
電力中央研究所 

自主的取り組みの評価と今後について 

社会経済研究所 

自主行動計画の総括的な評価に係る第２回検討会 報告 
2014年2月10日 

上席研究員 
主任研究員 

杉山 大志 
若林 雅代 

資料５ 



自主的取り組み（ＶＡ）の位置づけ 

日本は「ＶＡだけ」ではない・・・ 省エネ法や
エネルギー諸税などの取り組みを補完。 
日本は世界最高のエネルギー効率・規制 
水準。エネルギー価格（税）水準も高い。 

→政策強化に慎重を要する中での選択がＶＡ。 
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参考資料：杉山「自主的取り組みの理論的位置づけ」，杉山・若林『温暖化対策の自主的取り組み』（エネルギーフォーラム）
第1章, スターンレビュー 

経済産業省 永澤  

炭素価格: 
コスト計算を変える 

合理的活動促進： 
情報や協調の不足を除く 

長期的投資： 
民間だけで出来ない投資 

税、ETS 省エネ法 
自主的取り組み 

技術開発政策 

表 温暖化対策パッケージ 



実効性について 
ＦＵ制度の存在： 目標は絶えず強化された 

“早期に目標を達成できた場合，目標値を引き上げ
る方針が（国から）示されており，政府審議会で
の指摘を受けて，新たな目標水準を会員企業と
協議した” （電中研インタビュー調査より） 

「行動」の強化がみられた 
“自主行動計画を契機に会員企業の協力を得てサ
ンプリング調査を継続．エネルギー消費実態や
対策の実施状況を把握し，業界横断的対策の横
展開につなげている” （同） 
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実効性について 
自主であるが故に野心的だった。 
  例． 待機電力。日本はＶＡにより最速(2003
年）、包括的（全機種）、野心的（1W）の目標

を掲げ、達成。 ⇔ 他国はＶＡは無く、規制
は野心性を欠いた。 

 

4 図 待機電力削減の各国目標 

参考資料： 
若林「家電業界による待機電力削減の自主的
取り組み」，杉山・若林『温暖化対策の自主的取
り組み』 （エネルギーフォーラム）第2章 
Wakabayashi, Voluntary business activities 
to mitigate climate change: Case studies in 
Japan, Energy Policy, 2013, vol. 63, pages 
1086-1090 



数値目標（１） 価値と責任 

数値目標は、業界・企業の自主的な「管理 
目標」としての利用価値がある。（木村「省エネ
法による工場規制の効果」，杉山・木村・野田『省エ
ネルギー政策論』（エネルギーフォーラム）第3章，
p.132） 

また、社会的公約でもあるので、不遵守の 
場合は説明する責任がある。 
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数値目標 （２）限界 

ベースラインの設定にも、目標の達成にも、
不確実性がつきまとう。 
要因： 経済成長、産業構造変化、エネルギー価格
変化、為替（国際比較の場合）、製品構成の変化、
技術の変化…等々 

善意ある企業でも、目標の達成を確実にする
ことはできない。 
目標設定を厳密にすること、及び、目標達成
を追求することには、限界がある。 
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数値目標 （３）今後について 
全業種共通の指標には限界あり。 
  外形的な目標値や（原単位・絶対量などの）

単純な指標は、取り組みの程度の把握や相
対評価として不適切。（RITE資料p.13） 

数値目標達成の強制は、野心性を妨げるた
め不適切。（本資料p.4） 
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行動目標について 

今後は、数値目標だけでなく、行動目標と 
その実施を主要なFU対象とすべき。 
行動目標の例．「省エネ診断の実施」，「省エネ設
備投資の実施」，「省エネガイドライン作成・セミ
ナー開催」等を通じ、会員企業の省エネ・温暖化
対策への取り組みを後押しする 
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参考資料： 
大橋忠晴 日商副会頭「今後の地球温暖化対策の検討にあたって」 
（第39 回 中環審・産構審合同会議における意見書） 
若林「日本の環境自主行動計画」 ，杉山・若林『温暖化対策の自主的
取り組み』 （エネルギーフォーラム）第4章 
杉山「自主的取り組みへの疑問に答える」 ，前掲書 第6章 



VAへの参加拡大について 

低炭素社会実効計画に未参加の団体・企業
の参加にはもちろん意義がある。 
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業界A 
 
 

 
 
 
 

ＶＡ参加団体 

ＶＡ参加
企業 業界B 

（ＶＡ未参加） 



中小企業は、大企業に比べて取り組みが遅れがち 
（但しこれはＶＡ特有の問題ではない；どの政策（規制、
税など）でも中小企業対策は難しい） 
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中小企業の取り組み （１）現状 

※経産省「自主行動計画に関するアンケート調査」
（2012）より作成 
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中小企業の取組み（２）VAの効果検証 
業界団体のＶＡは、傘下企業、特に、中小企業での取り組み

（※自社目標設定を代理変数として使用）を促進した。 
ＶＡの特長：業界団体という「制度的インフラ」によって、中小

企業の取り組みを効果的に促進した（“痒い所に手が届く”）。 
ＶＡは省エネ法（不遵守・形式的遵守も存在）の効果を高めた

(＝制度のカバー率の実効的な増大）。 
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※経産省「自主行動計画に関するアンケート調査」
（2012）のデータを用いた計量分析に基づく計算値
（参考1） 
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業界団体のＶＡは、特に、 
中小企業の取り組みを促進
した。 



ダブルカウント （１）利点 

業界に跨がるダブルカウントは「ライフサイクル
での取組み」「業界間の協業」「CSR」の促進と
いう観点から、むしろ奨励すべき。 
ライフサイクル： 例. 飲料業界の容器内製化…  
自社工場のCO2は↑だがライフサイクルではCO2↓ 

業界間の協業： 例. 革新的技術の開発業界と導入
（参考2） 

CSR： リスク管理のためは、製品のライフサイクルに
わたる広範なGHG排出を知る必要あり。 
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ダブルカウント （２）問題点と対処 

問題点：ダブルカウントが産業界全体の活動の
過大評価になるなら問題となる。 

解決策： 
理解の浸透を図る：①業界団体に依拠してい
る以上、自主的取組みは、GHG総量インベン

トリの整備には不向き。本質は取組み推進。
②インベントリ整備には省エネ法・温対法が
存在する。 
企業はダブルカウントの所在を把握し、説明
すべし（これは協業の強化にも繋がる） 
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透明性 
FU制度が整備されており、自主的取り組み

の透明性は他の政策と比べ決して低いもの
ではない。 
米・欧では、 （日本におけるような）FU制度が

整備されていない場合もあり、文献で批判対
象になっている。 
例． EUの自動車燃費協定 
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今後の自主的取組みについて（再掲） 

今後は、数値目標だけでなく、行動目標とそ
の実施を主要なFU対象とすべき。 
行動目標の例．「省エネ診断の実施」，「省エネ設
備投資の実施」，「省エネガイドライン作成・セミ
ナー開催」等を通じ、会員企業の省エネ・温暖化
対策への取り組みを後押しする 
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参考資料： 
大橋忠晴 日商副会頭「今後の地球温暖化対策の検討にあたって」 
（第39 回 中環審・産構審合同会議における意見書） 
若林「日本の環境自主行動計画」 ，杉山・若林『温暖化対策の自主的
取り組み』 （エネルギーフォーラム）第4章 
杉山「自主的取り組みへの疑問に答える」 ，前掲書 第6章 



参考1-1 自主行動計画の効果について 
（中小企業に対する行動促進効果の検証） 

データ：経産省「自主行動計画に関するアンケート
調査」（2012） 

調査対象：自主行動計画策定団体のうち， 経産省
所管の41団体に所属する事業者2,016社（有効回答 
1,058（有効回答率52.5%）） 

 独自目標の有無 
（目標設定＝取組開

始と解釈） 

所属団体の自主行動計画との関係 
合計 

策定前 策定後 不明 

あり 

147 518 17 682 

(21.6%) (76.0%) (2.5%) (100.0%) 

  <60.0%>   <66.4%> 

なし 
  345 345 

  <40.0%> <33.6%> 

小計 

147 863   1,027 

(14.3%) (84.0%) (100.0%) 

  <100.0%>   <100.0%> 

無回答       31 

合計       1,058 
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参考1-2 経産省所管団体での計画策定の推移 
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アンケート回答 
2012.8 

参考1-3 分析枠組み:企業が取り組みを開始するまで 

取り組み開始 目標
設定 

取り組み
開始・・？ 

目標
設定 

取り組み開始 目標
設定 

所属団体による 
自主行動計画策定 

Owntarget 
0→1 
Grtarget=1 

Owntarget 
0→1 
Grtarget=0 

Owntarget=0 
Grtarget=1 

時間 
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意思決定に影響する
その他の共変数 

（企業規模，エネルギー
集約度，事業特性 等） 



参考1-4 作業仮説（知りたいこと） 

仮説１：自主行動計画策定は，所属企業の温暖化対策へ
の取り組みを促進させた 

仮説２：自主行動計画の効果波及力は企業規模により異
なる 
 

（仮説２ 補足）なぜ企業規模が影響するのか？ 
業界団体と所属企業との関係は，当該業界での企業の立場に

よって異なる．大企業は所属団体の意思決定に深く（能動的
に）関与するのに対し，中小企業は受動的な場合が多い． 

他方，業界団体が所属企業に発信する様々な情報は，自らそれ
を入手することが困難な中小企業により高い価値を持つ． 
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参考1-5 分析モデル 
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)exp()()|( 0 ii XthXth β・⋅=
h（t|Xi）:これまで目標を策定していなかった企業iがt期に目標を策定し，
取り組みを開始する確率（ハザードの発生確率） 
 
h0(t):t時点における基本ハザード（すべての企業に共通） 
 
Xi:企業iの共変数（ハザード発生確率に影響を与える因子：所属団体の

自主行動計画策定状況（ダミー変数），企業規模，省エネ法の対象か，
温暖化対策に取り組む動機（共通因子），業種（ダミー変数）） 
 
※医学分野で生存確率を解析する手法として考案された重回帰分析で
ある比例ハザードモデルを応用 



参考1-6 分析結果① 規模に関係なく効果一定とした場合 

VA参加により，自社内でも
目標を設定する企業が増加 
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VAの効果 

※回帰分析結果に基づく計算値 



参考1-7 （補足）前頁図のデータ計算方法 

推定結果を用いて所属団体のVA参加状況： 
①VA未参加＝2012年までVA未策定 
②VA参加 ＝1997年にVA策定 

を想定し，各企業1990～2012年の目標設定確率を
計算（VA以外の変数は実数を使用） 

 
次式により，1990～t年に目標設定する確率を計算 
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( ) 




−−= ∫ duuhtF

t

1990

*exp1)(

)exp()()|( 0
*

ii XthXth β・⋅=



参考1-8 分析結果② 企業規模による効果の違いを考慮 
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☆業界団体による自主行動計画の策定は，小規模な企業  
に対し，温暖化対策目標の設定（＝活動の開始）を促した 

※回帰分析の結果に基づく計算値，計算方法は前頁と同様 
（『業界VAあり』は1997年の参加を想定， それ以外の変数は各カテゴリ
の標本値を使用） 
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参考1-9 企業規模の違いを考慮した自主行動計画の影響 
（分析結果を用いて計算した限界効果） 

  Δβ z [95% Conf. Interval] ΔHR 

企業規模1（従業員
300人未満） 0.890 3.7500 0.4251 1.3555 2.44 

    

企業規模5（同3千～
1万人） -0.011 -0.0400 -0.6037 0.5808 0.99 

企業規模6（同1万人
以上） -0.145 -0.4900 -0.7307 0.4399 0.86 

Average marginal effects of Grtarget using Delta-method 

＞1.68 
（企業規模平均） 
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※大規模企業は，所属団体内での動向に
かかわらず，自ら取り組みを進めている 



参考1-10 まとめ：得られたインプリケーション 
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業界団体の自主行動計画策定は，とくに中小企業に対し
温暖化対策の独自目標策定と取り組みの開始を促す効
果があった 

大企業は，社会的責任意識その他の理由から，もともと自
発的に環境対策に取り組む傾向がある（企業の自主的取
り組みに関する既存研究でも指摘されている）． 

他方，そうしたプレッシャーを受けにくい中小企業では，人
的・資金的資源の不足もあって，ともすると対策が遅れが
ちだったが，業界団体を通じた合意形成，業界を挙げての
活動によって，取り組みを開始する傾向が高まったとの解
釈が可能（インタビュー調査でも，業界団体が中小企業に
対して様々な働きかけを行っていることが確認できている） 



参考2-1 業種をまたぐ低炭素化貢献例 

素材業の貢献：高機能鋼材（代表5品種）によるCO2削減効果の
定量評価（2012年度断面） 
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日本鉄鋼連盟「鉄鋼業における地球温暖化対策への取組」 http://www.jisf.or.jp/business/ondanka/kouken/joukyo/ より 

国内での使用 海外での使用 

CO2削減効果:合計2,362万t-CO2 (対象鋼材803万t) 



参考2-2 低炭素化対策：ものづくりにおける業種間連携 

加工組立業の貢献：運輸部門CO2削減の主体間連携の例 
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関連業界： 
自動車部品 
鉄鋼 
化学 
電機電子 
セメント 
ゴム 
板硝子 
電線 
アルミニウム 
ベアリング 
・・・など 

日本自動車工業会「運輸部門（自動車）のCO2削減」（2007） より 



参考2-3 清涼飲料自販機の消費電力削減自主行動計画 
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全国清涼飲料 
工業会 
清涼飲料メーカー 

日本自動販売機
工業会 
自動販売機メーカー 

日本自動販売 
協会 
自動販売機オペレータ 

日本自動販売機
保安整備協会 
保守・メンテナンス 

全清飲HP（http://www.j-sda.or.jp/jidouhanbaiki/jidouhanbaiki.html）より 
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