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１．地球温暖化問題への国際的取組み 
２．省エネに向けた取組 
３．（参考）技術による温暖化対策の重要性 
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国連気候変動枠組条約 （1992年採択、1994年発効、196ヶ国・地域が参加。日本は1993年に批准） 

京都議定書 

・日本、EU、ロシア、豪州等が参加。 
・米国は不参加、カナダは2012年に脱退。 

・各国が自主的に2020年の目標を登録することに合意 
  日本は、▲25％（90年比）を登録（2010年1月） 
  その後、▲3.8％（05年比）に差替（2013年11月） 
       ※原発を含まない現時点での目標 

2020年以降の将来枠組 

地球温暖化問題への国際的取組み 

・国連気候変動枠組条約（国連加盟国全てが参加）の下で、温室効果ガス削減の取組みを   
 実施。具体的な国際取決めについて話し合うため、国連気候変動枠組条約締約国会議
（Conference of the Parties）を1995年から毎年末に開催。 

○究極の目的 ⇒ 大気中の温室効果ガス濃度の安定化。 
○全締約国の義務 ⇒ 温室効果ガス削減計画の策定・実施、排出量の実績公表。 
○先進国の追加義務 ⇒ 途上国への資金供与や技術移転の推進など。 

（1997年に京都で開催したCOP3で採択、2005年発効。日本は2002年に批准） 

～ 

・EU、豪州等が参加。 
・日本、ロシア、ニュージーランドは不参加。 

第一 
約束期間 

 2008年 

2012年 

第二 
約束期間 

COP16（2010年、メキシコ・カンクン） 

COP17（2011年、南ア・ダーバン） 
・2020年以降の将来枠組に向けた検討開始に合意 

（2015年11月30日～12月11日 COP21＠仏・パリで合意予定） 

○先進国のみが条約上の数値目標を伴う削減義務を負う。 
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条約の実効性を高めるために 

～ 

2013年 

2020年 

【第一約束期間】 

【第二約束期間】 



○2020年以降の温室効果ガス削減に向けた我が国の約束草案は、エネルギーミックスと整合的なものと
なるよう、技術的制約、コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上
げによる実現可能な削減目標として、国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度に2013年
度比▲26.0%（2005年度比▲25.4%）の水準（約10億4,200万t-ＣＯ２）にすることとする。  

日本の約束草案 

○GDP当たり排出量を４割以上改善、一人当たり排出量を約２割改善することで、世界最高水準を維
持するものであり、国際的にも遜色のない野心的な目標。  
 日本のGDP当たりエネルギー消費量は現時点でも他のG7諸国の平均より約3割少なく、世界の最高水準
にある。そこからさらに2030年に向けて３５％のエネルギー効率の改善を目指す。 

 上記エネルギーミックスでは、総発電電力量に占める再生可能エネルギーの比率を22-24%程度、原子力
の比率を22-20%程度としている（足下から、太陽光は７倍、風力・地熱は４倍の発電電力量を見込ん
でいる）。 

○IPCC第5次評価報告書で示された、2℃目標達成のための2050年までの長期的な温室効果ガス排
出削減に向けた排出経路や、我が国が掲げる「2050年世界半減、先進国全体80％減」との目標に
整合的なもの。 

○JCMについては、温室効果ガス削減目標積み上げの基礎としていないが、日本として獲得した排出削
減・吸収量を我が国の削減として適切にカウント。 

公平性・野心度、条約２条の目的達成に向けた貢献、 
明確性・透明性・理解促進のための情報等 
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日本の約束草案：2030年度の温室効果ガス排出削減目標 



主要国の約束草案の比較（総量削減率）  
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2013年比 2005年比 1990年比 

日本 
（政府原案） 

▲26.0% 
（2030年）  

▲25.4% 
（2030年） 

▲18.0% 
（2030年） 

米国 ▲18～21% 
（2025年） 

▲26～28％ 
（2025年） 

▲14～16％ 
（2025年） 

EU ▲24％ 
（2030年） 

▲35％ 
（2030年） 

▲40％ 
（2030年） 

カナダ ▲28% 
（2030年） 

▲30％ 
（2030年） 

▲14％ 
（2030年） 

中国 
（GDP単位当たりCO2
排出量▲60-65％） 

+13～29% 
（2030年） 

+67～+91% 
（2030年） 

+307～365% 
（2030年） 

韓国 
（BAU比▲37％） 

▲22％ 
（2030年） 

▲4％ 
（2030年） 

+81％ 
（2030年） 

日本：日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2013年度）（国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス）、日本の約束草案（政府原案）より作成 
米国： U.S. Greenhouse Gas Inventory Report: 1990-2013(http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/usinventoryreport.html)、米国INDCより作成 
EU：Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2013（EEA）(http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013) （2013年排出実績） 、 GHG Data
（UNFCCC）（2005年及び1990年排出実績）、EU INDCより作成 
中国：CO2 from fuel combustion 2014 Edition(IEA)、 OECD GDP long-term forecast （https://data.oecd.org/gdp/gdp-long-term-forecast.htm#indicator-chart） 、中国INDCより作成（※2012年実績から
2030年目標値を直線でつないで2013年の数値を推計） 
韓国： NATIONAL GREENHOUSE GAS INVENTORY (http://unfccc.int/resource/docs/natc/rkorbur1.pdf)、韓国INDCより作成（※2012年実績から2030年目標値を直線でつないで2013年の数値を推計） 
カナダ： Canada's Greenhouse Gas Inventory  （http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/）、カナダINDCより作成 

http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/usinventoryreport.html
http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/usinventoryreport.html
http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/usinventoryreport.html
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2013
https://data.oecd.org/gdp/gdp-long-term-forecast.htm#indicator-chart
http://unfccc.int/resource/docs/natc/rkorbur1.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/natc/rkorbur1.pdf
http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/


主要国の約束草案の比較（GDP当たり温室効果ガス排出量）  
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現状 目標を達成した場合 

日本 
（政府原案） 

0.30 

（2013年） 
0.16 

（2030年） 

米国 0.46 
（2013年） 

0.27-0.28 
（2025年） 

EU 0.30 
（2013年） 

0.17 
（2030年） 

カナダ 0.55 
（2013年） 

0.28 
（2030年） 

中国 
（GDP当たりCO2排出量） － 0.9～1.0 

（2030年） 

韓国 0.64 
（2012年） 

0.29 
（2030年） 

（出典） 
各国のGDP実績：CO2 from fuel combustion 2014 Edition(IEA)  
日本のGDP将来推計：内閣府「中長期の経済財政に関する試算」 （平成27年2月） の経済再生ケースにおける平均成長率から推計。これを2005年の実取引の為替レートで換算した値。
（2030年のエネルギーミックスのマクロフレームに使用。）米・ＥＵと同様にWorld Energy Outlook（IEA） の値で推計した場合は，0.18kg-CO2換算/GDP1米ドルとなる。 
米・EUのGDP将来推計：World Energy Outlook（IEA）より推計。 
カナダ・中・韓のGDP将来推計：OECD GDP long-term forecastより推計。 
各国のGHG/CO2排出量：前ページと同じ。 

（単位：kg-CO2換算/GDP1米 ドル（中国のみkg-CO2/GDP1米 ドル）） 



主要国の約束草案の比較（1人当たり温室効果ガス排出量） 
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現状 目標を達成した場合 

日本 
（政府原案） 

11.1 
（2013年） 

8.9 
（2030年） 

米国 20.8 
（2013年） 

15.1-15.5 
（2025年） 

EU 8.8 
（2013年） 

6.5 
（2030年） 

カナダ 20.6 
（2013年） 

12.9 
（2030年） 

中国 
（1人当たりCO2排出量） － 6.9～7.9 

（2030年） 

韓国 14.0 
（2012年） 

10.3 
（2030年） 

(出典) 
日本の2030年の将来人口：国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による最新の中位推計（2012年）（2030年のエネルギーミックスのマクロフレームに使用。）他国と同様に
World Population Prospects の値で推計した場合は，8.6t-CO2換算/人となる。 
日本の2013年人口及び各国の人口：World Population Prospects: The 2012 Revision（United Nations, Department of Economic and Social Affairs） 
(http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm)より推計 
各国のGHG/CO2排出量：前ページと同じ。 

（単位：t-CO2換算/人（中国のみt-CO2/人） ） 

http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm
http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm
http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm
http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm
http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm


EU, 10.2% 

豪州 1.2% 

カザフスタン 0.7% 

その他参加国 1.1% 
日本 2.8% 

ロシア 5.1% 

カナダ 1.5% 

NZ 0.2% 

米国 13.8% 

中国 22.2% 
インド 5.8% 

その他 35.6% 

温室効果ガス排出シェアおよび京都議定書等の参加カバー率    

出典：ＩEA ,CO2 Emissions from Fuel Combustion (2014)をもとに経済産業省作成。世界計から、国際海運・航空部門を除いた。 

※排出シェアは2010年時点のもの 
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22.0% 
（第一約束期間参加国） 

13.4% 
（第二約束期間参加国） 

全ての主要国が参加する合意 
（2020年以降の枠組み） 
※11月4日時点での目標提出国：156ヵ国 
（世界の温室効果ガス排出量の約9割） 

【京都議定書】 

【COP21】 



・COP21における新たな国際枠組みに関する合意の状況を踏まえ、できるだけ速やかに地球 
 温暖化対策計画を策定する。 
・計画は、地球温暖化対策推進法に基づき、地球温暖化対策推進本部（本部長：内閣総理
大臣、副本部長：内閣官房長官、環境大臣、経済産業大臣）が計画案を策定、閣議決定。 

ＣＯＰ２１後の国内温暖化対策について 

（メンバー）  
 本部長   ：内閣総理大臣、 
 副本部長：内閣官房長官、環境大臣、経済産業大臣 
 本部員   ：その他全国務大臣 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法） 

地球温暖化対策計画（温対法第8条） 

地球温暖化対策推進本部（温対法第10条） 

（閣議決定） 

（1998年成立、2013年改正） 

◎計画で定める主な内容 
 ・計画期間 
 ・基本的方向性 
 ・温室効果ガスの排出抑制・吸収量の目標 
 ・目標達成のための対策・施策 
 ・特に排出量の多い事業者に期待される事項 
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１．地球温暖化問題への国際的取組み 
２．省エネに向けた取組 
３．（参考）技術による温暖化対策の重要性 

10 



我が国の部門別温室効果ガス排出量と電力からのCO2排出実績 

電力量に占める
原発比率 

26.0% 29.2% 28.6% 10.7% 1.7% 1.0% 
2009年度 2010年度 2012年度 2008年度 2011年度 

○ 総排出量は1990年（12.70億トン）から2013年（14.08億トン）で増加。部門別では産業部門
は減少する一方、家庭・業務・運輸の各部門で増加している。 

○ また、震災以降(2010→2013)、電力分野の排出量が3.74億トンから4.84億トンと1.10億トン増加。
これは、日本全体の温室効果ガス排出量の約１割分の増加に当たる。 

        1990年       2013年  
産業      5.03億トン →  4.29億トン(▲14.7%) 
運輸      2.06億トン →  2.25億トン( ＋9.2%) 
業務その他 1.34億トン →    2.79億トン(＋108.2%) 
家庭      1.31億トン →  2.01億トン(＋53.4%) 

部門別CO2排出量の変化 

（うち電力
37％） 

※一般電気事業者10電力計       出典：電気事業者連合会 電源別発電電力量構成比 

出典：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 

2013年度 

（直接排出） 

11 

部門別CO2排出量内訳（2013年度） 



 各部門における省エネルギー対策の積み上げにより、５，０３０万ＫＬ程度の省エネルギーを実現する。 
＜各部門における主な省エネ対策＞ 

 産業部門  ＜▲１，０４２万ＫＬ程度＞  業務部門  ＜▲１，２２６万ＫＬ程度＞ 

 家庭部門  ＜▲１，１６０万ＫＬ程度＞ 

 運輸部門  ＜▲１，６０７万ＫＬ程度＞ 

 主要４業種（鉄鋼、化学、セメント、紙・パルプ）   ⇒ 
低炭素社会実行計画の推進 

 
工場のエネルギーマネジメントの徹底 
   ⇒   製造ラインの見える化を通じたエネルギー効率の改善 
 
 革新的技術の開発・導入 
  ⇒ 環境調和型製鉄プロセス（ＣＯＵＲＳＥ５０）の導入 
            （鉄鉱石水素還元、高炉ガスCO2分離等により約30%のCO2を削減）      
    二酸化炭素原料化技術の導入       等 
     （二酸化炭素と水を原料とし、太陽エネルギーを用いて基幹化学品を製造） 
 
 業種横断的に高効率設備を導入 
   ⇒   低炭素工業炉、高性能ボイラ 等 

 次世代自動車の普及、燃費改善 
  ⇒ ２台に１台が次世代自動車に 
  ⇒  燃料電池自動車：年間販売最大１０万台以上 
 
 

 交通流対策 
 

 建築物の省エネ化 
   ⇒ 新築建築物に対する省エネ基準適合義務化 
 
 ＬＥＤ照明・有機ＥＬの導入 
        ⇒ ＬＥＤ等高効率照明の普及 
 
 ＢＥＭＳによる見える化・エネルギーマネジメント 
    ⇒ 約半数の建築物に導入 
 
 国民運動の推進 

 住宅の省エネ化 
    ⇒ 新築住宅に対する省エネ基準適合義務化 
 

 ＬＥＤ照明・有機ＥＬの導入 
        ⇒ ＬＥＤ等高効率照明の普及 
 

 ＨＥＭＳによる見える化・エネルギーマネジメント 
    ⇒ 全世帯に導入 
 

 国民運動の推進 
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長期エネルギー需給見通しにおける省エネルギー対策 
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エネルギー効率 ＝ 最終エネルギー消費量／実質ＧＤＰ 

３５％改善 
 

 省エネルギー対策を徹底して進めた後のエネルギー需要の見通しは、最終エネルギー消費 326百万kL
程度（対策前比▲13%）。 

 これらの対策の積み上げにより、石油危機後並みの大幅なエネルギー効率改善を実現。 
 

【エネルギー効率の改善】 

（年度） 

13 【出典】平成27年7月総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 長期エネルギー需給見通し小委員会 長期エネルギー需給見通し関連資料 

（参考）エネルギー消費効率 



 我が国は、１９７０年代の石油危機以降、官民を挙げて精力的な取組を行った結果、１９７３年から２０１
２年までの約４０年間に約４割エネルギー効率を改善、世界的にも最高水準のエネルギー効率を実現。 

 ただし、８０年代後半以降は、ＧＤＰ当たりの効率は伸び悩んでおり、一層の対策が求められている。 

約4割改善 

【我が国のエネルギー効率 
（エネルギー供給量／実質ＧＤＰ）推移】 

（石油換算百万トン/兆円） 

出所）総合エネルギー統計、国民経済計算年報 

【エネルギー効率の各国比較（２０１１
年）】 

出所）IEA energy balance of  OECD Countries 2013 Edition  
（注）一次エネルギー供給（石油換算トン）/実質GDPを日本＝1として換算。 
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（参考）石油危機以降の我が国の省エネ努力 



○ 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。政府は、毎年度、関係審議会等によるフォローアップを実施。 

○ 国内の企業活動における排出削減目標だけでなく、低炭素製品の普及を通じた他部門での削減貢献や技術移
転等を通じた国際貢献、革新的技術の開発・導入についても取組の柱として位置付けられている。 

○ 2030年に向けた計画については、現在87業種が策定済み。産業・エネルギー転換部門の8割 、全部門の4割
の排出量をカバー。 

産業界の低炭素社会実行計画について 

 
総務省：情報通信審議会情報通信技術分科会 
財務省：財政制度等審議会たばこ事業等分科会、国税審議会・酒類 
     分科会 
文部科学省：大学設置・学校法人審議会学校法人分科会 
厚生労働省：厚生労働省環境自主行動計画フォローアップ会議 
農林水産省：食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会・ 
     林政審議会施策部会地球環境小委員会・水産政策審議会企画 
     部会地球環境小委員会合同会合 
経済産業省：産業構造審議会地球環境小委員会・中央環境審議会自主 
     行動計画フォローアップ専門委員会合同会合 
国土交通省：社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体 
     系分科会環境部会合同会議 
環境省：産業構造審議会地球環境小委員会・中央環境審議会自主 
     行動計画フォローアップ専門委員会合同会合 
警察庁：各業界団体においてそれぞれ結果を公表 
金融庁：各業界団体においてそれぞれ結果を公表 

関係審議会等によるフォローアップ 

 
2011年3月の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故後の我が国のエネルギーを巡る環境が国内外で大きく変化したにも関わらず、京都
議定書第一約束期間の６％削減目標を達成することができたのは、世界最高水準のエネルギー効率の維持など産業界における温暖化対策の中心的役割を
担う自主行動計画が十分に高い成果を上げてきたこと、トップランナー基準に基づく機器の効率向上等の省エネ対策に不断に取り組んできたこと、代替フロン等
３ガスの排出抑制や森林吸収源対策を着実に実施してきたこと等、国民各界各層が気候変動への取組に最大限の努力を行ったことによるものである。（平成
26年7月1日地球温暖化対策推進本部「京都議定書目標達成計画の進捗状況」） 

政府文書における評価 （出所）京都議定書目標達成計画の進捗状況（平成26年7月1日地球温暖化対策推進本部） * 2030年に向けて、エネルギー原単位改善率年平均1％ 

   
目標指標 

 
基準年度 

 
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以下 
（▲1.4％以上） 

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％ 

電気事業連合会・ 
特定電気規模事業者 CO2排出係数 － 0.37kg-CO2/kWh 

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％ 

低炭素社会実行計画（2030年目標）の例 
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日本の約束草案（抄） （2015年7月17日地球温暖化対策推進本部決定） 

○ 約束草案（2015年7月17日地球温暖化対策推進本部決定）において、「低炭素社会実行計画の推進・強化」
などの対策・施策により世界トップ水準のエネルギー効率の一層の改善を図ると宣言。 

○ ①フォローアップの強化による実効性の向上に加え、②計画未策定業種の策定促進や業界内の取組カバー率向上を
通じた事業者間の公平性の確保、③足下で目標水準を超過達成している業種の目標引上げが重要。 

 我が国の約束草案は、主要セクターの具体的な対策・施策の積み上げに基づいて作成し、その内訳を明らかにした、透明性、具体性の
高いものである。このように各国がセクター毎の情報を提出し共有することは、透明性の向上、公平性の確保、及び実効性あるレビューにも
資する。これにより、セクター毎の取組が促され、世界全体での公平で効率的な排出削減につながる。 
 たとえば我が国の産業部門について、鉄鋼（転炉鋼生産）、セメント（クリンカ生産）におけるエネルギー効率は、いずれも世界トップ水
準にあるが、さらに、低炭素社会実行計画の推進・強化をはじめ、別途示した具体的対策・施策により、一層の改善を図っていく。 

低炭素社会実行計画の推進・強化について 

自主行動計画と低炭素社会実行計画（2020年、2030年）のカバー率 （2015年7月17日現在） 
産業・エネ転部門 （50,535）

業務部門 （27,237）

運輸部門 （22,634）

自主行動計画 42,307 （84％）

自主行動計画 5,725 （21％）

自主行動計画 13,723 （61％）

低炭素社会実行計画（2020年目標） 38,301 （76％）

2012年度排出量実績ベース （万t-CO2）

低炭素社会実行計画（2020年目標） 3,503 （13％）

低炭素社会実行計画（2020年目標） 13,473 （60％）

低炭素社会実行計画（2030年目標） 42,005 （83％）

低炭素社会実行計画（2030年目標） 3,274 （12％）

低炭素社会実行計画（2030年目標） 12,676 （56％） 16 
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7月1日から、新しい国民運動スタート。 

 

平成27年6月2日 安倍総理は、第29回となる地球温暖化対策推進本部を開催し 
『COOL CHOICE』を旗印に、政府を挙げて国民運動を展開する発言をしました。 

 
「２０３０年度の温室効果ガスの排出量を２６％削減するこの目標は、 

政府だけでなく、事業者や国民が一致団結して行動を起こさないと 
実現は不可能であります。 

 
『ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ』を旗印に 

政府を挙げて国民運動を展開してまいります。 
私もその先頭に立つ考えでございます。」 

出典：首相官邸ホームページ 



１．地球温暖化問題への国際的取組み 
２．省エネに向けた取組 
３．（参考）技術による温暖化対策の重要性 
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※1 環境エネルギー技術の横軸上の位置は、各技術のロードマップを踏まえ、本格的な普及のおおよその時期を示すものである。 
※2 「現状技術パス」は、各種技術の効率（例えば、石炭火力発電の発電効率）が変化しない場合の世界全体のおおよその排出量を示すものである。 
※３ 「既存技術向上・普及」及び「より革新的な技術普及」の矢印は、世界全体で排出量半減の目標を達成するためには、既存技術の向上・普及 
   だけでなく、より革新的な技術の普及による削減が必要であることを示すものであり、それぞれの技術による削減幅を示すものではない。 

短 中 期 

2050 2030 

2050 2030 

世
界
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量 

既存技術 
向上・普及 

より革新的 
技術普及 

現状技術パス 

中 長 期 

地熱発電 

原子力発電 

高効率石炭火力発電 
（IGCC、A-USC） 

高効率天然ガス発電 
（1700℃級） 

バイオマス利活用 
（微細藻類） 

風力発電（洋上） 

二酸化炭素回収・貯留（CCS） 

革新的デバイス 
（ノーマリーオフプロセッサ） 

エネルギーマネジメント 
システム（HEMS/BEMS/CEMS） 

革新的デバイス 
（テレワーク） 

革新的デバイス 
（SiC半導体） 

高効率（低燃費） 
航空機・船舶・鉄道 

革新的製造プロセス 
（省エネセメント） 

次世代自動車 
（燃料電池自動車） 

高効率ヒートポンプ 
（給湯） 

高効率エネルギー 
産業利用（コジェネ） 

革新的構造材料 
（CERP） 

省エネ住宅・ビル 

燃料電池 
（PEFC/SOFC） 蓄熱・断熱等技術 

高性能電力貯蔵 
水素製造・輸送・貯蔵 

（輸送・貯蔵） 

水素製造・輸送・貯蔵 
（製造） 

メタン等削減技術 
（嫌気性処理） 

植生による固定 
（スーパー樹木） 

温暖化適応技術 地球観測・気候変動予測 

超電導送電 
（超電導ケーブル） 

次世代自動車 
（EV） 

海洋エネルギー（波力、潮力、海流） 

環境調和型製鉄プロセス 

核融合 

宇宙太陽光 

太陽光発電（14円/kWh） 

太陽熱利用 

人工光合成 

高度道路交通システム 
（プローブ情報相互利用） 

エネルギーマネジメント 
システム（電力融通・ネットワーク技術） 

2020 2040 

世界全体で 
排出量半減目標 

その他 
（既存技術の普及 

及びその他 
革新技術） 

27% 

生産・供給 
37% 

消費・需要 
15% 

流通・需要統合 
7% 

その他技術 
14% 

2050年世界の温室効果ガ

ス半減への環境エネル
ギー技術別の寄与度 

※1 枠の横幅の中ほどが本格的な普及のおおよその時期を示す 
※2 括弧の中は、各項目における技術の一例を、本文の短中期、中長

期の分類に合わせて抜き出したもの 

凡例 
消費・需要分野 

流通・需要統合分野 その他の技術 
生産・供給分野 

※４ 寄与度は（公財）地球環境
産業技術研究機構（RITE）
の試算による。 

約300 
億トン 

現在の排出量 

温室効果ガス削減にかかるエネルギー環境技術  
①「環境エネルギー技術革新計画」（総合科学技術会議 平成25年9月） 
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現在 2050 2030 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量 

世界全体 
半減目標 

約300 
億トン 

※ IEA Energy Technology Perspectives 2012等をもとに経済産業省試算 

世界全体で排出量半減のた
めに必要なCO2削減量（約
420億トン） 

約570億トン 

約150億トン 
モーダルシフト ：13億程度 
燃料転換等 ：40億程度 

技術革新以外の対策（約５３億トン） 

陸上風力 ：22億程度 
水力 ：9億程度 

その他の技術（約３１億トン） 

石炭火力 ：10億 
天然ガス ：2.8億 
原子力 ：32億 
洋上風力 ：8億 
太陽光 ：17億 
太陽熱 ：17億 
海洋 ：1億 
地熱 ：5億 
バイオ ：17億 

CCS ：71億 
自動車 ：74億 
デバイス ：19億 
製鉄 ：16億 
セメント ：11億 
化学 ：16億 
紙パルプ ：2億 
空調 ：11億 
断熱 ：6億 

日本が強みを有する技術による貢献分（約336億トン） 

温室効果ガス削減にかかるエネルギー環境技術  
②IEA報告書ベース 
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主催：経済産業省、NEDO （共催：外務省、環境省） 
運営委員会：世界の多様な意見を反映するため、日米欧中韓、中

東、アフリカ、中南米の１１カ国の有識者１６名からなる運営委
員会を設置 

◆第１回年次総会◆ 
日程、場所：平成２６年１０月８日（水）、於：東京（椿山荘） 
出席者：国際機関、政府、企業、学界から約８０ヶ国の８００名

（外国人：約３００名）が参加。 
 
◆第２回年次総会◆ 
日程、場所：平成２７年１０月７日（水）、８日（木）、 
          於：東京（椿山荘） 
出席者：国際機関、政府、企業、学界から約７０ヶ国の１０００

名以上が参加。 
 
◆第３回年次総会◆（P） 
日程、場所：平成２８年１０月５日（水）、６日（木）、 
          於：東京（椿山荘） 

○安倍総理の提唱により、温暖化問題解決のイノベーションの促進に向けた、世界の産学官のリーダーが議論するための
知のプラットフォームとして、いわば「エネルギー・環境技術版ダボス会議」としてICEFを平成２６年から毎年東京で開
催。（「攻めの地球温暖化外交戦略」でも我が国の貢献として位置付け） 

Innovation for Cool Earth Forum （ICEF、アイセフ） 

茅 陽一（委員長） 地球環境産業技術研究機構（RITE）理事長 
サリー ベンソン スタンフォード大学 教授 
周 大地 中国国家発展改革委員会エネルギー研究所 前

所長、シニアリサーチプロフェッサー 
オグンラデ デビッドソン 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）  第

三作業部会共同議長、元シオラレオネ   エネル
ギー・水資源大臣 

ジョーグ エルドマン ベルリン工科大学教授 
ホセ マリア フィゲーレス      元コスタリカ大統領 
アダム ヘラー テキサス大学リサーチプロフェッサー 
川口 順子            明治大学国際総合研究所特任教授、元外務大

臣、元環境大臣 
ホーセン リー            IPCC副議長韓国啓明大学校環境大学学長 
ネボイシァ ナキチェノヴィッチ       国際応用システム分析研究所副所長 
グウィン プリンズ ロンドン経済大学名誉教授ハートウェル   グループ

共同議長 
デービッド サンダロー 元米国エネルギー省次官 
イスマイル セラゲルディン      アレキサンドリア図書館長 
スーザン ソロモン マサチューセッツ工科大学教授、IPCC第一作業

部会共同議長 
ローレンス トゥビアナ パリ政治学院教授、フランス開発庁理事会理事

長、持続可能開発・国際関係研究所   所長、パ
リ気候変動会議特別代表   

安井 至 製品評価技術基盤機構（NITE）名誉顧問   

運営委員： 

21 



  

１０月８日（木） １０月７日（水） 
 

第２回ICEF年次総会① 

本会議①（9:30-11:50）  
－将来の温室効果ガス削減に向けた主要課題－  
 アンワール・ホサイン・モンジュ（バングラデシュ環境森林大臣） 
 ローレンス・トゥビアナ（パリ気候変動会議特別代表） 
 フィリップ・ブノワ（国際エネルギー機関持続可能なエネルギー 
             政策・技術局長） 
 リチャード・レスター（マサチューセッツ工科大学教授）等 

本会議②（13:00-15:45）   
－イノベーター・ビジョナリー 
         ・グローバルリーダーによる将来展望－  
ディアスバラールト・フィデル・カストロ（キューバ国家評議会科学    
                         顧問） 
ベーダー・ハマッド・アレッサ（クウェート教育大臣兼高等教育大臣） 
チヘブ・ボーデン（チュニジア共和国高等教育科学研究大臣） 
ムハマド・ユヌス（ユヌスセンター代表、グラミン銀行創設者） 
バーツラフ・シュミル（マニトバ大学特別名誉教授） 
中尾 武彦（アジア開発銀行総裁） 
ピーター・ロビンソン（米国国際ビジネス評議会理事長）等 

本会議③（15:45-18:15）  
－気候変動問題に対する将来戦略－ 
 ウィントゥン （ミャンマー環境保全森林大臣） 
 ロバート・N・スタヴァンス（ハーバード ケネディスクール教授） 
 ピーター・バッカー（持続可能な開発のための世界経済人会議 
              （WBCSD）事務総長） 
 パトリック・プヤネ（トタルCEO）等 

開会式（9:00-9:30） 
 安倍 晋三（内閣総理大臣）※ビデオレター 
 山際 大志郎（経済産業副大臣） 
 ジョン・ホルドレン（米国科学技術担当大統領補佐官） 

閉会式（18:15-18:45） 
関 芳弘（経済産業大臣政務官） 
古川 一夫（NEDO理事長） 

 
分科会①（16:15-18:45）  
・セメント 
・エネルギーシステム 
・地熱発電 
・水素 
   

・鉄鋼 
・原子力 
・途上国への技術移転と投資促進 

分科会②（9:00-11:30）  
・人工光合成 
・温暖化へのビジネスエンゲージメント  
・蓄電                                    
・ゼロ・エネルギー・ビル                                         

   ・低炭素モビリティ 
    ・公的ファンディングの 
    RDD&Dにおける役割 
    ・スマートグリッド   
    ・風力 

分科会③（12:45-15:15） 
・先進的液体バイオ燃料        
・二酸化炭素回収・貯留技術                        

・国連を補完する国際枠組み  
・太陽光 
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IEAによる特別講演 

IRENAによるロードマップのプレス発表 
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第２回ICEF年次総会② 

○ＩＣＥＦロードマップ 
世界の産学官で、革新的な低炭素技術の開発・普及にむけたビジョンを共有し具体的な取組につなげるものと
して、サンダロー委員を中心に、「Rooftop Solar with Storage」のロードマップを作成。ＩＣＥＦコンカレントセッショ
ンで議論の上、閉会式で発表。更にＣＯＰ２１の場における発表を目指す。 
 

○ＩＣＥＦ運営委員会ステートメント 
ＩＣＥＦ運営委員会からの提言及び要望として、閉会式で公表。 
 

○Ｔｏｐ１０イノベーションの選定 
直近１年間に発表された優れた技術開発・ビジネスモデル・政策を、運営委員３名及び途上国の技術専門家 
１名からなるワーキンググループにて絞り込み、最終的にＩＣＥＦ参加者の投票により選定して、閉会式で発表。 
 

○サイトツアー 
ＩＣＥＦ翌日の１０月９日において、ＩＣＥＦ参加者を対象とした日本の環境・エネルギー関連の最先端の技術現場
を視察。 
 例）モビリティ関連（ＪＡＲＩ、ロボットセンター）、発電関連（Ｊ－ｐｏｗｅｒ磯子石炭火力発電所、東芝横浜事業所）、ＣＥＡＴＥＣ 等 
 

○フランス政府主催のビジネスダイアログ 
ＣＯＰ２１に向けて、世界の産業界及び政府の関係者の間で気候変動問題を討議し、官民の連携を強化するこ
とを目的としたフランス政府主催の取組。ＩＣＥＦ前日の１０月６日に第３回ビジネスダイアログを東京で開催し、イ
ノベーションの重要性、優れた低炭素技術の普及に向けた施策等につき議論。 

 



二国間クレジット制度（ＪＣＭ / Joint Crediting Mechanism)の基本概念 
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日本 

 
 
 
 
 

ホスト国 
 
 
 
 

優れた低炭素技術等の普及や 
緩和活動の実施 

 優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラの普及や緩和活動の実施を加
速し、途上国の持続可能な開発に貢献。 

 温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が
国の削減目標の達成に活用。 

 地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候
変動枠組条約の究極的な目的の達成に貢献。 

JCMプロ
ジェクト 

温室効果ガスの排出
削減・吸収量 

両国代表者からなる合同委員会
で管理・運営 

日本の削減目標 
達成に活用 クレジット 

測定・報告・検証 
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JCMパートナー国 

【モンゴル】  
2013年1月8日 
（ウランバートル） 

【バングラデシュ】 
2013年3月19日 
（ダッカ） 

 日本は、2011年から開発途上国とJCMに関する協議を行ってきており、モンゴル、バングラデ
シュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジ
ア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマーとJCMを構築。 

【エチオピア】 
2013年5月27日 
（アジスアベバ） 

【ケニア】 
2013年6月12日 
（ナイロビ） 

【モルディブ】 
2013年6月29日 
（沖縄） 

【ベトナム】 
2013年7月2日 
（ハノイ） 

日本・インドネシア間で3件、日本・パラオ間
で1件、日本・モンゴル間で2件、日本・ベト
ナム間で1件のJCMプロジェクトを登録済
み。 

【ラオス】 
2013年8月7日 
（ビエンチャン） 

【インドネシア】 
2013年8月26日 
（ジャカルタ） 

【コスタリカ】 
2013年12月9日 
（東京） 

【パラオ】 
2014年1月13日 
（ゲルルムド） 

【カンボジア】 
2014年4月11日 
（プノンペン） 

【メキシコ】 
2014年7月25日 
（メキシコシティ） 

【サウジアラビア】 
2015年5月13日 

【チリ】 
2015年5月26日 
（サンティアゴ） 

【ミャンマー】 
2015年9月16日 
（ネピドー） 



【経済産業省・ＮＥＤＯ】平成２５年度二国間クレジット制度実現可能性調査（ＦＳ） 
／ＭＲＶ適用調査／実証事業 
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ケニア: 
ソーラーランタン 

インド: 
製鉄所における省エネ技術普及 
高効率空調機 

ラオス: 
ビール工場省エネ 
REDD+ 
 
ミャンマー : 
流水式マイクロ水力発電 

インドネシア: 
バイオ燃料 
二酸化炭素冷媒を用いた冷凍冷蔵ショーケース 
REDD+（4事業） 
石油精製プラントの運転制御最適化 
動力プラントの運用最適化技術 
薄膜太陽光発電 

ベトナム: 
超々臨界圧石炭火力（混焼） 
水質浄化・汚泥排出削減 
有機性廃棄物からのエネルギー回収 
風力発電 
国立病院の省エネ・環境改善 
BEMS開発によるホテル省エネ 

モンゴル: 
風力発電 
ゲル地域における高効率集合住宅 
省エネ送電システム 

メキシコ: 
二酸化炭素分離・回収技術(CCS） 

ジプチ／ルワンダ: 
地熱発電 

タイ: 
工業団地における省エネ 
空調冷媒過冷却システム 

→ 経済産業省 実現可能性調査（ＦＳ） 
→ ＮＥＤＯ 実現可能性調査 
▲→ＮＥＤＯ ＭＲＶ適用調査事業 
→ＮＥＤＯ 実証事業 

ケニア／エチオピア: 
省水力発電 

ペルー: 
REDD+ 

バングラデシュ: 
▲高効率火力発電 



【経済産業省・ＮＥＤＯ】平成２６年度二国間クレジット制度実現可能性調査（ＦＳ） 
／ＭＲＶ適用調査／実証事業 
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ケニア: 
小型地熱発電 

ラオス: 
コンテナ型データセンター導入 
●コンテナ型データセンター導入 

インドネシア: 
携帯電話基地局へのハイブリッド技術  
◆低炭素型廃棄物処理 
◆LNG小分け輸送設備技術  
◆REDD+ （6事業） 
素材産業製造装置省エネ 
省エネ型データセンター 
CCS   
石油精製プラントの運転制御最適化（平成25年度から） 
動力プラントの運用最適化技術（平成25年度から） 
薄膜太陽光発電（平成25年度から） 

ベトナム: 
鉄鋼産業の省エネルギー化 
エコタウンへの日本技術導入 
船舶操業の省エネルギー化 
漁船への特殊LED照明機器導入 
省エネ型製紙プラント導入 
輸配送管理システム導入による静脈物流効率化 
水熱源ヒートポンプユニットによる空調省エネ 
国立病院の省エネ・環境改善（平成25年度から） 
BEMS開発によるホテル省エネ（平成25年度から） 
省エネ型製紙プラント導入 
▲エコ・コンビニエンスストア 

メキシコ: 
商業・産業部門の省エネルギー化 
地熱発電 
イオン交換膜の苛性ソーダ・塩素製造プ
ロセスへの導入 

食品飲料工場へのガス機器導入 

タイ: 
鉄鋼産業の省エネルギー化 
バイオコークス技術 
超高効率小型貫流ボイラー 

エチオピア, ケニア: 
太陽光・水力発電 
蓄電池利用未電化地域電化 

モルディブ: 
中型風力発電 

カンボジア: 
高効率LED街路照明 
経済特区向け太陽光・ディーゼル発電 

サウジアラビア: 
太陽光・複合ガス火力発電 

バングラデシュ: 
▲高効率火力発電（平成25年度から） 

モンゴル: 
省エネ送電システム（平成25年度から） 
石炭灰のセメント原料代替 

チリ: 
高効率発電技術 
ルーフトップ向け太陽光発電システム 

コスタリカ: 
太陽光発電システム 

ミャンマー: 
省エネスーパーマーケット 

マレーシア: 
木質系バイオマス発電 

エチオピア: 
バイオエタノール製造プラント 

→ 経済産業省 実現可能性調査（ＦＳ） 
→ ＮＥＤＯ 実現可能性調査 
▲→ＮＥＤＯ ＭＲＶ適用調査事業 
→ＮＥＤＯ 実証事業 



 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の下で設立された、先進国から途上国に対する、気候変動
に関連する技術の移転を促進するための枠組み（技術メカニズム）の一つ。 

 設立経緯  
 2009年の国連気候変動枠組条約第１５回締約国会議（COP15)において、技術の開発及び移転のための

行動を強化するため、技術の開発及び移転を促進する「技術メカニズム」を設立することに合意。 
 2010年のCOP16において、技術執行委員会（TEC）（我が国から島田邦彦氏（環境省参与）が議長として参

加）と、気候技術センター・ネットワーク（CTCN）の設立、及びそれぞれの機能の大枠について合意。 
 
 
 
 
 
 

 2012年のCOP18にて、UNEPを中心とするコンソーシアムをCTCNのホスト機関とすることを決定。 
 2013年後半に、CTCNの運営を開始。具体的な運営方法については、CTCN諮問委員会にて継続的に検討

（我が国から本部和彦氏（東大公共政策大学院客員教授）が委員として参加）。 
 

CTCN １．途上国の要請に基づき、①技術ニーズ特定の助言・支援、②技術に関する情報提供・能力強化の機会の 
  提供、③既存技術の活用に関する支援 
２．産官学と協力し環境技術の開発・移転を促進（南南協力含む） 
３．国際機関・各国機関等、幅広い活動のネットワーク化 など 

TEC 緩和・適応技術の開発・移転に関する、①技術ニーズ・政策の分析・概観、②技術促進策の提言、③LDC向け特
別の配慮、④産官学の協力促進、⑤阻害要因の追求、⑥UNFCCC以外の機関との協力、⑦技術ロードマップや
アクションプランの開発・活用の触媒 
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気候技術センター・ネットワークの概要 
（Climate Technology Center and Network :CTCN） 



TE
C 

技術ニーズ 貢献 

国家指定機関 
（NDE、例：METI・

MOE） 

成果を報告 

直接対話 

業
界
A 

業
界
B 

業
界
C 

技術メカニズム 

国家指定機関
(NDE) 

途上国への円滑かつ効果的な技術移転を促進するため、 
①技術支援を要請する途上国が参考とできるような低炭素技術ライブラリーをCTCNが作成、②先進国NDE（国家指

定機関）の体制を強化、③資金メカニズムとのリンケージ、④先進国NDEと途上国NDEとの直接対話の促進、を提案。 

ガイダンス 

COP（締約国会議） 

技術支援 

気候技術センター・ネットワーク（CTCN） 
 低炭素技術リスト 

１ 

２ 

その他の機関 
（日本の例： 

RITE、 OECC、 IGES、 GEC） 

３ 

４ 

資金面等の 
  支援 

技術メカニズムの強化に関するイメージ 
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資金 
メカニズム 

連携 

体制
強化 

貢献 貢献 貢献 
貢献 

先進国 途上国 

○①を支援するため、経産省はCTCNへの拠出金を増額（平成26年度10,754千円⇒平成27年度61,183千円） 
○CTCNによるリスト作成に協力するため、我が国産業界が有する主要セクターごとの低炭素技術リストを作成しCTCN

に提供（本年9月に第一弾の日本版技術リスト（鉄鋼、化学、電力等）を提出。現在第二弾を作成中。） 
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