する。どういう方向に進むのか、という意志が重要。 

例：日本が今後どうしていくべきか。（1つの最適解があるわけではない。時代とともに考え方も変わりうる。） 
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3．（１）気候変動問題は「Wicked problem」 

Wicked problemの特徴 

（１）どうすればよい、という正解は存在しない 

（２）問題の原因が複雑に絡み合っている 

（３）どのような取組を行っても、新たな問題が生じることは避けられない 

（４）ステークホルダーの数が多いため、「すべての人が満足する」ということはありえない 

（５）考えすぎて何もしないよりも、PDCAを回して行くことが圧倒的に重要 

（６）どうありたいか、という意志が重要となる 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム 
「国内投資拡大タスクフォース」第2回 資料５ 
大阪ガス行動観察研究所 松波様 御提出資料を基に作成 



 常識とされていた解釈や解法の枠組みを新しい視点・発想で前向きに作り直すこと 

 パリ協定では、各国に削減義務を割り当てる従来（京都議定書）のトップダウン型の方式から、各国が自主的に削減目標を掲
げて対策に取り組むプレッジ＆レビューというボトムアップ型の方式にリフレームされたと見ることもできる。 

→ 米国、中国という2大排出国や途上国を含むすべての国が参加する地球温暖化の新しい実効的な国際枠組みが作られた。 
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（例：「音楽を楽しむ」をリフレーム） 

3．（２）リフレーム＝枠組み、捉え方を変える 

・ウォークマン：音楽を楽しむという価値について、従来の評価軸である『音質』とは別に、『外で音楽を楽し
む』という異なる枠組みの評価軸を作った。 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム 
「国内投資拡大タスクフォース」第2回 資料５ 
大阪ガス行動観察研究所 松波様 御提出資料を基に作成 
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3．（３）3つのゲームチェンジ 

①エネルギー環境技術のイノベーション 

 排出削減については、1国がそのコストを負担しても、その便益は世界中に及ぶため、国際
協調が難しい。他方、イノベーションは、成功した技術を各国に展開することができ、ま
た、各国も好んで先進的な技術を受け入れるため、各国は喜んでフロントランナーを目指
す。イノベーションを基軸にすれば、ゲームの構造が変わる。 

②グローバル・バリューチェーンを通じた削減 

 地球温暖化防止のためには、地球全体での排出削減が不可欠。産業のサプライチェーン・
バリューチェンがグローバル化している現代においては、国内、部門内、企業内に閉じた
削減という視点を、グローバル・バリューチェーンを通じた削減という視点に広げること
が重要。 

③不確実性を踏まえた戦略的対応 

 気候科学、将来の産業・技術・社会、国際協調に不確実性があることを認識し、これと共
存する戦略を考えていく必要がある。 
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4.（１）不確実性と共存する戦略 

 一つの解決法に依拠したリニアな戦略では、不確実性に対処できない 

 将来の様々な不確実性を考慮すれば、国内の経済社会情勢、諸外国の動向を視野に入れ、戦略的に対応していくこと
が不可欠 

 自由経済の中で、産官学が協力し、解決策を共創的に探求していくことが重要 

＜求められる要素＞ 

大目的の明確化 

『持続可能な発展』 

状況が変化しても達成すべき目的を見誤らない 

強さ 

将来の展開を先取りし、未来を自らの手でつかみ取る 

①後悔しようのない必須アクションの実施 

（省エネや既存の低炭素技術の普及、地球温暖化の普
及啓発等） 

②将来を見据えた戦略的オプションの追求 

（革新的技術のイノベーションなど） 

しなやかさ 

国内外の情勢変化に合わせて行動を柔軟に変化させる 

①柔軟性とマイルストーン 

・様々な不確実性により、状況が変化することを前提に
複数の、もしくは幅を持たせた方針を準備 

・技術進展等の変化を早期に察知して迅速に方針を
修正するための「マイルストーンの設定」 

②継続的なPDCAによりその時々の最善策を導く 
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４.（２）「革新的技術」と未来への「意志」 

 革新的技術は、環境（温室効果ガスの削減）、経済（経済成長）、社会（質の高い国民生活）の同時
達成を可能とする鍵。だが、単に革新的技術が存在するだけでは十分ではなく、我々自身がその技術を使って
どういう未来を実現したいかという意志（注）が重要となる。 

（注）エネルギー需給や産業構造の長期的な変化の背景としては、国民一人一人の価値観やライフスタイルの転換が不可欠であり、我々の「意志」
を形成するための教育・啓発活動の重要性は言うまでもない。他方、「意志」の力を過信するのも禁物である。2009年12月、各国首脳は強固
な「政治的意志」を持ってコペンハーゲンに集ったが、政治的意志だけでは持続的な協力枠組みを構築し得なかった。状況が変化したとしても対
策が持続的に機能するためには、実効性ある解決策が伴っていなければならない。 

革新的技術 

と未来への 
意志 

社会 

環境 経済 
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４.（３）地球温暖化対策の「4つのフィールド」とグローバル・バリューチェーンでの削減 

 「空間」「関係」の2本の対立軸を掛け合わせると、4つのフィールドが生まれる。 

 地球温暖化を防ぐためには、地球全体の温室効果ガス削減が必要。 

 そのためには、国内・排出源別の閉じた対策だけでなく、海外や、上流から下流、大企業から中小企
業まで製品ライフサイクル全体を通じた、『グローバル・バリューチェーンでの削減の視点』が重要。 

※経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第2回資料4 博報堂生活総合研究所 石寺様  御提出資料をもとに作成 

空間を 
あける 

空間を 
しめる 

関係を 
しめる 

関係を 
あける 

 自社国内工場・オフィスにおけるエネルギー
マネジメントシステムなどを活用した省エネ 

 最先端技術の導入による製造工程におけ

る原単位改善         

 高効率発電所の導入 

 植林事業によるCO2吸収源の確保 

 プラントやオフィスビル等での最適なオペレー

ションノウハウ・技術の提供        

 国内外のステークホルダーとの技術・ノウハ
ウ等の共有とソリューション提供による環境
負荷の低減 

 世界市場での低炭素・高効率製品の普
及（次世代車など）によるバリューチェーン
を通じたCO2削減 

 低炭素・高効率素材による使用段階での
CO2削減 

 モーダルシフトによる物流の効率化 

 複数事業者による連携省エネ取組の推進

（設備の効率的な利用等）    

バリューチェー
ン 

排出源別 

国内 

グローバル 



－ 主要論点の整理 － 
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①産業界の取組 

②金融・投資 

③カーボンプライシング 



①産業界の取組 
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＜地球温暖化対策計画（抄）＞ 

 産業部門（製造事業者等）の取組 

産業部門における2013年度の二酸化炭素排出量は、４億2,900万ｔ－ＣＯ２であり、2005年度比で

6.0％減少している。省エネルギーの推進、産業界の自主行動計画や低炭素社会実行計画による取組が、これま

でのところ成果を上げてきているが、我が国の温室効果ガス排出量の約３割を占める同部門の取組は今後とも重

要である。このため、低炭素社会実行計画をはじめとする対策の着実な推進を図るとともに、消費者・顧客を含めた

主体間の連携、国際貢献の推進、革新的技術の開発等により地球温暖化対策に貢献していく。 



 AI、IoT、ロボティクス、Industry 4.0…テクノロジーの進化による破壊的イノベーションが業態・
業種の枠組みを超えた新たなビジネスモデルを可能とし、様々な分野で新市場が創出される。 

 日本企業は、気候変動問題をビジネス機会と捉える意識が高い。 

20 

産業の将来 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第2回 資料2 （みずほ銀行産業調査部作成） 

 

テクノロジーの進化による破壊的イノベーションのイメージ 
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競争力ある産業は、社会的課題解決の原動力 

共通基盤技術 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 
・ 
・ 
 
 
 
 
 

AI 

IoT 

ロボット 

ビッグデータ 

要素技術 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 
・ 
・ 

革新的生産プロセス 

革新的新素材 

次世代蓄電池 

水素製造・利用 

次世代太陽光 

次世代燃料 

× × 

活用分野 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 
・ 
・ 

製造 

ビル・建物 

サービス 

運輸 

交通 

エネルギー 

= 

社会に与えるインパクト (例） 

生産管理の効率化 

汚染物質の排出抑制 

労働力不足の解消 

交通渋滞緩和 

利便性向上 

インフラ・都市のデザインの変化 

新たな財やサービスを生み出すイノベーションのイメージ 

ライフスタイル、行動様式の変化 

社会課題を 
解決する 

イノベーション 

温室効果ガス削減 

 我が国には、素材、機械、電機・電子、自動車、インフラ等、エネルギー環境分野のイノベーションを
生み出すエコシステムが存在するが、イノベーションの仕組化やR&D機能の刷新が企業の課題。 

 競争力ある産業の業種を超えた連携が、革新的な技術・解決策を生み、社会的課題を解決。 
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産業界が直面する課題 

 様々な不確実性の中で、自らの産業が将来どうありたいかを描き、その実現のために、技術動向
や経済・社会の変革の方向性など様々な要素を考慮し、各業界をとりまく課題を解決しながら、
競争力を高めていくことが必要。 

 我が国の産業界は、革新的技術やサービスの創出とその経済・社会への普及を通じて、国内だけ
でなく、グローバルな削減に大きな役割を果たしうるポテンシャルを有している。 

エネルギー 

●激変する競争環境 
●3E＋Sの実現 

自動車 

●インテリジェント化 
●エネルギー転換 
●死亡事故ゼロ 

電機･電子･機械 

●低炭素なインフラづくり、 
ITシステム･ソリューション 

素材 

●素材間競争 
●サーキュラーエコノミー 
●グローバルな過剰生産 

▲▲業界 

◆◆業界 

■■業界 
○○業界 

□□業界 

●●業界 



廃棄・ 
リサイクル 

コニカミノルタ株式会社 
○エコビジョン2050 
→製品ライフサイクルにおけるCO2を、2050年までに

2005年度比で80%削減 
→環境価値の経営指標への組み込み 
→技術やノウハウ提供によるグローバルな環境負荷低減 

株式会社日立製作所 
○日立環境イノベーション2050 
→バリューチェーンを通してCO2排出量 2050年度

80％削減（2010年度比） 

→省エネルギーや生産効率向上等の社会システム・ 
  ソリューションの提供 

日産自動車株式会社 
○ゼロ・エミッションリーダーシップ 
→業界を超えた連携等により、新車のCO2排出量を

2050年時点で2000年比90%削減 
○電動化と知能化による社会変革 
→ｴﾈﾙｷﾞｰ転換、クルマの使い方転換、死亡事故ゼロ等 

株式会社小松製作所 
○スマートコンストラクション 
→建機本体の性能向上だけでなく、国内外の建設現場

にICTを組み込み全体最適を実現 

原材料・ 
部品 
の調達 

生産 輸送 使用 
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国内・自社の削減からグローバル・バリューチェーンでの削減へ 

 各企業が策定している長期ビジョンから見えてくるものは、 

  ①製品やサービスの（国内での）生産段階における削減のみに着目するのではなく、製品ライフサ 
   イクル全体での削減、かつバリューチェーンを通じたグローバルでの削減であること。 
  ②長期的なビジョンは、コミットメントやターゲットではなく「今後の方向性」であること。 
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世界の動向（CDP サプライチェーンプログラム） 

 CDP（企業の環境情報等を毎年収集・評価・公表する国際NPO）は、サプライヤーとバイヤーの
交流を促すため、2008年にサプライチェーンプログラムを立ち上げた。現時点で、グローバル企業
89社が参加し、全体で約8,300社のサプライヤーが存在。 

 CDPが実施した2016年度調査によれば、報告のあったサプライヤーの排出削減活動による温室
効果ガス削減量が、4.34億t-CO2（フランスの年間排出量を超える量）に達した。また、サプ
ライチェーンにおける排出量は、自社による排出量より４倍も多く、サプライチェーンの削減は大き
なポテンシャルがあると報告されている。 

サプライチェーンプログラムの概要 

（出典）CDPサプライチェーンレポート2016/2017 

サプライチェーンプログラムの流れ 

○参加企業：89社 
  参加する日本企業：JTI、ブリヂストン、花王、日産自動車、 
               日東電工、大成建設、トヨタ自動車 
○総調達費用：2.7兆米ドル 
○サプライヤー：約8,300社 
○2016年度調査の結果（回答サプライヤー数：4,366社） 
 回答企業のうち、4分の3のサプライヤーが顕著な気候変動リス

クを感じている。 
 回答のあったサプライヤーが報告した温室効果ガス排出削減

量は4.34億t-CO2に達した。 
 自社のサプライヤーと連携して温室効果ガス排出量の削減に

取り組んでいる企業は、回答企業の22％に留まる。 
 サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の目標値を定めて

いる企業は、わずかに4％。 



産業界の貢献（グローバル・バリューチェーンでの削減） 

 日本の産業界は、生産段階で既に世界トップクラスのエネルギー効率を実現。 

 製品ライフサイクルの中で、使用段階での排出量が最も多いことを踏まえると、日本の高機能素材
や低炭素製品の国内外への普及により、製品やインフラの使用段階において、生産段階の排出
量を大きく上回る削減を生み出すことが可能。 

 単に国内生産を輸入品に切り替えるだけでは、世界全体の排出量は減らない。世界全体の温室
効果ガスの削減を、より迅速に進めていくためには、今後、製品ライフサイクルを俯瞰したグローバ
ル・バリューチェーンでの削減に如何に貢献するかが鍵。 

25 

削減貢献量 

生産段階の 
排出量 

2013 2020 2030 2050

低炭素製品・インフラのライフサイクルを通じた削減貢献のイメージ 

省エネ投資や生産工程の改善による排出量の減少 

革新的技術のイノベーションによる 
低炭素製品・インフラの開発及び 
その世界市場での普及拡大 



廃棄・ 
リサイクル 

原材料・ 
部品 
の調達 

生産 輸送 使用 
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産業界のグローバル・バリューチェーンの取組（一例） 

国内外での天然ガスシフト・燃料電池普及 
（日本ガス協会） 

コンクリート舗装の普及 
（セメント協会） 

国内外での植林 
（日本製紙連合会） 

省エネ型建設機械の開発・実用化 
（日本建設機械工業会） 

 産業界は、「自主行動計画」「低炭素社会実行計画」に基づき、これまでも地球温暖化対策を着
実に進めてきた。 

 各業種の取組は、国内・自社に閉じず、グローバルでバリューチェーンを通じた取組として、産業界の
貢献は、地球規模での削減へと拡大している。 

高機能鋼材の利用拡大 
（日本鉄鋼連盟） 

高機能素材の国内外普及 
（日本化学工業協会） 

エコガラスによるオフィス・住宅の冷暖房負荷低減 
（板硝子協会） 

省エネデバイス・機器・ソリューションの国内外展開 
（電機・電子温暖化対策連絡会） 

次世代自動車の開発・実用化 
（日本自動車工業会・日本自動車車体工業会） 

低炭素社会実行計画の 
「他部門貢献」「海外貢献」において、 

各業種の取組は、拡大しつつある 



0.6億ｔ-CO2 

1.2億t-CO2 

4.1億t-CO2 

2020年の 
国内削減貢献見込量 

2020年の 
海外削減貢献見込量 

産業界の貢献（化学業界の取組） 

 化学業界は、産業部門において国内第2位の排出量を占めるが、温室効果ガス削減に資する製
品・技術を提供することにより、使用段階において、企業活動で排出する以上の削減に貢献。 

 原料採取から製造、使用、廃棄に至るライフサイクル全体で、化学製品の温室効果ガス排出削減
貢献量を算定した結果、2020年度において国内外あわせて約5.3億の削減ポテンシャルがある。 
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●2020年の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排出削減量を評価。 
●国内は、住宅用断熱材、低燃費タイヤ用材料など15事例、海外は、自動車用材料（炭素繊維）など６事例からポテンシャルを算出。 

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会化学・非鉄金属WG 資料4 日本化学工業協会フォローアップ調査票 

住宅用断熱材 

低燃費タイヤ用材料 

自動車用材料（炭素繊維） 

＜化学製品一例＞ 

0 
2015年度実績 
排出量（参考） 

２倍 

CO2排出量 
（億t-CO2） 

1.0 

2.0 

3.0 

1.0 

4.0 

5.0 

化学製品のライフサイクル全体での2020年度の削減ポテンシャル 

CO2排出増 

CO2削減 
見込量 

(億t-CO2) 

CO2排出減 

６．８倍 



  推計：電機・電子温暖化対策連絡会,  
      JEITA グリーンIT委員会等 2014年10月 

   推計：JEITA「ITソリューションによる温暖化対策貢献」報告書  
                       2016年11月 

発電機器 
（高効率火力,原子力,太陽光) 

家電製品 IT製品 
（ﾌｧｼﾘﾃｨを含まない） 

約42.7～44.1億t-CO2 

約11.1 

約27.7～29.1 

約3.9 

10 

20 

30 

世界 
全体 

億t-CO2 
2030年（計） 

内、日系メーカーによる貢献 
約9～12.7億t-CO2 

10 

20 

0 

30 

40 

50 

60 
億t-CO2 

産業部門 業務部門 家庭部門 運輸部門 ｴﾈﾙｷﾞｰ転換 
部門 

約2.5～5.3 約3.5～7.6 
約2.2～4.6 

約28～60 

約0.74～1.5 

約37～79億t-CO2 

世界 
全体 

2030年（計） 

内、日系ベンダーによる貢献 
約2.9～6.3億t-CO2 

排出抑制貢献量評価方法 
IEC TR 62726 (2014) 

低炭素化・高効率の機器・サービス創出による2030年の排出抑制ポテンシャル 

●ベースラインからの排出削減について、 
 効率向上シナリオ、代替シナリオを想定 

●デバイス・省エネ機器等による 
ベースラインからの排出抑制ポテンシャル 

●ITソリューションによる 
社会全体の排出抑制ポテンシャル 

産業界の貢献（電機・電子業界の取組） 
 電機・電子業界は、低炭素化・省エネを実現するデバイス・機器やITソリューションの創出により、 オ

フィス・住宅、発電部門などでの排出抑制に貢献。代表的な機器・サービスについては、排出抑制貢
献量を定量化する算定方法論を策定。国際標準化も提案し、IEC規格として発行されている。 

 IEAが試算する2030年度の断面で2℃を実現するシナリオ*なども参考に、世界全体で想定される
将来の排出抑制ポテンシャル及び、日系企業による貢献(最大19億t-CO2程度)を推計している。   

*IEAの試算では、原子力、再エネ及び発電高効率化やエンドユースのエネ効率改善に係る技術などで、世界全体で最大170億t規模の大幅なCO2削減が想定されている。 
出典：IEA Energy Technology perspective 2015 “Scenarios & Strategies to 2050”  

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会電子・電機・産業機械等WG 資料4 電機・電子温暖化対策連絡会フォローアップ調査票 28 

http://www.denki-denshi.jp/common/images/service_img01_big.png


産業界の貢献（鉄鋼業界の取組） 

 鉄鋼業界は、自動車や船舶向けの鋼板、ボイラー用の鋼管等を製造。製品の高機能化により
CO2排出増とはなるものの、軽量化・エネルギー効率向上などによる鋼材使用段階でのCO2排出
抑制に寄与。これによる2030年度単年度断面の削減見込量は、約0.4億t-CO2。 

 さらに、日本の鉄鋼業のエネルギー効率は世界で最も高く、技術普及による海外貢献も大きい。
2030年度までの削減見込量は、約0.8億t-CO2と試算されている。 
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エネルギー効率の国際比較（2010年時点） 

我が国鉄鋼業の高炉のエネルギー効率は、
世界で最も高い（RITE） 

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会鉄鋼WG 資料4 日本鉄鋼連盟フォローアップ調査票 

高機能鋼材と高効率設備等の海外移転による削減効果 

CO2削減見込量 
（万-CO2） 

高機能鋼材による 
削減貢献見込量 

3,448万t-CO2 

7,080万t-CO2 

高効率技術の海外普及 
による削減貢献見込量 
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産業界の貢献（製紙・セメント業界の取組） 

 製紙業界は、国内外の植林面積を拡大することで、2030年度のCO2蓄積量（海外植林分）
は、1.54億t-CO2に相当。 

 セメント業界は、道路のコンクリート舗装による重量車の燃費向上や、他産業や自治体などから排
出される廃棄物・副産物をセメント生産に有効利用し、廃棄物処分に伴う環境負荷を低減。 
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植林面積の推移（製紙業界） 

2030年には、海外植林面積を80万haとすることが目標。植林
された森林資源のCO2蓄積量は1.54億t-CO2となり、2015年
度の製紙業のCO2排出量の8.6年分に相当。 

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会製紙・板硝子・セメント等WG 資料5 セメント協会フォローアップ調査票 

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会製紙・板硝子・セメント等WG 資料4 日本製紙連合会フォローアップ調査票 

コンクリート舗装における重量車の燃費向上による 
CO2削減効果（セメント業界） 

 － 削減量試算例 －  
 積載量を11tとし、100km走行した場合 
 軽油の使用量：55.44 L CO2排出量：143.1 kg 
  (出典：平成18年3月29日 経済産業省告示第66号) 
 この値をアスファルト舗装の場合と仮定し、削減量を試算 
 【コンクリート舗装では】 
  ⇒ 軽油の削減量： 0.44～ 2.66 L  
  ∴ CO2排出量の削減量：1.14～6.87 kg 

コンクリート舗装の普及 

重量車の燃費改善 

CO2削減効果の積上げ 



産業界の貢献（自動車業界の取組） 

 自動車業界は、自動車の燃費改善、次世代自動車の開発・実用化により運輸部門の排出削減
に大きく貢献。今後も普及が見込まれる次世代自動車は、省エネに大きく寄与。 

 2030年度のCO2削減ポテンシャルは、国内で約0.2億t-CO2、海外で約0.4～0.7億t-CO2と
試算。 

次世代自動車の開発・実用化によるCO2削減ポテンシャル（海外） 

3342
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40％

◆IEEJ2050（エネ研モデル）をベースに2030年の世界市場（乗用車販売9,600万台）とした。

◆IEAの海外市場と日本市場の比率を用いて、海外市場次世代車比率を40～29％おいた。

海外市場における2030年自工会メーカーのCO2削減ポテンシャルは4千万～7千万t-CO2程度

1.9億ｔ-CO2

※１：ＢＡＵ：パワートレイン比率を2005年に固定、各パワートレインの燃費は改善。
※２：２００９年～２０１３年度の５ヵ年平均。日本市場は除く。なお、世界市場の販売実績に欠損値があるため、生産シェアを使用。
※３：電気の上流分は含まない。

海外での自工会ﾒｰｶｰを削減ポテンシャル
を海外シェア(※2) 約23%を乗じて計算

1.9億t～3.1億ｔ×23%=
約4千万t～約7千万ｔ

世界の乗用車の走行時のCO2排出量 （百万ｔ－CO2）

3.1億ｔ-CO2

次世代自動車の日本市場における普及台数の推移 

日本市場において、次世代自動車は年々増加
し、2015年度（推計値）では625万台。自動
車保有台数の約8.1％に過ぎないため、将来的
には省エネに大きく寄与することが期待できる。 

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会自動車・自動車部品・自動車車体WG 資料4 日本自動車工業会フォローアップ調査票 31 



産業界の貢献（板硝子業界の取組） 

 板硝子業界が製造する複層ガラスやエコガラス（高断熱複層ガラス）が住宅に設置されると、その
住宅の冷暖房負荷を低減することにより、使用段階でのCO2を削減。これらエコ製品の省エネ効
果に伴うCO2削減量は、板ガラス製造に伴うCO2排出量を大きく上回る。 

 今後も広く普及が想定されるエコガラスは、ライフサイクルで見た時の削減ポテンシャルは大きい（現
在の普及率は、戸建て：73.8％、共同住宅：16.6%）。 
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※製造時排出CO2は工業

プロセス（原料起源）から
の排出量も含む 

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会製紙・板硝子・セメントWG 資料８ 板硝子協会フォローアップ調査票 
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板硝子協会加盟会社全体の工場でのCO2排出量実績とエコ製品によるCO2削減量推定値（累積） 
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※製品ライフサイクルを平均的な住
宅の寿命と同じ30年として計算 



産業界の貢献（都市ガス業界・建設機械業界の取組） 

 都市ガス業界は、天然ガスへの燃料転換や高効率ガス機器の普及等により、産業・業務・家庭部
門での低炭素化に貢献。2030年度のCO2削減ポテンシャルは、2010年度比0.6億t-CO2程
度。これは、2015年度の都市ガス製造時のCO2排出量（44.5万t-CO2）の139倍に相当。 

 建設機械業界は、省エネ型建設機械の開発と実用化により、2030年度に国内で約160万t-
CO2の削減を見込んでいる。今後は、海外への省エネ型建設機器の海外輸出を推進するととも
に、IoT等のテクノロジーの活用等により、さらなる削減へとつながる。 
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都市ガス業界の高効率ガス機器等の普及による削減見込量 

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会資源・エネルギーWG 資料６ 日本ガス協会フォローアップ調査票 

（出典）平成28年度産業構造審議会産業技術分科会地球環境小委員会電子・電機・産業機械等WG 資料７ 日本建設機械協会フォローアップ調査票 

CO2削減見込量 
（万-CO2） 



（参考）サプライチェーンに着目したパナソニック株式会社の取組 

 パナソニックは、購入先（サプライヤー）と一体となって「地球環境負荷削減」「コスト合理化」を目
指し、ECO・VC(Value Creation)活動を展開。 

 独自の活動効果算出式を設定、国内外のサプライヤーから優れた技術・取組を募集し、特に優れ
た技術・取組を表彰。 

 中小企業のサプライヤーも多いことから、応募フォーマットを簡易化するなど、中小企業も参加しやす
い仕組みをつくり、サプライチェーン全体で「クロスバリュー」を生み出す。 

34 
（出典）パナソニック株式会社HPより抜粋 
http://www.panasonic.com/jp/corporate/management/procurement/partner/contest/pdf/2017_ECOVC_PAG_J.pdf 

ECO・VC活動の範囲と取組実績の推移 
個々の削減効果は小さいが、そのアイディアが生かされた場合に、その
インパクトは大きいものと考えられる。 



（参考）業種横断的な取組事例 
シーメンス（SIEMENS）⇒グローバルな展開 
○2030年までに自社に関わる事業で排出と削減を0とす
るカーボンニュートラルを目指す。 
○発電、モビリティー等の各分野で電気化・自動化・デジ
タル化を進め、温室効果ガス削減に貢献する製品・インフ
ラの強化によりサプライチェーン全体での削減 
に取り組む。2016年度は521万t-CO2 
削減。 
 
 
 
 
 
 
 

戸田建設株式会社×ヤマハ発動機株式会社 
○水素燃料電池船の製造 
→船の製造ノウハウを持つヤマハ発動機株式会社等の協
力を得て実施。 
→燃料となる水素は、戸田建設が施工した浮体式洋上 
風力発電施設の余剰電力 
を活用。 
○今後の展開 
→将来的には、小型漁船 
としての展開を想定し、CO2 
を排出しないクリーンな漁業 
を目指す。 
 
 
 

株式会社LIXIL住宅研究所 
    ×本田技研工業株式会社×レモンガス株式会社 
○家と自動車とエネルギーの融合 
→消費エネルギーゼロを実現する超省エネルギー住宅。 
→太陽光発電やガスエンジンコージェネレーションシステム
で創った電気を、電気自動車に充電し、有事・停電時に
は、自動車から電気を給電する。車＝「うごく電源」。将
来的には燃料電池 
自動車と家をつなぐ。 
○将来展望は、家で創る 
エネルギーを家で消費 
する「家産家消」を実現。 
 
 
 
 
 
 

Jオイルミルズ×日産自動車株式会社 
  ×東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 
○異業種間連携によるエネルギー融通 
→J-オイルミルズの横浜工場で、隣接する日産自動車横
浜工場に新設されたコージェネレーションシステムから出る
余剰の蒸気を有効利用。 
○効果 
→企業間のエネルギー 
連携により 
5,700t-CO2/年の削減 
となり、地域（横浜市） 
全体の省エネにも貢献。 
 
 
 
 
 
 

※各社へのヒアリング結果より経済産業省作成  

35 



産業界の貢献と目指す方向性 

 鉄鋼、化学、電機・電子、自動車、都市ガス、電力、製紙の主要7業種について、グローバル・バ
リューチェーンでの取組による潜在的な削減貢献量を積み上げると、2030年度に約16億t-CO2
以上となる。これは、「約束された市場」ではないが、「目指す価値のある市場」である。 

 －我が国全体の排出量（2013年度は14.1億t-CO2）を超える地球全体の排出削減に貢献しうる。 

 －各業種で前提条件や算定方法が異なることから、単純な足し上げは適当ではないことに留意。 

主要業界の削減ポテンシャル試算（2020年及び2030年） 

※各業種の低炭素社会実行計画に記載されている取組をもとに、経済産業省にて作成。 
※参考として記載した値は、すでに定量化を行っている業界のみの足し上げであるため、産業界全体の削減ポテンシャルを示したものではない。 
※各業種で前提条件や算定方法が異なり、業種間のダブルカウントがありうる。 

主体 
グローバル・ 

バリューチェーンでの取組 
主な特徴・効果 

削減ポテンシャル 

2020年 2030年 

日本鉄鋼連盟 
高機能鋼材の利用拡大 

自動車・船舶等の軽量化、 
発電効率改善 

約0.3億t-CO2 約0.4億t-CO2 

高効率技術の海外普及 生産段階の省エネ・低炭素化 約0.7億t-CO2 約0.8億t-CO2 

日本化学工業協会 高機能素材の普及 
住宅断熱材、 

自動車・航空機の軽量化 
約5.3億t-CO2 － 

電機・電子 
温暖化対策連絡会 

省エネ機器等の展開 オフィス・住宅、鉄道、発電など 
システム全体の省エネ・低炭素化 

－ 約9.0～12.7億t-CO2 

ITソリューションの提供 － 約2.9～6.3億t-CO2 

日本自動車工業会・ 
日本自動車車体工業会 

次世代自動車の 
開発・実用化 

次世代自動車の普及、燃費改善 約0.2億t-CO2 約0.6～0.9億t-CO2 

日本ガス協会 
天然ガスシフト・ 
熱の総合利用 

コージェネ・燃料電池・工業炉等に 
よる需要側の省エネ・低炭素化 

約0.2億t-CO2 約0.6億t-CO2 

電気事業 
低炭素社会協議会 

石炭火力発電所の 
運用補修改善 

発電設備の熱効率の維持・向上 約2.3億t-CO2 － 

日本製紙連合会 植林 CO2吸収源の造成 約1.4億t-CO2 約1.5億t-CO2 

    （参考） 約10億t-CO2 以上 約16億t-CO2 以上 



②気候変動を巡る投資・金融について 
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＜地球温暖化対策計画（抄）＞ 

 金融のグリーン化 

– 「世界的にも機関投資家が企業の環境面への配慮を投資の判断材料の一つとして捉える動きが急速に拡大して

いる。」 

– 「投融資先の企業の活動を財務面のみならず環境面からも評価し、その結果を投融資活動に反映することで、環

境配慮行動へのインセンティブを付与する環境格付融資や環境・社会・ガバナンスに配慮するＥＳＧ投資、機関

投資家等によるＥＳＧの取組に関する方針の公表など温室効果ガス排出削減に貢献する環境配慮行動を金

融面から促進するための取組を進めていく。」 
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気候変動を巡る投資・金融のイニシアティブ ①様々なイニシアティブの概観 

 2000年頃から、気候変動を巡る様々な投資・金融関連のイニシアティブが発展 

 「社会的責任」として動きが始まり、徐々に「リスク」「機会」認識に焦点に 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」（第4回会合）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 奥野様 御提出資料 

（注） 本概略は現時点で判明している組織・活動・資産規模を可能な範囲でプロットしたものであり、網羅性・完全性はありません。 
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05年 

Climate Risk 
Disclosure 
Initiative発足 
(UNEP FI) 

Science Based 
Target Initiative
発足 

第1回国連気候変動リスク投資家サミット 

赤道原則 
（世銀・IFC） 

国連責任投資原則 
（UNEP FI等） 

自然資本 
プロトコル 

～1998年 

Carbon Action 
発足（CDP） Climate Bond  

Initiative発足 

Portfolio 
Decarbonization 
Coalition発足 

気候ﾘｽｸに関する 
投資家ﾈｯﾄﾜｰｸ 
（INCR）発足（米） 

GIC発足 IGCC発足 
（豪NZ） 

Carbon Asset  
Risk Initiative 

発足 

Fossil Free 
Project 発生 

AIGCC 
発足 
（アジア） 

CDP発足 

ILG発足（欧米） 

Unburnable Carbon 
公表（Carbon Tracker ） 

CDSB発足 SASB 
発足（米） 

モントリオール・ 
カーボン・プレッジ 

【凡例】 

＄50兆～ 

＄20兆～ 

＄9兆～ 

～＄5兆 

N/A 

（注１）英国金融関係業界団体TheCityUKによると、2014年の世界の資産運用産業規模は163兆ドル（年金40.4兆ドル、投資信託37.0兆ドル、保険31.1兆ドル、SWF7.1兆ド
ル、プライベート・エクイティ4.1兆ドル、ETF3.0兆ドル、ヘッジファンド2.7兆ドル、私有資産56.4兆ドル（うち1/3は年金・投信・保険と重複）。 
（注２）各イニシアチブには、アセットオーナー（資金の出し手）と運用機関（資金の運用者）の両方が参加しているため、資金が重複している可能性がある。 

 CDP（資産規模100兆ドル）、国連責任投資原則（PRI)（同59兆ドル）といった大きなものから、Portfolio 
Decarbonization Coalition（同0.6兆ドル）といった小さなものまである。（※）世界全体の運用資産総額は163兆ドル（注１）。 
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気候変動を巡る投資・金融のイニシアティブ ②座礁資産とカーボン・バブル 

（資料）Carbon Tracker(2011), “Unburnable Carbon” 

 2011年に英国NPO Carbon Trackerが「座礁資産」「カーボン・バブル」の概念を提唱。 

 世界の気温上昇を2度以内に抑えることができる累積炭素排出量の残りに比べ、世界の化石燃料の確認埋蔵量から排出さ
れるであろう炭素量は過大であり、2度の目標が厳密に適用されれば確認埋蔵量の2割しか燃やすことができず、大幅に減損
する（座礁する）ことになり得ると指摘。 

 現在の投資市場では、上場化石燃料企業の確認埋蔵量が座礁化するリスクが織り込まれておらずバブル状態になっており、
長期のシステミック・リスクになりかねないと指摘。 

上場化石燃料企業の確認埋蔵量と排出ポテンシャル 
（Carbon Truckerのレポートより） 

2度以内に抑えることができる 
世界全体の排出量上限 

2度以内に抑えることができる 
上場化石燃料企業由来の排出量上限 

上場企業の確認埋蔵量 A B 

C 

気候変動対策のための規制強化や需
要減退により、価値が毀損する（し
うる）資産 

ある資産について、将来の温暖化対
策の強化によりその価値が減損する
リスクが考慮されておらず、過大評
価されている状態 

座礁資産 

Stranded Assets 

カーボン・バブル 

Carbon Bubble 

＝ 確認埋蔵量（A)の20％ 

※Bを世界の確認埋蔵量で按分 
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気候変動を巡る投資・金融のイニシアティブ ③CDP, PRI 

CDP（旧 Carbon Disclosure Project） 

国連 責任投資原則 

（資料）PRI(2016),「責任投資原則」、PRIウェブサイト 

（資料）CDP(2016), 「CDP気候変動レポート2016：日本版」 、CDP 気候変動レポート2016：日本版 等 

日本企業の回答状況 

賛同 
（署名） 

詳細 
レポート 

企業 投資機関 

回答 
質問票 

スコアリング 

公表 

設立 2000年 

規模 
世界の827の投資機関（運用資産規模 計100兆ドル）が賛同 

世界 2268社、日本 261社の情報を収集・評価（2016年） 

本部所在地 英国 

 企業の環境情報等を収集・評価・公表するNPO 

 毎年各国の主要企業に質問票を送り、得られた情報をスコア化して公表 

 2006年に日本企業の情報収集・評価を開始；当初は日本企業も対応に
苦慮したが、回答率は徐々に向上（2016年の回答率約５０％） 

 
 

提唱 2006年 

規模 
世界の1596の機関（運用資産規模 計59兆ドル）が署名 

日本で49の機関が署名 

事務局 
所在地 

英国 

 投資にESGの視点を組み入れることなどからなる機関投資家の投資原則 

 原則に賛同する投資機関は署名し、遵守状況を開示・報告 

 2015年に年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が署名 

（2016年9月時点） 

（2016年11月18日時点） 

1. 投資分析と意思決定のプロセス
にＥＳＧの視点を組み入れる 

2. 株式の所有方針と所有慣習に 
ＥＳＧの視点を組み入れる 

3. 投資対象に対し、ＥＳＧに関す
る情報開示を求める 

4. 資産運用業界において本原則が
広まるよう、働きかけを行う 

5. 本原則の実施効果を高めるため
に協働する 

6. 本原則に関する活動状況や進捗
状況を報告する 

PRIの6つの原則 署名投資機関数の推移 
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質問票送付先 

回答 
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気候変動を巡る投資・金融のイニシアティブ ④FSB TCFD 
金融安定理事会（FSB) 気候関連財務開示タスクフォース (TCFD） 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」（第5回会合） 東京海上ホールディングス株式会社 長村様 御提出資料 
      Task Force on Climate-related Financial Disclosures(2016), “Phase I Report of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures” 
    Task Force on Climate-related Financial Disclosures(2016), “TCFD Phase II Update Webinar 31 August 2016”（FSB-TCFDウェブサイト） 

 G20の要請を受け、FSBが設置した民間主導タスクフォース 

 「気候関連のリスク・機会」に関する、投資・融資・保険引受け判断に資する提言（企業の任意情報開示のフレームワーク）を検討中 

 2017年7月のG20ハンブルグサミットに先立ち、 FSBに対して6月に最終レポートの報告を行う予定 

問題意識 

 既存の枠組みでは、気候関連のリスク・機会が投資・融資・保険引受け判断に
十分に折り込まれておらず、適切に財務的な評価をされていないため、金融シ
ステム上のリスクとなる可能性 

 投資家・金融セクターが、企業の気候関連のリスク・機会を適切に評価できる
ような、企業の任意情報開示に適用できる情報開示フレームワークが必要 

ガバナンス 

Governance 

気候関連リスク・機会についての組織のガバナ
ンス 

戦略 

Strategy 

気候関連リスク・機会がもたらす事業・戦略、
財務計画への実際の／潜在的影響 
（２度シナリオ等に照らした分析を含む） 

リスク管理 

Risk  Management 
気候関連リスクの識別・評価・管理方法 

指標と目標 

Metrics & Targets 

気候関連リスク・機会を評価・管理する際の指
標とその目標 

推奨開示項目｜Recommendation 

気候関連のリスク・機会 

資産価値の 
大幅な急変が 
金融安定性の 

リスクになる可能性 

既存枠組みによる 
企業の提供情報は 

不十分 

企業戦略・財務との 
関連付けが不十分 

 以下の内容をメインストリームの財務報告（有価証券報告書等）の中で開示 
1 関連性のある情報｜Relevant information 

2 具体的で完全な情報｜Specific and complete 

3 
明快・バランスのとれた・分かりやすい情報 

Clear, balanced, and understandable  

4 時系列的な一貫性｜Consistent over time 

5 
セクター・産業・ポートフォリオ内での比較可能性 

Comparable within a sector, industry, or portfolio 

6 
信頼性・立証可能性・客観性 

Reliable, verifiable, and objective 

7 適時性｜On a timely basis 

開示の原則｜Principles for Effective Disclosures 



42 

 エネルギー業界の重鎮（ダニエル・ヤーギン氏）は、気候変動を金融市場の「構造的リスク」と捉える動きを疑問視 

– 石油・天然ガス産業の主要上場企業の企業価値の約8割は、10-15年で収益化される確認埋蔵量（1/4程度）に基づいている 

– エネルギー供給構造の変化には、数十年単位の時間を要するので、直ちに座礁資産となるリスクはほとんどない 

– 気候関連リスクの開示が、メジャーと国営石油企業の競争環境を変え、中長期的に思わぬ悪影響をもたらす可能性あり 

気候変動を巡る投資・金融のイニシアティブ ⑤エネルギーコミュニティの反応 

１．化石燃料企業の資産価値の源泉 ２．エネルギー構造転換のタイムスパン 

３．原油価格と石油ガス企業の企業価値の下落 

石炭 
ガス 

石油 

バイオ燃料 

原子力 
その他再エネ 

水力 

４．思わぬ悪影響 

 石油・天然ガス産業の主要上場企業の資産価値の約8割は、10～15年で収
益化される「確認埋蔵量（Proved Reserve）」に基づく 

確認埋蔵量 
Proved Reserve 

（10~15年で収益化） 

未確認埋蔵量 
Nonproved Reserve 

埋蔵量 企業価値 

石油・天然ガス企業の資源量と資源価値 

 エネルギー供給構造の変化には数十年を要すると考えられ、リー
マンショックのような国際金融リスクにはならない 

IEA Energy Outlook 「新政策シナリオ」 

 気候関連リスクについての金融当局の取組は、思わぬ悪影響を引き
起こす可能性がある 

 近年の原油価格の急落により、石油・天然ガス企業の企業価値は大きく減少 

 しかし、世界の金融システムに対する構造的な影響は、現状では見られない 

（資料）IHS Markit (2016), “Do Investments in Oil and Gas Constitute “Systemic Risk”?” 

家計・雇用・ 
経済成長への 
マイナス影響 

気候関連リスクの 
開示 

上場エネルギー企業 
（メジャー）の 
競争力低下 

石油価格の 
高騰 

資源国の 
国営石油企業の 
シェア増加 

石油供給パスの 
縮小 0

50

100

2014年6月 2016年6月 

 $112/b 

   $31/b 
0

1

2

3

2014年9月 2015年末 

3.3兆ドル 42%減 

1.9兆ドル 

石油価格 上場石油ガス企業の企業価値 

72％減 



 不確実性に伴う投資の短期化傾向と長期投資促進の合理性との矛盾 
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投資家の受け止め① 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」（第5回会合） フィデリティ投信株式会社 三瓶様 御提出資料を基に作成 

– 今後の世界経済の与件 
・「人口動態」、人口増に伴う「都市化」（特に新興国）、「グローバリゼーションの進行」、高齢化に伴う「低成長」（先進国） 

気候変動問題対応の視点 

金融・投資の視点 

– 気候変動問題対応の視点 
・温暖化問題の解決の糸口であるイノベーションをバック

アップするためには、長期投資の促進が不可欠 

– 金融・投資の視点 
・世界的な低成長は低リターンにつながり、不確実性のもと

での低リターンはボラティリティを高め、実際の投資
は、回収が確実と思われる短期投資に向かいがち 
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投資家の受け止め② 

１．ESG情報の役割 

 投資家は、予見可能性（蓋然性）と回収可能性（リターン）を考慮して判断 

 E（SG）情報は、収益性判断の一助とはなるが、あくまで「収益性」が大前提 

 

２．日本企業のESG開示 

 海外では、①投資家サイドが企業に働き掛けてESG情報の開示を求める一方、企業サイドも企
業価値向上を狙って積極的にESG情報を開示、②先進的企業は、どのような情報が評価を高め
るかを意識しながら積極的に開示し、高評価を得ている 

 日本企業は、エビデンス不足、第三者機関認証の未取得などにより実力が過小評価されている 

 

３．政権交代・政策変更もリスク要因 

 企業を取り巻く政策の方針が変わると、市場における企業のポジションが急に変化することがある 

 将来の政策や規格の見通しが収斂すると、投資がしやすくなる 



③カーボン・プライシング 
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＜地球温暖化対策計画（抄）＞ 

 国内排出量取引制度 

– 我が国産業に対する負担やこれに伴う雇用への影響、海外における排出量取引制度の動向とその効果、国内に

おいて先行する主な地球温暖化対策（産業界の自主的な取組など）の運用評価等を見極め、慎重に検討を

行う。 

 税制のグリーン化 

– 環境関連税制の環境効果等について、諸外国の状況を含め、総合的・体系的に調査・分析を行う。 

「地球温暖化対策計画」におけるカーボン・プライシングの位置づけを踏まえ、ファクト
収集、論点整理を行った。 



• 温室効果ガスの排出に伴うコストを「見える化」し、排出抑制に資するよう、これを加重するなど人為的に操作することを「カーボ
ンプライシング（Carbon Pricing）」という。 

• カーボンプライシングは、政府の施策として行われるものと、民間の自発的なものに大別できる。 

• 政府の施策として行われるものとしては、排出量取引や炭素税といったカーボンプライシング施策があげられる。 

• また、価格効果による排出抑制を目的としたものではないものの、化石燃料やそれを利用した製品・サービスの製造や利用に
対して明示的（explicit）にコスト加重が行われるものとして、エネルギー諸税がある。 

• 一方、その他の各種規制や目標等、二酸化炭素の排出抑制につながる施策についても、その遵守や目標達成のための必要
投資額等が家庭や企業に対し、客観的な価格として明示されないものの、コスト加重要因として機能することから、暗示的
（implicit）なカーボンプライシングと考えることができる。 

• 近年では、独自に組織マネジメント上の炭素価格を設定する動きも出てきており、こうした自主的な炭素の価格付けは、「イン
ターナル・カーボンプライシング」と呼ばれている。 

カーボンプライシングとは 
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カーボン 
プライシング施策 

 
 
 
 

カーボンプライシング 

政府による 

カーボンプライシング 

明示的（Explicit）な 

カーボンプライシング 

暗示的（Implicit）な 

カーボンプライシング 

エネルギー税等 

ＦＩＴ 

省エネ法 

自主行動計画等 

インターナル・ 

カーボンプライシング 

排出量取引 

炭素税 



（注）１．排出削減策の実施に伴う支払増。例えば、初期費用やランニングコストは高いが排出量の少ない機器を導入した事による追加的支払など。 
   ２．エネルギー諸税の税収4.8兆円（2014年度）／エネルギー起源CO2排出量11.9億t（2014年度）≒4000円/t-CO2 47 

カーボン・プライシングの水準  

 化石燃料の利用には、明示的であれ、暗示的であれ、様々な炭素排出のコストが伴う。 

– 明示的：炭素税、排出量取引、エネルギー諸税 

– 暗示的：FIT、省エネ法・高度化法等の規制、産業界の低炭素社会実行計画 等  

 国によって、エネルギー税制や規制の態様等の初期設定が異なるため、仮に、世界均一のカーボ
ン・プライシングが課された場合、国毎に明示的なカーボン・プライシングの水準は異なってくる。 

エネルギー規制 

環境規制 

エネルギー規制 

環境規制 

世界均一の 
排出削減のために必要な 
カーボン・プライシング 

Ａ国 Ｂ国 

地球温暖化対策税 
289円/t-CO2 

エネルギー諸税 
4000円/t-CO2相当（注２） 

炭素排出に直接的・間接的に課されている 
日本全体の追加コストのイメージ 

ＦＩＴ 
賦課金 

 
エネルギー 

諸税 

省エネ法 
  遵守のためのコスト上昇（注１） 

  低炭素社会実行計画 
      対応のためのコスト上昇（注１） 

温対税 



カーボンプライスの国際比較 

 カーボンプライスを負担する側に視点を置くと、その負担の全体像（カーボンプライス全体）は、炭素
税、排出権、エネルギー税といった、明示的なカーボンプライスだけでなく、エネルギー本体価格を含
めた価格であるといえる。 

 エネルギー本体価格は、エネルギー資源の自給率や輸入量、輸入価格、発電燃料構成に依るとこ
ろが大きく、エネルギー本体価格を含めた我が国のカーボンプライスは他国に比べて高い水準である。 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第7回 資料4 日本エネルギー経済研究所 小川様 御提出資料を基に作成 48 

注：韓国は2009年。 
注：日本は2014年。 

注：電力については、各国で電源構成が大きく異なるため、MWhあたりの負担を
比較することとした。 

55.9 

228.7 

193.6 

397.5 

242.8 

188.9 

69.7 

0 100 200 300 400

カナダ 

フランス 

ドイツ 

日本 

韓国 

英国 

米国 

$/tCO2 

産業用天然ガス 

カーボンプライス全体（2015年） 

税抜価格 

炭素税 

エネ税等 

排出権価格 

75.7 

110.1 

145.1 

164.6 

65.7 

143.1 

69.0 

0 50 100 150 200

カナダ 

フランス 

ドイツ 

日本 

韓国 

英国 

米国 

$/MWh 

産業用電力 

エネルギー当たりカーボンプライス全体（2015年） 

税抜価格 

炭素税 

FIT等 

エネ税等 

排出権価格 



49 

排出削減ポテンシャル 

 約束草案の目標を達成した場合の日本の限界削減費用は、378ドル／t-CO2と国際的にも群を抜いて高い水準。 

 各国の明示的な炭素価格の水準は、当面、高くても30～50ドル／t-CO2程度（注）と思われ、当該水準であれば、既に、地
球温暖化対策計画に積み上げられた諸対策に暗示的に含まれていると見ることもできる。 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム 「国内投資拡
大タスクフォース」（第4回会合） 秋元委員 御提出資料を基に作成 

2030年の排出削減ポテンシャル 

温暖化対策を講じないベースライン排出量 
からの削減可能量の割合 
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（注）欧州の排出量取引価格は、5～6ユーロ程度（2016年11月現在）、最高価格は約28ユーロ（約30ドル）。また、韓国ETSにおいて排出権価格高騰時に発
動する市場安定化措置の基準価格は1万ウォン（約9ドル） 

削減費用別の政策ポートフォリオ 

約束草案（2030年）のCO2限界削減費用の推計値 
（RITE DNE21+推計） 
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省エネ促進政策 
非経済的な障壁で阻まれている 
省エネポテンシャルを掘り起こし 

技術支援政策 
長期低炭素化のためのコスト削減 

カーボン・プライシング 
経済全体の対策を仲立ち（mediate）する 

(/t-CO2) 

(/t-CO2) 

限界削減費用 



 本来の意図とは程遠い現状 

– 価格は、0.01～28.77ユーロと乱高下した後、現在は4～5ユーロ台で低迷。 
（価格低迷は、排出削減のインセンティブを奪い、ボラティリティの高さは、予見可能性を失わせている。） 

– 景気後退、FIT再エネの導入等により、余剰排出枠が累積で20億t-CO2（EU域内の一年間の割当総量相当）にも
達し、配分すべき排出枠の一部を後年度にバックローディングする等の介入で、官製市場色を強めている。 

排出量取引制度についての諸外国の状況 
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€ 28.77 

€ 0.01 

→ボラティリティ－大 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第4回 資料2 日本エネルギー経済研究所 小川様御提出資料を基に作成 

（注1）総供給量＝排出枠（EUA）割当量＋国際クレジット移転分 
（注2）償却量にはオフセットクレジットを含む 
（出所）EEAの推計値を基に日本エネルギー経済研究所が作成 

排出枠の供給量と実際の償却量 
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 カーボン・リーケージの懸念は払拭されていない 

– 1995年から国際金融危機が発生する2008年まで、域内のCO2排出量はほぼ横ばいで推移しているが、当該期間、
輸入を含めた消費ベースの排出量は増加基調で推移。 

– EU域内の生産が、域外からの輸入に置き換わっただけであれば、グローバルな削減にはつながっていない可能性あり。 

消費ベースCO₂排出量の考え方 

生産 消費 
(輸出は除く) 

輸入 

国内の生産・消費による排出量 

海外の生産・消費による排出量 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第4回 資料2 日本エネルギー経済研究所 小川様御提出資料を基に作成 



 産業競争力への配慮 

– 2005～2012年： 
貿易依存度の高い産業や、エネルギー多消費産業の負担、国際競争力への負の影響、産業の域外流出を回避すべ
く、対象となる全部門で無償割当 

– 2013～2030年： 
ベンチマーク方式による無償割当とオークションによる有償割当を併用 

– アルミ、鉄鋼、紙・パ等のエネルギー集約産業には、ETSによる電力価格の上昇分を補助金等で補償 

 （英国、独、スペイン、ギリシャ、スロバキア） 

 第３期の制度検討過程では、環境NGOは有償割当を志向するも、各産業界は無償割当の継続を求めて
欧州委員会にロビイング。結果、多くのセクターで無償割当が継続。産業部門（燃焼施設除く）では、無償
割当量がCO2排出量を上回る状態が続いている。 

ＥＵ（2005年～） 
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（出所）EEA “European Union Emissions Trading        

    System (EU ETS) data from EUT" 

産業部門（燃焼施設除く）の無償割当量とCO2排出量の推移 
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 オバマ政権下において、何度か連邦レベルの排出量取引制度が提案されたが、ことごとく廃案となっている。 

 地域レベルでは、リベラルなカリフォルニア州や北東部９州（RGGI）が、排出量取引制度を実施。 

 2014年に環境保護庁が発表したクリーンパワープラン（CPP：連邦レベルでの排出量取引を含む）は、 
石炭依存州など28州が反対して告訴、2016年2月、連邦最高裁によって凍結命令が出ている。 

 共和党は政策綱領にクリーン・パワー・プランの即時撤廃を掲げている。2017年3月には、トランプ大統領はク
リーン・パワー・プランの見直しを含む大統領令を発出。 

米国（カリフォルニア州：2013年～、北東部9州：2009年～） 
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今後の先行き・・・・？？ 

クリーンパワープラン反対州（28州） 

Donald Trump 

（参考）大統領選 共和党勝利州（30州） 

25の州が重複 

出典：Gage Skidmore [CC BY-SA 3.0 

(http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 
from Wikimedia Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


韓国（2015年1月～） 
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 制度設計の難しさ 

– 大量の余剰排出枠を出したEUの教訓に学び、初期割当を制限したところ、対象企業の半数から異議申立を受け、一
部は行政訴訟にまで発展。 

– 排出枠に余裕がなく、市場に供給されるクレジットも不足。初期割当量（5.4億t-CO2）に対して累積32万t-CO2の
取引（約0.06％）しかない「開店休業」状態。 

– 頻繁な制度変更による混乱を経て、2016年5月、制度の所管を環境部から企画財政部に移管。 

– 事業者の間では、状況を見極めようとする動きが見られ、早期の削減インセンティブが失われている。 

 【報道ヘッドライン】 

 炭素排出権取引市場、買う企業も売る
企業もない？（CNBC, 2015.12.18） 

 炭素排出権ー余裕あると言うが市場で
は品切れ状態（Energy & 
Environmental News, 2016.05.02） 

 売る企業なく買う企業のみー止まって
いる炭素排出権市場（世界日報, 
2016.5.11） 

 売る量なくー温室ガス排出権市場開店
休業（東亜日報, 2016.6.7） 

※2015年の総取引日数が242日に対し、取引が形成された日数は8日のみ。  

2015年の月別取引量 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第4回 資料2 日本エネルギー経済研究所 小川様御提出資料をもとに作成 
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中国（7地域（試行制度）：2013年～、全国：2017年（予定）～） 
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天津 
北京 

上海 

広東 

深圳 

湖北 

重慶 

5都市2省における試行事業（2013年～） 2017年から全国に拡大予定 

「第13次5カ年計画」（第12期全国人民代表大会採択） 

 

“今後5年間で1～1.5億トン分の生産能力を削減” 
 
“生産能力と設備製造業の国際協力を行い、 
   設備、技術、規格、サービスの海外進出を推進” 

 
“企業の集団的海外進出を誘導” 

 「トップダウン」、「計画経済」の国情に合致 

– 温暖化対策や省エネ制度等が十分確立していない状況のもと、排出量取引制度が気候変動対策の中心に 

– エネルギー需要の抑制、鉄鋼等の過剰設備の解消といったエネルギー政策・産業政策上の要請とも合致 

– 2013年から5都市2省で行われている試行事業では、対象産業の範囲や排出枠の配分方法等が異なっており、ベスト
プラクティスを探している状況 

 「一帯一路」とも整合的な政策であり、国内の過剰設備が淘汰される一方で、東南アジアや中央アジアに非
効率な生産設備やインフラが輸出されないか、リーケージの有無を要注視。 
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カーボンプライシングの評価 

 温暖化対策は、エネルギー政策や産業政策等、他の政策と整合的に実施される必要 

 我が国には、既に高額のエネルギー諸税、省エネ法・高度化法等の規制、産業界の低炭素社会実行計画等
の施策が講じられており、30-50ドル程度のカーボンプライシングでは、有為な削減につながらない。 

– 約束草案達成時の限界削減費用は378ドル／t-CO2t（RITE試算） 

– ＦＩＴによる再エネ促進費用は50,000円弱／t-CO2（東京大学 有馬教授試算） 

 諸外国の導入事例から得られた教訓 

– 国情の違い 
①ＥＵ：徴税権は各国の主権に属するので、欧州委員会の権能である排出量取引を選択 
②米国：温暖化対策をめぐり、保守とリベラルで大きな断絶 
③韓国：産業界との調整なきまま排出量取引を導入した結果、政策が「座礁」 
④中国：排出量取引は、「トップダウン」「計画経済」の国情に合った選択 

– 炭素リーケージ：産業・雇用への負の影響、グローバルな対策につながらない 

– 制    度    設    計  ：利益団体によるロビイング、政府の失敗、価格低迷による排出削減インセンティブの喪失 

– マネーゲーム ：マネーゲームが主となってイノベーションや温暖化対策が従となるおそれ 

 現状は、地球温暖化対策計画に基づく取組が始まったばかりであり、また、「地球温暖化対策の３原則」＊に
照らしても、直ちにカーボンプライシングを導入する地合にはない。 
＊イノベーションの促進、国内投資の拡大・競争力強化、国民の知恵 

 企業がインターナル・カーボンプライシングという形で自らの事業戦略に最適な暗示的な炭素価格を織り込ん
でいくことは、リスク管理の手法の１つとなりうる。 

 また、長期の様々な不確実性に鑑みても、政策オプションの一つとしては、今後とも「慎重」な検討が必要。 
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（参考１）地球温暖化対策の大目的（温対法、気候変動枠組条約、パリ協定） 

この条約及び締約国会議が採択する法的文書には、この条約の関連規定に従い、気候系に対して危険な人為的干渉を

及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極的な目的とする。そのよ

うな水準は、生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能な態様で進行

することができるような期間内に達成されるべきである。          

この協定は、条約（その目的を含む。）の実施を促進する上で、持続可能な開発及び貧困を撲滅するための努力の
文脈において、気候変動の脅威に対する世界全体での対応を、次のことによるものを含め、強化することを目的と
する。 
（a）世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に下回るものに抑えること並びに世界
全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏一・五度高い水準までのものに制限するための努力を、この努力が
気候変動のリスク及び影響を著しく減少させることとなるものであることを認識しつつ、継続すること。 

１． 締約国は、第二条に定める長期的な気温に関する目標を達成するため、衡平に基づき並びに持続可能な開発及び貧困を撲
滅するための努力の文脈において、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均
衡を達成するために、開発途上締約国の温室効果ガスの排出量がピークに達するまでに一層長い期間を要することを認識しつつ、世
界全体の温室効果ガスの排出量ができる限り速やかにピークに達すること及びその後は利用可能な最良の科学に基づいて迅速な削
減に取り組むことを目的とする。                                        

パリ協定（抄） 

気候変動枠組条約（抄） 

第一条 

地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献す

る 

地球温暖化対策の推進に関する法律（抄） 
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（参考２）持続可能な開発のための2030アジェンダ 

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を
採択する国連サミット（2015年9月） 

 2015年９月25日に、人間、地球及び繁栄のための行動計画である「持続可能な開発のため
のアジェンダ」が国連で採択された。 

 本アジェンダは、貧困を撲滅し、持続可能な世界を実現するために、17のゴール・169のターゲット
からなる「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals :SDGs）を掲げている。 

－SDGｓ（持続可能な開発目標）－ 



59 

（参考３）気候感度の不確実性 

＜IPCC第5次報告書（SPM）抜粋＞ 

「平衡気候感度とは、数世紀の時間スケールで一定の放射強制力に対する気候システムの応答

を定量化したものである。これは、大気中の二酸化炭素濃度を倍増させることにより引き起こされ

る（気候システムの）変化が平衡状態に達したときの世界平均地上気温の変化量として定義さ

れる。平衡気候感度は1.5～4.5℃の範囲である可能性が高く（高い確信度）、1℃以下で

ある可能性は極めて低く（高い確信度）、また6℃を超える可能性は非常に低い（中程度の確

信度） 。可能性が高い範囲の下限は、第4次評価報告書で示された2℃よりも低いが、上限は

同じである。この評価には、理解の進展、大気及び海洋の温度記録の期間の延長、放射強制力

の新たな推定が反映されている。」（TS TFE.6 図1、Box 12.2） 
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（参考４）学び続ける仕組みと目利き力 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム 
「国内投資拡大タスクフォース」第2回 資料５ 
大阪ガス行動観察研究所 松波様 御提出資料を基に作成 

 ForesightとActionの間には、大きな「壁」が存在。 

 新たな発想を得ても、評価（目利き）ができなければ、ブレークスルーにはつながらない。 

 目利き力を高めるためには、「人間についての深い理解」と「実現したい未来への意志」が重要。 
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 革新的温暖化対策技術を得るためには、活発な経済活動と科学技術全般の進歩が必要。 

・革新的温暖化対策技術にも繋がる人工知能（AI)の飛躍的進歩を実現した
ディープラーニング（深層学習）は、温暖化対策を直接の目的としない既存の3つ
の技術の組み合わせにより実現した。 

・さらに、ディープラーニングは、他の技術等と結びついて、新たなイノベーションを生み
出すことができる。 

（参考５）イノベーションを育む環境づくり 

＜イノベーションの事例＞ 

1. パーセプトロン 
    昔の人工知能技術 

3. 画像処理ユニット（GPU） 
  ゲーム機の技術・・・並列計算 

ディープラーニング 

2. ウェブ上のビックデータ 
    ・・・学習に使用 

ディープラーニング 
（革新的な人工知能） 

A. 医療、製造業等 
温暖化以外の用途 

C. 更なるイノベーションを誘発し間接
的に大規模なCO2削減 

（例）自動走行→カーシェアリン
グ、電気自動車  

B. 直接的なCO2削減 

（例）オフィスの省エネ 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム 
「国内投資拡大タスクフォース」第１回 資料５ 
電力中央研究所 杉山委員 御提出資料を基に作成 



  目標指標 基準年度 2030年の目標水準 

日本鉄鋼連盟 CO2排出量 BAU ▲900万t-CO2 

日本化学工業協会 CO2排出量 BAU ▲200万t-CO2 

日本製紙連合会 CO2排出量 BAU ▲286万t-CO2 

セメント協会 エネルギー原単位 2010 
▲49MJ/ｔ-cem 

（▲1.4％） 

電機・電子温暖化対策連絡会 エネルギー原単位 2012 ▲16.55％以上* 

日本自動車工業会・ 
日本自動車車体工業会 

CO2排出量 1990 ▲33％ 

電気事業低炭素社会協議会 
CO2原単位 
CO2排出量 

－ 
BAU 

0.37kg-CO2/kWh程度 
▲1,100万t-CO2 

石油連盟 エネルギー消費量 BAU ▲100万kl 

日本ガス協会 
CO2原単位 

エネルギー原単位 
1990 

▲89％ 
▲84％ 

主要排出業種の低炭素社会実行計画の例 * 2030年に向けて、エネルギー原単位改善率年平均1％ 

（参考６）産業界における地球温暖化対策の取組（低炭素社会実行計画） 
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 産業界は、1997年の「経団連環境自主行動計画」発表以降、国の目標策定に先立って各業界
団体が自主的に削減目標を設定して対策を推進。 

 2016年5月時点で、96業種が2030年の目標を設定し、全部門の５割の排出量をカバー。（自
主行動計画・低炭素社会実行計画を策定しているのは115業種） 

 各業界は、「最大限の努力目標設定」「他部門での貢献」「海外での削減貢献」「革新的技術の開
発・導入」の4つの柱立てにそって、着実な取組を進めているところ。 



各企業 
の 傾 向 
・ 特 徴 

商 工 会
議 所 に
よるアプ
ローチ策 

取組みの
進展に応
じて移行 

①「まだ取組みを実施できていない中小企業」向け ②「ある程度の取組みを実施している中小企業」向け 

中小企業の実態やニーズ､地域の実情に応じて各商工会議所で環境行動に関する取組リストを策定し「伴走型」で支援 

政 府 に
よるアプ
ローチ策 

地球温暖化対策(省エネ対策等)にかかる各種施策を中小企業に平易な言葉で分かりやすく解説 

○企業規模が小さい傾向にある 
○温暖化対策への関心度は低い 
○投資を伴わない取組みであっても実施率は低い 
○コスト削減が動機となる 
○まずは温暖化対策の内容や方法、メリットの理解か
ら始める必要がある 

○取組実施にあたっては費用面の課題も抱えている 

○企業規模が大きい傾向にある 
○温暖化対策への関心度は高い 
○主に投資を伴わない取組みや投資効果の分かりや
すい取組み（草の根的な取組み）は、既に実施 
済みである 

○コスト削減だけでなくCSRを動機として取組んでいる 
○更なる取組推進のための専門的支援を望んでいる 

○省エネへの取組みが企業のコスト削減につながる
仕組みであることや具体的事例を分かりやすく解説 

○中小企業の実情に即した方法で情報提供（例：緊
密なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ､FAX通信､地元ﾒﾃﾞｨｱの活用） 

○省エネ関連セミナーの開催や商工会議所の会合で
専門講師による講演を実施（ただし、業種や企業
規模による取組内容の違いに配慮が必要） 

○商工会議所の全国ネットワークを活用した動機づけ
（例：優良企業表彰や「身近な」事例紹介、積極的
な事業活動を行う商工会議所の好事例横展開） 

○地域中核企業による先進的取組みやマネジメント手
法を共有 

○更なる取組推進を望む企業には専門人材によるコ
ンサルティングを実施 

○省エネに関する分かりやすい説明資料、業種別・企
業規模別の具体的事例紹介、省エネ診断などの
支援策を商工会議所に提供 

○商工会議所の全国ネットワークを活用して、先進
事例の横展開や専門人材の育成など更なる取組
推進への支援策を実施 

実 施 
度 合 い 

取組みを支援 取組みを支援 

取組みを支援 取組みを支援 
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（参考７）【提言】 日本商工会議所による地球温暖化対策(省エネ対策等)   
                  の取組促進に向けた中小企業へのアプローチ策 



（参考８）持続可能な開発目標（SDGs）に対する日本企業の認識 
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 日本企業は、グローバルと比較して、SDGsの項目のうち、特に「気候変動へのアクション」や「クリーンエネルギー」に
ついてビジネスの機会と捉える傾向にある。 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第2回 資料3 PwCサステナビリティ合同会社 三橋様 御提出資料を基に作成  

【グローバル】 【日本】 

※回答のあった各企業の平均値を点数化 ※回答のあった各企業の平均値を点数化 

・質問（インパクト）：貴社（及び貴社のバリューチェーン）が最も大きなインパクトを与えられると思うSDGsの目標につ
いて、上記5位を順位付けしてください。 

・質問（機会）：  将来的に貴社に事業機会をもたらす可能性のあるSDGsの目標について上位5位を順位付けしてください。 

② 

⑧ 

① 

⑤ 



（参考９）日本企業の自己変革力 
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 日本企業は、時代を先取りして自らを変革し続ける力（自己変革力）に関する項目の得点が低く、イノベーショ
ンの仕組化やR&Dの機能刷新は、日本企業が抱えている課題の1つ。 

 革新的なアイディアが組織の中で生まれても、社内で検討を繰り返すうちに丸くなり、最終的には、当初の魅力が
薄れてしまうことが多い。 

（出典）経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム「国内投資拡大タスクフォース」第2回 資料3 PwCサステナビリティ合同会社 三橋様 御提出資料 

自己変革力に 
関する項目の 
得点が低い 

＜日本企業のレジリエンスプロファイル調査結果の全体像＞ 

40社平均（一部上場企業40社のマネジメント層にインタビュー） 

インターネット調査平均（一部上場企業の26～59歳の1,150名の方にインターネットで調査） 
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（参考１０）未来の萌芽（事例募集！） 

Pepper（SoftBank Robotics） 

宇宙太陽光発電システム（JSS、JAXAほか） 宇宙エレベーター（大林組） 

 我が国の製造業を中心とした産業・技術の集積から、様々な革新的技術が生まれ、 
社会的課題を解決するイノベーティブなソリューションが生まれつつある。 

ミドリムシによるバイオ燃料（ユーグレナ） 

© SoftBank Robotics Corp.All rights reserved. 

@J-spacesystems 

自動運転（サービス業） 

出典：（株）ユーグレナ 



1. パリ協定は、その核心においてエネルギーに関する協定 

2. 資本の新たな配分 【図１】 

（１）各国の約束草案を織り込んだ「中心シナリオ」では、世界のエネルギー供給に対して累積44兆米ドルの投資が必要とされてい
る。このうち、60%は化石エネルギーの供給及びこれらの燃料を使用する発電所、およそ20%が再生可能エネルギーに向かう。 
さらに、エネルギー効率の改善に約23兆米ドルが必要 

3. 気候に関する誓約と目標 

（１）各国はパリ協定の誓約を達成する方向に向かっているが、2℃未満に抑えるにはまだ不十分 

4. 排出量の追加削減の最前線は電力部門 

（１）再生可能エネルギーの普及加速 

（２）原子力発電（政治的に受け入れられている場合） 

（３）炭素回収貯留 

（４）全ての最終消費部門における電化と効率化の強力な推進 

（５）官民の協調によるクリーンエネルギーに対する研究開発 

5. 電気自動車は動き出す 

（１）中心シナリオでは、世界の電気自動車の保有台数は、2040年には1億5,000万台を越え、2040年には石油需要を日量約
130万バレル削減 

（２）450シナリオでは、2040年までに7億1,500万台の電気自動車が普及し、石油需要を日量600万バレル以上削減 

6.再生可能エネルギーが自由になる 

（１）電力部門は、パリ協定の多くの誓約の焦点。中心シナリオでは、2040年までの新規発電容量全体のほぼ60%が再生可能エ
ネルギーから得られるもので、2040年までに、これらの再生可能エネルギーからの電力の大半は、あらゆる助成なしでも競争力を
得られる。 

（参考１１）IEA 世界エネルギー展望 2016のポイント 
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７．2℃目標への道のりは非常に険しく、1.5℃への道は未知の領域 

（１）450シナリオを達成するための課題は膨大で、エネルギー部門に投資される資本を抜本的に再配分する必要がある 

①  エネルギー供給への累積投資額40兆米ドルの配分が再生可能エネルギーと原子力、炭素回収貯留の低炭素投資に向
けられる。 

②  さらに、35兆米ドルがエネルギー効率の改善に必要である。 

８．化石燃料と低炭素への移行のリスク 【図２、３、４、５】 

（１）化石燃料、特に天然ガスと石油は今後数十年にわたって世界のエネルギーシステムの基盤であり続けるが、化石燃料産業は、
より急激な変革から生じうるリスクを無視できない。 

（２）450シナリオでは、 

① 石油：2040年までに、 1990年代後半の水準（日量7,500万バレル未満）に戻る 

a. 政府がその意図を明確にし、一貫した政策を最後まで続ける限り、石油の上流資産が広範囲にわたって座礁してしまう
事態は想定しにくい。 

b. 新たな上流部門のプロジェクトへの投資は、コストを最小限に抑えつつ移行する上での重要な要素（既存の油田からの
産油量の減少が、予想される需要の減少よりもはるかに大きいため）。 

c. しかし、政策が急に変更されたり、政策サイクルが一進一退になったり、または具体化することのない需要に企業が投資
したりすれば、リスクは急に高まる 

② 石炭：1980年代半ば以来の水準（年間30億石炭換算トン未満）に下がる 
（石炭部門でリスクが高い資本は、石炭火力発電所に集中） 

③天然ガス：現在の消費水準を上回る 

 現行政策シナリオ（Current Policies Scenario）: 2016年半ばまでに実施されている政策のみに基づいたシナリオ 

 中心シナリオ（Central Scenario, New policies Scenario）: 導入済み及び導入予定の政策効果を見込んだシナリオ 

（各国の約束草案を反映） 

 2度シナリオ（450 Scenario）: 今世紀末の平均気温の上昇を2度未満に抑えるシナリオ 

※他のシナリオが政策に基づく一定の仮定から始めているのに対し、2度シナリオ（450Scenario）は、エネルギー部門において最終的に必
要とされる理想形からバックキャストする考え方に基づいたもの。 

＜使用されているシナリオ＞ 
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【図１】 世界のエネルギー関連の累積投資額（2016-2040年） 

＜関連図表①＞ 

（出典：IEA 世界エネルギー展望（World Energy Outlook）2016より作成） 

（兆米ドル） 

合計:67兆米ドル 

合計:75兆米ドル 

エネルギー供給 
（44兆米ドル） 

※「％」はエネルギー供給への累積投資額全体に占める割合 

エネルギー供給 
（40兆米ドル） 

61% 17% 18% 3% 

43% 32% 18% 7% 

追加的に必要となる 
エネルギー効率改善 
（23兆米ドル） 

追加的に必要となる 
エネルギー効率改善 
（35兆米ドル） 
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＜関連図表②＞ 

【図２】 世界の一次エネルギー需要（2040年） 

（出典：IEA 世界エネルギー展望（World Energy Outlook）2016より作成） 

【図３】 世界の天然ガス需要（シナリオ別） 

現行 

中心 

2度 

【図４】 世界の石油需要と価格（シナリオ別） 

現行 

中心 

2度 

【図５】 世界の石炭需要とシェア（シナリオ別） 

現行 

中心 

2度 
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１．パリ協定における長期目標（２℃目標） 

①世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を
追求。 

②出来る限り早期に世界の温室効果ガスの排出量をピークアウトし、今世紀後半に人為的な温室効果ガ
スの排出と吸収源による除去の均衡を達成。 

※先進国、途上国を問わず、特定年次に向けての世界の削減数値目標は合意されなかった。 
 
２．長期低排出発展戦略 

①パリ協定において、全ての締約国は、長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略を作成
し、及び通報するよう努力すべきであるとされた。 

②COP21決定において、2020年までの提出が招請されている。 
 
３．各国（米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス）の長期戦略の位置付け 

①いずれの国も、具体的な政策決定ではなく「ビジョン」を示したものであり、具体的な政策については別
途検討することとしている。 

②上記のほか、低排出発電・省エネ・研究開発（イノベーション）の推進、経済的手法、定期的な見直
し、国際協調の重要性等について記載があり、複数のシナリオを記載している国もある。 

（参考１２）長期目標と長期戦略の位置付け 
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ドイツ フランス カナダ メキシコ アメリカ 

長期戦略の 
位置付け 

ビジョン 
（×具体的政策決定） 

ビジョン 
（×具体的政策決定） 

ビジョン 
（×具体的政策決定） 

ビジョン 
（×具体的政策決定） 

ビジョン 
（×具体的政策決定） 

2050年の
目標値 

▲80-95% 
（1990年比） 

▲75％ 
（1990年比） 

▲80% 
（2005年比） 

▲50% 
（2000年比） 

▲80％以上 
（2005年比） 

エネルギー
構成 

なし なし あり あり あり 

主な対策 

①低排出発電の促進 

・再エネ導入増、スマート
グリッド等 

①低排出発電の促進 

・再エネ投資の促進、高
排出エネルギー源使用
の抑制等 

①低排出発電の促進 

・再エネ（特に水力）、
原子力（シナリオによ
る）、コジェネ、CCS等 

① 低排出発電の促進 

・再エネ、原子力等 

① 低排出発電の促進 

・再エネ、原子力、バイオ
マス、CCS等 

②省エネの促進 

・新築の建物の省エネ基
準導入・既存の建物の
リノベーション等 

②省エネの促進 

・建物の省エネ規制強
化、省エネシステム導
入等 

②省エネの促進 

・モーダルシフト、断熱性
能向上等 

②省エネの促進 

・照明、エアコン、冷蔵庫、
給湯等 

②省エネの促進 

・電気機器等の高効率
化等 

③自動車へのCO2フリー
燃料供給、公共・鉄道
交通促進等 

③電気自動車の導入、
モーダルシフトの促進等 

③電化の促進 

・産業、運輸、建物等 

③鉄道、電気自動車の利
用促進等 

③電化の促進 

・電気自動車、冷暖房、
温水器等 

④CCU等の研究開発や
市場導入促進 

④イノベーションへの公的  

  支援や投資、技術   

  ロードマップの更新 

④低排出技術への研究
開発投資促進 

④イノベーション政策の推
進 

④低排出技術への研究
開発投資促進 

⑤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 

⑤産業競争力維持のた   
 めのリーケージ対策・Ｅ 
 Ｕ域外での排出権取 
 引制度の導入推進 

⑤カーボンプライシングの
導入 

 

⑤GHG排出量を考慮した
エネルギー価格の設定 

⑤カーボンプライシングの
導入 

その他 

定期的な見直し 定期的な見直し 
（5年毎） 

・4つのモデルによる7つの
シナリオ 

定期的な見直し 
・緩和:最低10年に1回 
・適応:6年に1回 

・定期的な見直し 
（5年毎） 
・標準シナリオと５つの代  
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                                   国際協調  

ドイツ 

・世界のすべての国が行動する義務と意欲を現在有していることが重要。 

・政府は、2016年に発展途上国及び新興国における投資機運を維持又は強化し、また、パートナー諸国に寄り添って効果的な気候保護計画
の実施に資する国際協力を形成すべく、国家気候保護計画の実施に関するグローバル・パートナーシップ（注：NDCパートナーシップ）を
創設した。 

フランス 

・カーボンリーケージ等の炭素輸出が起こるため、インベントリ上の排出量だけでなく、他国での排出量を考慮することが重要。 

・グローバルなカーボンフットプリントの低減に向けた政策が重要。公共プロジェクトについては、排出量のライフサイクル分析に基づいて選択が行
われるべき。 

カナダ 

・他国の排出削減を含め、国際的な努力を促進することは、気候変動に対する国際社会の対応の鍵。 

・温室効果ガス排出削減に向けた国際協力は、気温上昇を抑えるための基礎となる。なぜならば、温室効果ガスの削減コストは、部門
（sector）や国（jurisdiction）によって大きく異なっているが、一定量の排出削減を行うことで得られる環境上の便益は、常に同一であるか
らである。国際協力により、最も費用対効果が大きな部門・地域で削減することは、最も効率的に資金を使い、単位設備投資当たりでより
大きな削減効果をもたらす。 

・国際的な市場に基づく排出削減の取組（キャップ・アンド・トレードや二国間協力アプローチなど）は費用対効果が高く、経済効率的な温室効
果ガスの削減を促す。 

・2050年までに、世界全体での確固とした環境保全と透明性を確保する国際的な排出量取引システムが確立されることが望ましい。 

アメリカ 

・米国の長期戦略は、グローバルな目的と整合的だが、その目標を達成するためには、強力な国際的行動が決定的に重要である。 

・気候変動に関する強力な国際行動と協調は、米国民と国際社会に様々な利益（大幅削減のコスト低減や米国企業のビジネスチャンス創
出等）をもたらす。 

・世界の至る所で行われている継続的かつ急速なクリーンエネルギー技術の開発・普及は、高い野心がコスト低減につながるという好循環を生ん
でいる。グローバルな好循環の好例は、独の政策と米国の研究開発投資が中国等における太陽光パネルの生産拡大を促し、十年前には考えら
れなかった程の太陽光発電の劇的なコストダウンをもたらしたことである。 

メキシコ 

・メキシコは、地域内の主要な当事者として自らを位置づけ、他の途上国との橋渡し的な役割を果たす。 

・国際的な場ならびに南米とカリブ海地域における適切な当事者としてのメキシコの立場を維持し、強化することを目指す。この立場は、国際的な
気候基金および二者間、地域間協力の強化につながるであろう。 
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国内投資拡大タスクフォースの開催実績 

開催実績・プレゼンター 

秋元 圭吾   地球環境産業技術研究所 
                 システム研究Ｇリーダー 

遠藤 典子   慶應義塾大学大学院政策  
         ・メディア研究科特任教授 

大橋 弘     東京大学大学院 
                経済学研究科 教授 

工藤 拓毅  日本エネルギー経済研究所    
                研究理事 

栗山 浩一  京都大学 農学研究科  
                生物資源経済学 教授 

杉山 大志 キヤノングローバル戦略研究所 
               上席研究員  

手塚 宏之  日本鉄鋼連盟 
                エネルギー技術委員長 

委員 
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オブザーバー 

池田 三知子 日本経済団体連合会            
       環境エネルギー本部長 

市川 晶久  日本商工会議所 
       産業政策第二部副部長 

第１回 ８月２２日（月） キックオフ（自由討議） 

第２回 ９月１３日（火） 産業界の取組①    
             みずほ銀行産業調査部  宮下様 
              PwCサステナビリティ合同会社  三橋様 

             博報堂生活総合研究所 石寺様 

             大阪ガス行動観察研究所 松波様 

第３回 ９月２６日（月） 産業界の取組② 
             日産自動車  朝日様 
             小松製作所  出浦様 
             コニカミノルタ  高橋様 
             日立製作所  高橋様 

第４回 １０月１３日（木）金融・投資＆カーボンプライシング① 

             日本エネルギー経済研究所  小川様 

             三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 奥野様                          

第５回 １０月２７日（木）金融・投資＆カーボンプライシング② 
                                     東京大学公共政策大学院  有馬様                                                                         

             東京海上ホールディングス  長村様   

             フィデリティ投信  三瓶様 

第６回 １２月７日（水） 中間整理 

第７回 １月３１日（火） 産業界の取組等 

             日本化学工業協会  春山様                                                                         

             日本エネルギー経済研究所 小川様 

第８回 ３月１７日（金） 調査・ヒアリング結果の報告、最終整理 

             日本エネルギー経済研究所  金様、渡辺様 

             三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 奥野様 
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“We cannot solve our problems with the same thinking 

we used when we created them.” 

Albert Einstein 

“いかなる問題も、それをつくりだしたときと同じ意識によって解決することはできない。”                                                                         
                           アルバート・アインシュタイン 


