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自主行動計画の総括的な評価に係る検討会 

とりまとめ（素案） 

 

 

１．検討会とりまとめの目的 

１．１ 自主行動計画の概要 

 計画策定業種は、1997 年度当初の 37 業種から、2012 年度には 114 業種まで増加し

た。計画策定業種のエネルギー起源 CO2排出量に占める割合についても、産業部門・

エネルギー転換部門の約８割、日本全体の約５割を占めるに至っており、京都議定

書目標達成計画においても、産業界における温暖化対策の中心的役割を果たすもの

と位置付けられている。 

 温暖化対策には、炭素（エネルギー）価格の付与、経済合理的な行動の促進、技術

開発等の長期的対策の政策パッケージが必要であると先行研究において示されてい

る。自主行動計画も、石油石炭税によるエネルギー価格の付与や技術開発政策と並

んで、省エネ法とともに合理的な行動の促進を図るものとして位置付けられる。 

 

１．２ 検討会とりまとめの目的 

 これまでの自主行動計画の成果をとりまとめて評価し、国内外における自主行動計

画に関する研究・分析等に供する。 

 自主行動計画の課題を明らかにし、今後の産業界における自主的取組（低炭素社会

実行計画）の評価・検証に当たっての示唆を得る。 

 

 

２．自主行動計画によって得られた成果 

２．１ 自主行動計画の目標の妥当性及びその達成度 

（１）目標の妥当性 

 目標指標については、各業種の置かれた状況に応じて、エネルギー原単位やエネル

ギー消費量、CO2排出総量といった様々な指標が採用されている。【参考１】 

 目標水準については、京都議定書における日本の削減目標を意識しつつ、各業種の

状況に応じた現実的な水準の検討がなされた。【参考２】 

 更なる排出削減が可能と見込まれる場合には、取組期間中であっても目標水準の引

き上げが実施されている。自主行動計画策定業種の３分の１の 38業種がフォローア

ップを通じて目標の引き上げを実施した。【参考３】 

 目標水準の評価に当たっては、欧米の多くの先行研究において BaU 水準との比較分

析が行われている。日本は石油危機後の省エネ努力によって 1997年度までに既に高

いエネルギー効率水準にあったが、自主行動計画における各業種の削減目標につい

ては、1997年度のエネルギー原単位及び CO2原単位の実績値をベースラインと想定

した場合、経団連傘下の産業・エネルギー転換部門の 35業種平均でベースラインよ
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り 10％高い目標水準（24 業種においてベースラインよりも高い目標水準）であり、

更に厳しい目標が掲げられてきたことが分かる。【参考４、５】 

 なお、電機・電子業界における待機電力削減の取組においては、省エネ法で製品毎

に規制を行うのではなく、2001年に業界が自主的措置として製品横断的に待機電力

を国際的にも厳しい１Ｗ以下に削減するとの宣言を行い、2003年度末までに達成さ

れている。規制的手法と比較すると、自主行動計画においても、現実性を維持しな

がら目標を可能な限り高く設定することが可能であったとも考えられる。【参考６】 

 

（２）目標の達成度 

 経済産業省所管 41 業種中 34 業種が目標を達成する等、大半の業種において目標を

達成している。 

 目標達成状況を詳しく見ると、目標達成率が目標を僅かに上回る 100～150％の業種

は経済産業省 41業種のうち 22業種あり、そのうち 15業種が目標水準の引き上げを

行った。【参考７】 

 目標達成度の評価に当たって、欧米の多くの先行研究においては、BaU 水準との比

較分析が行われている。自主行動計画における各業種の排出削減実績について、1997

年度のエネルギー原単位及び CO2 原単位の実績値をベースラインと想定した場合、

35 業種平均でベースラインを 17％下回る削減実績を上げており（29 業種において

実績値がベースラインを下回る）、更なる温暖化対策が進められてきたことが分かる。

【参考５】 

 

２．２ 産業界においてなされた努力 

（１）外的要因を取り除いた目標達成度の分析 

 福島第一原発事故に起因する原発の長期停止による電力排出係数の悪化を受けて、

CO2 排出総量及び CO2 原単位を目標とする業種の多くで実績が悪化した。経済産業

省所管 41業種中、未達成の７業種についても、電力排出係数を固定した場合には２

業種が目標達成水準となった。 

 経済成長とエネルギー原単位改善との相関関係について分析を行ったところ、日本

は経済成長とエネルギー原単位改善の相関が低く、経済成長によらず温暖化対策に

よりエネルギー原単位改善が進んだと考えられる。【参考８】 

 業種別でも、エネルギー原単位改善と生産活動との相関関係について分析を行った

ところ、生産活動の変化に関係なくエネルギー原単位が悪化している業種はほとん

ど見られなかった。一方で、経済活動の変化に関わらずエネルギー原単位改善を達

成している業種は一定程度存在し、これらの業種は省エネ努力によって実質的なエ

ネルギー原単位改善が進んだものと評価できる。【参考９】 

 

（２）コスト分析 

 技術モデルを用いて主要国の限界削減費用を推計した結果、日本は 57$/tCO2、ドイ
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ツは 38$/tCO2、英国は 17$/tCO2 等と推計され、これまで行われてきた産業界の努

力をはじめとする日本全体の温暖化対策により他国と比べて日本の限界削減費用は

突出して高くなっているとの結果が得られた。【参考 10】 

 主要部門毎の限界削減費用を分析したところ、既に高いエネルギー効率を実現して

いる我が国鉄鋼業界やセメント業界において、2010年における限界削減費用は他国

に比べて高いとの結果が得られた。【参考 11】 

 さらに、技術モデルにより得られた限界削減費用を基に、2010年までの各国の温暖

化対策が経済全体に与えた影響について経済モデルを用いて試算した結果、GDP の

押し下げ効果は、日本で▲0.39％、EU で▲0.03％、米国で▲0.01％等と推計され、

日本は他国と比べて経済への影響が圧倒的に大きかった。部門別に見ても、鉄鋼業

界やセメント業界において同様の傾向が示されている。【参考 12】 

 

（３）BATの導入状況 

 主要部門別のエネルギー効率の国際比較を行ったところ、石炭火力や鉄鋼、セメン

ト等の分野において、日本はこれまで世界最高水準のエネルギー効率を維持してい

ることが分かり、BATの導入が進んでいることが明らかになった。【参考 13】 

 

２．３ 自主行動計画という枠組みの有効性 

（１）自主行動計画の位置付け 

 経団連は、2004 年の中央環境審議会地球環境部会において、「環境自主行動計画を

着実に推進・達成」すると発表し、自主行動計画において掲げた目標を社会的なコ

ミットメントであると位置付けている。 

 業界団体へのアンケート調査の結果によれば、経団連以外の業種も含めて、自主行

動計画は「社会に対する責任として」取り組むべきものとして認識されている。ま

た、自主行動計画の目標は、「社会との約束」であり、「必ず達成すべきもの」とし

て捉えられている。「達成できなくても問題ない」と考えている業界団体もほとんど

無い。【参考 14】 

 

（２）自主行動計画の果たした役割 

 自主行動計画において設定された目標は、業界団体・企業が自らの省エネ推進活動

の状況を管理する上での管理目標としての役割も果たしてきた。 

 自主行動計画により、業界内の他の企業も同様の温暖化対策を採ることを明らかに

した上で競争上の不利を被ることなく温暖化対策を講じることが促進されていると

見られる。 

 また、自主行動計画を策定している業界団体傘下の中小企業では、自主行動計画を

策定していない業界に比べて個社の目標設定を行う割合が倍増するとの推計が得ら

れた。業界団体が介在することにより、業界団体傘下の中小企業に対してもベスト

プラクティスを伝えて省エネを促進するという役割を担っていると考えられる。ま
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た、団体ホームページ・配布冊子・セミナー等を通じた情報共有等の団体傘下外の

企業への働きかけにより、計画の効果が業界全体に波及することが期待される。【参

考 15、16】 

 

（３）他制度・他国の自主的取組との比較 

①EU-ETS等との比較 

 海外の理論的先行研究では、欧州における自主協定等の自主的取組は「命令・統制

型直接規制」よりは効率的であるが、環境税や排出権取引制度等の市場メカニズム

の方がより優位であるとの分析が見られる。ただし、情報の非対称性や政治的・行

政的制約がある場合、市場メカニズムの最適な制度設計が困難となるため、自主的

取組に優位性があるとの分析もある。【参考 17】 

 他方、EU-ETS等の法的規制には、景気後退等の環境の変化に迅速に対応することが

困難であるというデメリットがある。この点で、自主行動計画は、業界や企業にお

ける PDCA サイクルを通じて環境の変化に柔軟に対応することができるというメリ

ットがある。【参考 18】 

 また、EU-ETSにおいて生じる割当量の決定に係る困難性、「棚ぼた利益」、リーケー

ジの発生等の問題についても、割当の問題がない自主行動計画では生じない。自主

行動計画は、業界の参加企業が自ら設定した目標を自ら履行することをコミットす

るものであり、いわば真水の温暖化対策を促進するものであるため、取引制度の運

用・管理に伴う大きな問題は生じない。ただし、自主行動計画の参加業種と非参加

業種との間や参加業種内の計画参加企業と非参加企業との間での不均衡が課題であ

る。【参考 18】 

 先行研究によれば、市場シグナルにより長期的な技術開発投資を促すという排出量

取引制度の本来の狙いが、現行の EU-ETSにおいては炭素価格の安定性の欠如から十

分実現できていないとの見解も示されている。これに対し、自主行動計画は目標の

達成のための計画を自ら設定し、炭素価格の変動からの影響が少ないため、長期的

かつ安定的な技術開発投資の取組を促進していると考えられる。【参考 18】 

 なお、日本において現在実施されている東京都排出取引制度についても、同制度の

下で導入された対策のうち 98％超がワークスタイルの改善や機器の管理・運用、簡

易な省エネ機器の導入等、企業にとって経済的メリットのあるものであったという

分析が得られており、現時点では、同制度の下では BaU 水準より掘り下げた対策が

ほとんど行われていないとの評価がある。【参考 19】 

 

②他国の自主的取組との比較 

 欧州における産業界と政府との自主協定等の取組に関する先行研究においては、企

業に遵守方法選択の自由度を与えることで、法的手法と比べて企業はより効率的に

目標を達成することができ、行政における負担の軽減も可能であるとの分析がある。

また、規制機関と産業界との対立の緩和、状況に応じた効率的な手法選択の柔軟性、



資料２ 

5 
 

目標の迅速な達成等のメリットがあると評価されている。【参考 17】 

 日本では、上記と同じ特徴はあるものの、自主行動計画の遵守によるメリットが政

府から明示されていない点が欧州とは異なるとの評価がある。ただし、明示的なも

のではないものの、計画の遵守により代替的な規制措置の導入可能性を低減させる

というインセンティブが働いている可能性がある。【参考 20】 

 

（４）主な検証項目 

 欧州委員会が策定した自主協定運営のガイドラインにおいては、自主協定の評価項

目として、 

・規制対象の大部分をカバーする代表性があること 

・量的目標及び目標達成期間などが明確であること 

・関連情報が公開されており、外部からのコメントや提案が受け入れられること 

・モニタリングシステムがうまくデザインされ、産業界及び独立認証機関の責任が

明確であること 

等が挙げられており、これらの項目について自主行動計画の有効性の評価を行う。

【参考 21】 

 

①代表性 

 自主行動計画の代表性を見てみると、計画策定業種は、1997年度の自主行動計画開

始当初の 37 業種から、2012 年度までに 114 業種に増加。策定業種のエネルギー起

源 CO2 排出量に占める割合についても、産業部門・エネルギー転換部門の約８割、

日本全体の約５割を占めることから、欧州の自主的取組と比較しても遜色のない代

表性があるものと言える。 

 他方、業務部門ではエネルギー起源 CO2 排出量の２割程度に留まり、業界団体内で

の自主行動計画参加企業カバー率も売上高ベースで団体全体の５割に満たない業界

もある。【参考 22】 

 

②目標の明確性 

 自主行動計画が開始された 1997 年度当初は数値目標を掲げずに定性的な目標のみ

を掲げる業種が 37業種中９業種存在したが、現在は全 114業種において数値目標が

掲げられており、目標期間についても全ての業種において明確に設定されている。 

 

③情報開示 

 業界団体ベースでの情報公開については、７割以上の業界団体が自主行動計画への

参加やフォローアップの結果を公表しているものの、策定・実施過程で第三者の関

与がある団体は 2.5％に留まる。【参考 23】 

 企業独自の環境行動計画を公表しているのは約４割であり、カーボン・ディスクロ

ージャー・プロジェクト（CDP）や環境格付け、第三者認証等、環境に関する外部評
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価を受けている企業も約３割あるものの、業界団体の自主行動計画への参加を公表

している企業は 14％に留まる。【参考 24】 

 

④モニタリング 

 経団連は第三者評価委員会を設置し、経団連内部でのフォローアッププロセスの継

続的な点検を 2002年度以降実施。実績データの評価や業界団体へのインタビュー調

査、フォローアップシステム全体に関する改善点の勧告等を行っている。 

 政府においても、1998年度より各業種の所管省庁において学識経験者等の第三者委

員により構成される審議会においてフォローアップを行っており、審議会の議事要

旨等は全ての省庁において公開されている。一部の省庁では、自主行動計画のフォ

ローアップに特化した審議会が開催されており、業界団体の代表者による説明及び

質疑が実施されている。【参考 25】 

 こうした民間及び政府のフォローアップを通じて、業界が現実性を維持しながら目

標を可能な限り高く設定することが可能となる等、自主行動計画の実効性が高まっ

ている。先述のとおり、自主行動計画策定業種の３分の１が、フォローアップを通

じて目標の再設定・強化を実施し、そのうち 15業種が引き上げの結果目標を僅かに

上回る超過達成となっている。【参考３】 

 一方で、フォローアップの内容については省庁によってばらつきがあり、個別業種

のフォローアップ調査票が提示されないケースや、審議会における業界団体へのヒ

アリングの機会がないケースもある。また、審議会の結果は省庁毎に公開されてい

るため、各業種の自主行動計画を確認したい閲覧者にとって一覧性に欠けている。

【参考 25】 

 

 

３．今後の課題と低炭素社会実行計画に向けた提言 

３．１今後の課題と低炭素社会実行計画に向けた提言 

 2013 年度以降の温暖化対策を推進するため策定が進んでいる低炭素社会実行計画

においては、産業界の自主的取組の実効性を一層高めるために、以下の取組を行う

ことが有効と考えられる。 

 

（１）産業界の努力の評価指標 

 多くの業種において目標を僅かに上回る超過達成が見られた一方で、目標達成率が

150％を超える業種も見受けられた。業界によっては更なる目標引き上げの余地があ

った可能性があり、今後もフォローアップを通じて現実性を維持しながら可能な限

り高い目標が設定されるよう促していくことが重要である。 

 自主行動計画では、BAT の導入は進んだものの、計画策定時点で導入すべき BAT が

予め明示されているわけではなかった。BAT の導入を想定している場合には予め明

示することにより、毎年度のフォローアップにおいて、目標水準の達成状況だけで
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なく、各業種においてなされた取組努力を評価することが可能となる。 

 

（２）制度の柔軟性 

 自主行動計画では、毎年度のフォローアップを通じて、状況の変化に応じて目標を

変更することが可能であり、実際に多くの業種において目標変更が行われている。

低炭素社会実行計画においても、目標設定に当たって想定した条件等をできる限り

分かりやすく明示することにより、景気後退や産業構造の変化等の環境の変化への

対応や早期目標達成時の更なる目標の引き上げ等、フォローアップを通じた計画変

更の柔軟性を確保することが可能となる。 

 

（３）代表性 

 自主行動計画では、特に産業・エネルギー転換部門において排出量の８割以上をカ

バーしており、これらの業種が低炭素社会実行計画でも継続して取り組むことが重

要である。他方、業務部門では排出量の２割程度に留まり、業界団体内での自主行

動計画参加企業カバー率も売上高ベースで団体全体の５割に満たない業界もある。

自主行動計画の実効性を更に高めていくには、フォローアッププロセスを通じて今

後もカバー率の向上を図ることが有効である。 

 

（４）情報開示 

 EU-ETSの場合は、制度の導入に伴ってモニタリングや報告体制が整備され、多くの

取組のデータが提供された結果、研究者による分析評価が進んだと言われている。

自主行動計画においても業界ごとの活動量やエネルギー消費量、エネルギー原単位

等の経年データ及びその増減に関する分析等に関して更なるデータ開示が行われる

ことによって、制度の多面的な評価を通じて実効性を更に高めることが可能である。 

 また、自主行動計画の実効性を更に高めるためには、業界の計画策定プロセスの透

明性を向上させることが有効である。既に、経団連 16業種における低炭素社会実行

計画策定に当たっては第三者評価委員会が関与しているが、計画策定に当たって外

部専門家を関与させる等によって計画策定プロセスの透明性を向上させることが可

能である。 

 さらに、一般市民との接点が多い個別企業においても、自主行動計画の取組に関す

る積極的な情報開示を行うことにより、自主行動計画の社会的な認知度の向上を通

じて、実効性を高めることが期待できる。 

 なお、自主的取組の主眼は企業の排出削減行動の推進にあり、LCA で見た排出削減

を促進するという観点では、必ずしも他業種における削減貢献量を報告に含めるこ

とは否定されるべきではないが、産業界全体の活動の評価を適切に行うためには、

業種間のバウンダリー調整を行う等ダブルカウントについて一定の検証が可能とな

るよう取り組む必要がある。 
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（５）モニタリング 

 政府のフォローアップについては、所管省庁によって審議会の審議内容や、業界毎

のカバー率、排出量・原単位の経年データ、対策事例等の情報公開の状況にばらつ

きがあり、各省庁の情報の一覧性に欠けている。自主的取組の実効性を更に高める

ためには、フォローアップ調査の公表内容を統一し、各省庁の公表水準を引き上げ

ることが有効である。 

 また、政府において各省庁の所管業種の自主的取組及びフォローアップ状況を集約

したポータルサイトを設ける等により一覧性を向上させることで、研究者等による

制度の多面的な評価を促進させるとともに、業界や企業にとっても他業種の取組の

把握が容易になり、各業種における計画の実効性を高めることが可能である。 

 検証目的に応じて選択した手法を取組実績に併せて明示することで、取組の社会的

信頼性を高めることが可能である。現状では目標設定に当たっての具体的な計算方

法や前提条件、実績データの取得・算出方法等が必ずしも明示されていないため、

計画の策定・検証に当たっては、業種横断的にデータ取得・開示等の方法論を定め

るガイドラインを作成・公表することにより、国際的・社会的信頼性を確保し、制

度の改善や実効性の向上を図ることが期待される。 

 

 

３．２おわりに 

 以上のとおり、産業界における温暖化対策の中心的な役割を担う自主行動計画は、

これまで十分に高い成果を上げてきたと言える。これらの成果について国内外への

積極的な情報発信が必要である。 

 今後も引き続き、産業界の自主的取組を我が国の温暖化対策の中心として位置付け、

中長期的に取り組むに当たっては、本とりまとめの提案を可能な限り採用して自主

的取組の実効性を高めることが求められる。 


