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1． 日本および諸外国のエネルギー分野イノベーション施策の比較調査 

1.1 諸外国のイノベーションプログラムの俯瞰・リスト化 

1.1.1 ARPA-E（米国エネルギー省） 

(1) 組織概要 

ARPA-E は、エネルギー省がプログラム部局の新規部門として立ち上げたものであり、国

防総省の DARPA をモデルに、エネルギー分野でのハイリスク・ハイリターン型の研究開発

に支援を行っている。AEPA-E は、2006 年に発表された米国アカデミー報告書「強まる嵐を

超えて（Rising Above The Gathering Storm）」の提言を受けて、2007 年の米国競争力法（議員

立法）で設置が認められ、その後、米国再生・再投資法から配分された 400 万ドルの資金を

もとに、2009 年に設立された。 

ARPA-E は、基礎研究ではなく応用研究を対象としており、革新的エネルギー技術を開発

するために、産業界では取り組むことが困難なリスクは高いが大きな成果が期待できる研

究への資金助成を行っており、助成期間は最長 3 年としている。 

 

表 1-1 DOE：ARPA-E 概要 

正式名称 エネルギー高等研究計画局（Advanced Research Projects Agency Energy) 

設立年 2009 年 

予算 3.06億$（2017年度） 

役割 エネルギー省の内部組織である科学局が担当する基礎科学ではなく、機

能研究以降の領域を支援対象とし、リスクが高く他の部局や産業界では

対応困難な研究を支援する。 

組織体制  小規模な組織であり、人員は約30人。 

 局長、局次長の下に、10名のプログラムディレクターが在籍し、マ

ネジメントの中核を担っている。 

 

2016 年度のアニュアルレポートによると1、ARPA-E は米国に以下の便益をもたらすイノ

ベーションを加速する機会を提供するとしている。 

 

⚫ エネルギー輸入への依存の抑制 

⚫ エネルギー関連の温室効果ガス排出の削減 

⚫ あらゆる経済セクターでのエネルギー効率の向上 

⚫ 先端的なエネルギー技術の開発及び実装において技術的先行の維持 

 

ARPA-E の予算は毎年 3 億ドル程度である。ただし、トランプ政権成立後、ARPA-E の廃

止を提案する大統領に議会が反対しつつ、なんとか予算規模を維持している状態にある。 

2017 年のアニュアルレポートによると、2017 年度には 7 件のプログラムに対して 91 件

                                                        
1 US Department of Energy, “Advanced Research Projects Agency–Energy Annual Report for FY 2016”, 

 https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/ARPA-E_Annual_Reportfor_FY_2016_FINAL.pdf （閲覧日：2019

年 3 月 25 日） 

https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/ARPA-E_Annual_Reportfor_FY_2016_FINAL.pdf
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のプロジェクトを採択し、また 2 件のプログラムを立ち上げ 2018 年度に 23 件のプロジェ

クトを採択している。 

 

表 1-2 2017 年度に開始、立ち上げられたプログラム一覧  

プログラム 概要 予算 プロジェクト

件数 

NEXTCAR コネクティビティや自動運転による自動車

のエネルギー消費を削減する制御技術の開

発 

3,200 万$ 10 

ROOTS センシング技術の開発による植物の根や土

壌の測定・モデリングを利用した品種改良の

促進 

3,500 万$ 10 

REFUEL 再生可能エネルギーを用いた大気や水から

の経済的な液体燃料の開発 

3,500 万$ 16 

ENLITENED データセンターのエネルギー効率を向上さ

せるための革新的技術の開発 

2,500 万$ 9 

PNDIODES 広バンドギャップ半導体の生産におけるド

ーピングプロセスの開発 

690 万$ 7 

CIRCUITS 米国に技術的優位を付与するような革新的

な電力変換器の開発 

3,000 万$ 21 

MARINER 新エネルギー源としての大型藻類研究 2,200 万$ 18 

SENSOR 住宅や商用ビルの冷暖房需要削減を図る次

世代センサーシステムの開発 

2,000 万$ 15 

INTEGRATE 変換効率が 70％以上の先進的な天然ガス分

散型発電システムの開発 

1,600 万$ 8 

合計  2.22 億$ 114 

 

(2) 体制 

ARPA-E は以下のメンバーで運営されており、具体的なプログラムの立案、実行などを任

されるのはプログラムディレクターである2。 

⚫ 上層指導部：5 名 

⚫ プログラムディレクター：17 名 

⚫ 技術導入担当（Technology-To-Market Team）：8 名 

⚫ フロントオフィス：1 名 

⚫ 法務担当：4 名 

⚫ 予算・交渉戦略担当：2 名 

⚫ 調達担当：9 名 

⚫ フェロー：5 名 

                                                        
2 https://arpa-e.energy.gov/?q=about/arpa-e-team/front-office （閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 
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(3) 研究開発プログラムの進め方3 

1）研究開発プログラムの概要（期間・内容） 

ARPA-E のプログラムの支援期間は 1～3 年であり、ハイリスク･ハイリターンのエネルギ

ー分野の先端研究へ資金を拠出する。設定されたプログラムのもとでプロジェクトが採択

され、大学や企業（大企業、ベンチャー企業）がプロジェクトの実施者であることが多い。

最終的にエネルギー分野での実用化につながることが目標とされている。 

プロジェクト 1 件あたりの予算規模はプログラムやプロジェクト毎に異なるが、一般的

には 50 万～1,000 万$の範囲である。予算規模の上限に近い金額を受けられるプロジェクト

は、技術的リスクが高く、野心的なスケジュールを立て、関連するリスクを最小化するよう

なマネジメント計画を設定しているものに限られる。プログラムにより一部例外はあるが、

原則として、プロジェクト実施者はプロジェクトコストについてそれぞれ次表に示す比率

の負担が求められている。 

 

表 1-3 プロジェクトコストの分担率 

分類 内容 

一般 ARPA-E は通常 Cooperative Agreement による契約を行う。

Cooperative Agreement 又は Grant による契約の場合、主実施者は

プロジェクトコストの最低 20%を負担する必要がある。 

分担金の増額 大企業は 20%以上の負担を負うことが推奨される。Technology 

Investment Agreement による契約の場合、主実施者はプロジェク

トコストの最低 50%を負担する必要がある。（同 Agreement によ

る契約例は少ない。） 

分担金の減額 ① 米国内の教育機関又は NPO が単独でプロジェクトを実施す

る場合、分担金の負担率が最低 5%に減額。 

② 小規模事業者及び小規模事業者のコンソーシアムがプロジ

ェクトの作業全てを実施する場合、プロジェクト開始当初 12

ヶ月は分担金 0、それ以降は最低 10%を負担。 

③ 小規模事業者が主実施者であり、プロジェクトの作業の 80

～100%未満を実施する場合も、②と同様。 

④ 米国内の教育機関、NPO、及び/又は FFRDCs4のみで構成さ

れるプロジェクトチームの場合、①と同様。 

⑤ 国内の教育機関、NPO、小規模事業者、FFRDCs がプロジェ

クトコスト全体の 80%以上を負担する場合、最低 10%を負

担。ただし、DOE の特許利用費の免除を受けている主体は、

同主体分のプロジェクトコストの最低 20%を負担。 

 

                                                        
3 JST/CRDS 海外動向ユニット 2014 http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/FU/US20140620.pdf（閲覧日：2019

年 3 月 25 日） 

4 Federally Funded Research and Development Center（連邦政府が民間機関に運営を委託している研究機関） 



 

 4 

a. プログラムディレクターの選定 

マネジメントの中核を担うのはプログラムディレクターである。マネジメント権限が集

中しており、ディレクターが主導する形でプログラムが立ち上がる。研究プログラムは、企

画段階からプログラムディレクターが統括しており、研究プログラム構想の能力を有する

人材が登用される。要件としては以下のような能力や経験が設定されており、プログラムデ

ィレクターの任期は 3 年と定められている（再任は可能）。 

 

⚫ エネルギー関連の理学または工学の博士号 

⚫ ARPA-E の投資対象となり得る卓越した研究プログラム構想 

⚫ 学術界、産業界、技術ファンディングエージェンシー等での、少なくとも 6 年～8 年に

わたるエネルギー分野の経験 

⚫ プログラム・マネジメント及び技術移転に対する優れた能力 

⚫ 技術及び産業に対する高度な知見 

⚫ エネルギーについて少なくとも一つの技術領域に精通し、その領域に関わる広範で学際

的な展望を有すること 

 

ARPA-E では、成功するプログラムディレクターの条件として以下を掲げており、技術に

関する専門性よりもマネジメント能力を重視していることが示唆される。 

 

⚫ 自らの現在の専門性から外れた分野に対しても積極的に飛び込む姿勢を示す 

⚫ プロジェクトチームと密接に連携して技術課題の解決に取り込むことを楽しむ 

⚫ 多岐にわたるステークホルダーと積極的にコミュニケーションをとり、エネルギー技術

の破壊的変化を推進する 

 

2018 年 6 月時点で、16 名のプログラムディレクターが在籍しており、業績とともに公表

されている。以下に一部を例示する。なお、プログラムディレクターは入れ替えが行われて

いる模様であり、2014 年調査時点と総数は同じだが継続しているのは半数以下とみられる。 
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表 1-4 ARPA-E のプログラムディレクター紹介例 

氏名 

ARPA-E の研究分野 

業績/経歴 

Dr. Patrick McGrath 

2014時点× 

2018時点〇 

ARPA-E の技術副主任とプログラムディレクターを兼任。エネルギーストレージの高度管理と保護、次世代センシ

ングと解析、高度物理モデル、負荷変動パワー設計、リチウムイオン電池の信頼性向上などのテーマに携わる。ま

た低コストプラズマ加熱形成の実証事業を立ち上げた。就任前は DARPA にて、可搬燃料電池や触媒反応型太陽電

池などのプログラム立上げと技術継承を担当していた。カリフォルニア大学バークレー校にて化学工学の PhD を取

得している。 

Dr. Paul Albertus 

2014時点× 

2018時点〇 

輸送機用および定置用エネルギーストレージ、エネルギー変換、エネルギー素材に関するプログラムディレクター。

Bosch 社の研究開発部門で電気化学によるエネルギーストレージの開発に従事していたほか、物理モデリング、コ

スト分析、熱特性分析などに強みを有する。カリフォルニア大学バークレー校にて化学工学の PhD を取得してい

る。 

Dr. Chris Atkinson 

先進燃焼装置のエネル

ギー効率の向上、エネル

ギー転換・貯蔵システム 

 

2014時点〇 

2018時点〇 

ARPA-E に着任する以前には、先進エンジン技術のコンサルティング会社を設立し、エンジンコントロール及び計

測、燃料効率向上、排出ガス削減、代替エネルギー利用、ハイブリッド電気自動車開発の分野における研究、開発、

商品化に携わってきた。それ以前には、ウェストバージニア大学で機械・航空宇宙工学の教授職を得ており、多く

の政府機関及び自動車企業の調査を実施してきており、110 以上の査読付の出版物及び発表資料を執筆し、特許も

一つ取得している。全米機械工学学会、全米自動車工学学会、NSF から研究及び教育で賞を受けている。また、企

業のスタートアップのアドバイスをしていた他、主要な国際エンジンアカデミックリサーチセンターのアドバイザ

リーボードを数年間務めたこともある。南アフリカのナタル大学で化学工学の学士を、ウェストバージニア大学で

機械工学の修士号を、MIT で機械工学の博士号を取得している。 

Dr. Joe Cornelius 

2014時点× 

2018時点〇 

バイオエネルギーの生産、燃料転換、化成品製造、ゲノム工学、リモートセンシングに関わるプログラムディレク

ター。モンサント社、ファイザー社、BASF 社で 30 年にわたり研究成果の商用化に携わり、75 製品以上を上市し

た。バイオ工学による穀物油・植物油の低カロリー化を進め、加えて植物由来の潤滑油の製品化に成功したことか

ら、2013 年に大統領グリーン化学賞を受賞している。ミシガン州立大学にてバイオ工学と植物学の PhD を取得し

ている。 
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氏名 

ARPA-E の研究分野 

業績/経歴 

Dr. Mario Garcia-Sanz 

2014時点× 

2018時点〇 

高度制御エンジニアリング、風力発電、既存発電、配電系統、スマートグリッド、水処理と配水網に関わるプログ

ラムディレクター。ケース・ウェスタン・リザーブ大学の首席教授を務め、コントロール＆エネルギーシステムセ

ンターの設立に携わった。そのほか、ナバラ公立大学教授（スペイン）、マンチェスター大学、オックスフォード大

学、ジェット推進研究所の客員教授、NATO 技術研究レクチャーのディレクターも兼任している。ナバラ工科大学

（スペイン）にて、コントロール＆システムエンジニアリングの PhD を取得している。 

Dr. Jennifer Gerbi 

2014時点× 

2018時点〇 

ARPA-E 全テーマの立ち上げ支援に関わるプログラムディレクター兼テクノロジーアソシエイトディレクター。次

世代センシング、ビルエネルギーマネジメント、人工光合成、新材料探索などに特に強みを有する。ダウ・コーニ

ング社で新技術インキュベータを務め、次世代太陽光発電の事業立ち上げを行った。その後、同社の上級材料科学

者として銅インジウムガリウムセレン（CIGS）薄膜の太陽電池の開発を推進した。イリノイ州立大学にて材料科学

の PhD を取得している。 

Dr. Howard Branz 

先進ソーラーエネルギ

ー、建物効率、産業効率 

2014時点〇 

2018時点× 

国立再生可能エネルギー研究所（NREL）から派遣されてきており、NREL では国立光電池研究所のリサーチフェロ

ーであり、材料科学及び光電池、エレクトクロミック、メモリースイッチング、光電気化学デバイスの材料科学及

び光学・電気特性について研究をしていた。NREL の非結晶シリコンチーム及びシリコン材料・装置グループのリ

ーダーも務めていた。1998 年には、非結晶シリコンの光誘起準安定劣化の水素衝突モデルを提案、発表した。また

エピタキシャルシリコン光発電のためのホットワイヤ化学蒸着プロセスを開発した NREL のチームをリードし、ベ

ンチャー企業 Ampulse Corporation の立ち上げを支援した。2011 年には、リーダーを務めたチームが 18.2%の効率性

のナノ構造黒シリコンソーラーセルを開発し、このブラックシリコン技術は新企業 Natcore Technology によって商

品化している。科学ジャーナルに 118 の論文を発表し、20 の特許を発表している。Brandeis University で物理学学士

を、MIT で個体物性物理学の PhD を取得しており、全米物理学会のフェローである。 
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氏名 

ARPA-E の研究分野 

業績/経歴 

Dr. Jonathan Burbaum 

バイオ燃料及びバイオ

ベース化学工業原料生

産への先端バイオテク

ノロジーの応用 

 

2014時点〇 

2018時点× 

ARPA-E着任前は、サンディエゴで、ライフサイエンス分野での革新的技術の価値実現、製品化、商品化戦略に特

化したバイオテクノロジーコンサルタントであった。Azure Therapeutics及びGnosys Consultingという企業の設立者

であり、企業、ベンチャー、政府と広範囲を顧客としてきた。コンサルティングを始める前は、二つのベンチャ

ー立ち上げ企業Pharmacopeia及びのActivX Biosciencesで重要な役割を果たしており、最初のキャリアは1991年に

Merck Research Laboratoriesで始まった。レンセラー工科大学で化学の学士を、ハーバード大学でPhDを取得、MIT

でポスドクとしてプロテインの構造、機能、結合について研究した。またカリフォルニア大学でMBAを取得して

いる。 

Dr. Sonja Glavaski 

データ分析、複合体の

分散管理及び最適化、

サイバー物理、コント

ロール・モニタリン

グ・エネルギーセキュ

リティ機能を備えたネ

ットワークシステム 

 

2014時点〇 

2018時点〇 

20年以上のキャリアで推進システム、ハイブリッド自動車、エネルギー効率型建築、HVAC/Rシステム、航空機シ

ステムなどの多様な製品分野で技術発展に貢献してきた。ARPA-E着任前は、United Technologies Research Center

（UTC）でコントロールシステムグループリーダーを務め、UTCの世界クラスの製品ポートフォリオ、コントロ

ール・インテリジェントシステム分野での新たな知見及び技術発展に貢献してきた。システマチックで厳密なプ

ロセスや、システム及び環境の変化に適応している段階でのシステムレベルの最適なパフォーマンスを維持する

アルゴリズムの導入及び成熟化を率先的に進めてきた。また、先端診断・コントロール手法及びツールの開発と

実施を主導してきており、これはUTC全体での新たな基準を設定するものであり、多様な高度可視プログラムに

採用されている。所属したグループは先端コントロール・最適化、物理学ベースかつデータドリブンなモデル及

び診断、分散システム設計に特化した研究を実施していた。UTRC所属前は、Eaton Innovation Center及びHoneywell 

Labsで重要なプログラムを主導し、Honeywell で航空宇宙先端技術賞を受賞している。これまで専門的意見を、専

門分野でのリーダーシップ発揮に活かしてきており、IEEEのシニアメンバーである。35以上の出版物があり、カ

リフォルニア工科大学で電気工学の修士号及びPhDを取得している。 
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氏名 

ARPA-E の研究分野 

業績/経歴 

Dr. Michael Haney 工学およびフォトニクス、パワー変換、信号処理、スイッチングに関するプログラムディレクター。デラウェア

大学にて電子・コンピュータエンジニアリングの教授職を経て、2006～2010にはDARPAマイクロシステム技術室

にプログラムマネージャーとして採用され、コンピュータにおける光学を活用したスイッチング、バイオセンシ

ング、リモートセンシングなどの開発に従事した。1998年にはアプライド・フォトニクス社を創立し、軍用・民

用の光学通信技術の開発を推進した。カリフォルニア工科大学で電気工学の修士号及びPhDを取得している。 

Dr. Kory Hedman パワーエレクトロニクス、再生可能エネルギー、分散電源、電源計画、電力市場、潮流計算に関するプログラム

ディレクター。アリゾナ州立大学にて電気・コンピュータ・エネルギー工学部の准教授を経て、2017年にはオバ

マ大統領(当時)より大統領若手科学者・エンジニア賞を授与された。カリフォルニア大学バークレー校にてオペレ

ーションリサーチのPhDのほか、アイオワ州立大学で経済学と電気工学の修士号を取得している。 

Dr. Joseph King ガス開発、熱電変換、次世代蓄電池に関するプログラムディレクター。アドバンスドマテリアル社、デュポン社

およびGEファイナンス社にて新技術への投資ポートフォリオを構築する実務に20年以上携わり、世界中の新技術

の動向把握と事業化を推進した。カリフォルニア大学バークレー校で物理有機化学のPhDを取得し、その後ドイツ

のマックス・プランク石炭研究所でポスドクを務めた経験を有する。 
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b. プログラムの立案及びプロジェクトの選定 

プログラムとして取り上げる研究対象は、プログラムディレクターが中心となり、トップ

ダウン方式で設定されている。ただし、プログラム内容を具体化するため、ボトムアップ型

アプローチを取り入れており、その代表的な仕組みがワークショップである。ワークショッ

プは、特定の研究課題について、研究者などが集まり、技術革新の方向や必要な研究を議論

するもので、ここでの検討を参考にプログラムディレクターが企画内容を詰めていく。 

2018 年には、以下のテーマでワークショップが開催されている。 

 

表 1-5 2018 年に開催されたワークショップ 

開催日 開催地 テーマ 

2018/2/13～14 Phoenix, Arizona The Energy-Smart Farm: Distributed Intelligence 

Networks for Highly Variable and Resource Constrained 

Crop Production Environments 

（資源制約環境下で高付加価値な作物を栽培するた

めのセンシング・分析技術） 

2018/4/10～11 Dallas, Texas Extremely Durable Cementitious Materials 

（高耐性セメント材料） 

2018/6/21～22 Falls Church, 

Vermont 

Machine Learning-Enhanced Energy-Product 

Development 

（次世代のエネルギー転換技術の開発に資する機械

学習、人工知能等技術） 

2018/7/16 Washington DC Control Co-Design for Wind and Marine-hydro-kinetic 

Energy Systems 

（風力や波力・潮力等の海洋エネルギー利用に係る

エンジニアリング・設計技術等） 

2018/9/21 Washington DC Operating at Extremes: Tools for Enhanced Geothermal 

Systems 

（高深度、高温地熱利用に係る探査・採掘技術等） 

 

 

2017 年度に実施された 9 件のプログラムにおいても、1 件（PNDIODES）を除き、事前の

ワークショップがプログラム組成に繋がっている。なお、必ずしも全てのワークショップが

プログラム組成に繋がるとは限らず、また全てのプログラム組成にあたりワークショップ

開催が必要でもない。 
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表 1-6 2017 年度のプログラムに繋がったワークショップ 

プログラム 開催日 テーマ 

NEXTCAR 2015/5/14～15 Powertrain Innovations Workshop 

ROOTS 2015/7/23～24 Novel Methods for Phytosequestration Workshop 

REFUEL 2015/8/27～28 Bridging Renewable Electricity with Transportation Fuels 

Workshop 

ENLITENED 2015/7/27～28 Optical Interconnects & Data Center Efficiency Workshop 

PNDIODES ― ― 

CIRCUITS 2016/9/13 Novel Power Electronic Systems Enabled by Wide Band-

Gap Semiconductors 

MARINER 2016/2/11～12 Macroalgae Workshop 

SENSOR 2016/7/12～13 Advanced Occupancy Sensors for Better Buildings 

Workshop 

INTEGRATE 2016/1/26～27 Fuel Cell and Heat Engine Hybrid CHP Systems 

 

 

プログラムディレクターは、以下の項目について整理し、プログラムの具体案を作成する。

これらの検討項目は、主に後述する DARPA を参考として設定されたと言われる。 

 

⚫ 解決すべき課題か（理解しやすい説明） 

⚫ 研究開発が成功した場合に期待できる ARPA-E のミッションエリアへの影響（輸入エネ

ルギーの削減、エネルギー効率の向上、エネルギー関連排出の削減） 

⚫ プログラムの目的と目的達成に向けた進捗の評価方法 

⚫ 現時点での研究開発の状況と提案プログラムが現状に対してどのように革新的・破壊的

であるか 

⚫ その課題に取り組むべき適切なタイミングがなぜ今であるのか 

⚫ プログラムの目的を達成するために必要なプロジェクトチーム 

⚫ DOE、その他の連邦機関、民間部門における研究開発をどのように補完するのか 

⚫ プログラムでは最終的に何が起こるのか。どのようにプログラムを実用化し、だれが初

期段階で採用するのか。商業化の障壁は何か、またその障壁をどのように乗り越えられ

うるか 

c. プロジェクトの選定 

プログラムが決定すると、それを実施するためのプロジェクトの選定が行われる。ARPA-

E では、プロジェクトの選定にあたり、外部専門家によるレビューを取り入れている。ARPA-

E は研究成果をエネルギー分野での実用化（製品・商品の創出）につなげることを目的とし

ており、プロジェクト選定にあたって、市場性やコスト競争力なども考慮する必要があるた

めである。ARPA-E は DARPA モデルを参考にして設立されたものであるが、DARPA では

プロジェクトマネージャーが独自にプロジェクト選定を実施することができ、ARPA-E はこ

の点で DARPA とは異なっている。 

ARPA-E では、プログラムディレクターが、外部専門家による多面的な評価を踏まえた上

で、プロジェクトの採否を判断している。なお、外部専門家による実用面の評価が重視され
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ると、革新性の高い提案が採択されないという懸念があるため、ARPA-E では、外部専門家

による評価結果がプログラムディレクターに提出された段階で、評価結果をプロジェクト

の提案者にも開示し、提案者が希望する場合は、追加説明（評価内容への異議や研究価値を

補強する論拠などを記述）を受け取る仕組みを加えている。こうした仕組みを加えることで、

ARPA-E のプログラムディレクターが、市場性やコスト競争力を考慮しつつ、研究リスク及

びペイオフを適正に評価するための「目利き力」を高めている。 

プロジェクトの採択にあたっての判断基準は、原則として以下のように定められている。 

 

表 1-7 プロジェクト（Full Application）の採択基準 

基準 内容 重み付け 

提案された技術の

インパクト 

 1 つ以上のエネルギー関連分野における転換的、

破壊的進歩のポテンシャル 

 現状の技術水準に関する深い理解、及び同水準を

大幅に向上させるための革新的アプローチ 

 競合する商用/開発段階の技術に関する理解、及び

同技術に対する優位性 

 提案された技術を実験レベルから商用レベルに移

行させるための現実的/効果的な戦略 

30% 

全体的な技術的・

科学的メリット 

 提案された研究内容がユニークで革新的か 

 明確に定義されたプロジェクトのアウトカム及び

最終成果 

 FOA（Funding Opportunity Announcement）に定義

されている技術目標に達することが見込まれる根

拠 

 基礎的データ等に基づく、提案された研究内容の

実施可能性 

 提案された研究開発目標を達成するための具体的

な技術的アプローチ 

 技術的リスクの特定及び管理方法 

30% 

プロジェクトチー

ムの経験・能力 

 過去の研究実績等に基づきプロジェクト実施者、

プロジェクトチームが必要な経験・能力を有する

ことの立証 

 必要な設備、施設を有している/入手可能であるこ

との立証 

30% 

マネジメント計画

の実効性 

 人及び資源のマネジメント計画の妥当性 

 各タスクに対する適切な人的/資源配分 

 主要マイルストーンを含むスケジュールの妥当性 

 プロジェクト予算の妥当性 

10% 

 

また、プログラム毎に具体的な技術目標が設定されている。例えば、現在公募されている

中圧直流遮断器の開発（Building Reliable Electronics to Achieve Kilovolt Effective Ratings Safely, 

BREAKERS）では、以下の指標が定められている。また、具体的な目標水準は設定されてい
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ないが、各提案者は自身の技術による商用化時点での目標コストを根拠とともに示すこと

が求められ、採択の判断基準に用いられる。 

 

表 1-8 BREAKERS における技術目標 

ID 項目 目標 

1.1 電圧 1kV DC～100kV DC 

1.2 出力 ≧1MW 

1.3 効率 ≧99.97% 

1.4 反応時間 ≦500μs 

1.5 寿命 ≧30,000 サイクル、≧30 年 

1.6 不要遮断 ＜0.1% 

1.7 出力密度 ≧60MW/m3 

1.8 冷却方式 パッシブ又は強制冷却 

 

なお、プロジェクトの採択にあたっては、以下に示す内容も考慮する可能性がある（may 

consider）とされている。 

 

⚫ ポートフォリオバランス 

➢ プロジェクトチーム内の研究者の多様性、技術的多様性、組織的多様性、地域的

多様性、技術的、商用化的リスク、技術開発の進度 

（各多様性に関し、具体的な比率等は明示されていない） 

⚫ ARPA-E の目的に対する適合性 

⚫ 公的、民間機関による取組のシナジー 

➢ 他の支援措置との重複回避 

➢ 技術移転を促進するための技術実証等に関する非政府組織との協調 

➢ 特徴的な研究コラボレーションの促進 

⚫ 他資金受領の可能性の低さ 

⚫ プロジェクトコストに対するインパクトの高さ 

 

プロジェクトの公募方式は、「提案公募（Funding Opportunity Announcement）」に加え、「包

括型提案公募（Open Funding Opportunity Announcement）」の枠組みが用意されており、前者

が特定課題を指定したプログラムとなるのに対し、後者はエネルギー全般を対象とした公

募として位置づけられる。包括型は公募対象が広範となるため、必要に応じて、複数のプロ

グラムディレクターが当該プログラムに関与している。包括型提案公募は 2009年、2012年、

2015 年、2018 年と 3 年おきに実施されており、過去 3 回の包括型提案公募では 146 件のプ

ロジェクトに対して 4.78 億$の予算が支出されている。なお、2018 年現在までに提案公募、

包括型提案公募による総プロジェクト数は 722 件、総予算額は 19.8 億$となっている。 
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表 1-9 包括型提案公募のプロジェクト件数、予算 

プログラム プロジェクト件数 予算 

OPEN 2009 41 1.76 億$ 

OPEN 2012 66 1.79 億$ 

OPEN 2015 39 1.23 億$ 

合計 146 4.78 億$ 

 

2018 年の包括型提案公募（OPEN 2018）では 7 つのカテゴリが設定されているが、「その

他の分野」も含まれるため、ARPA-E の目的に合致したプロジェクトであれば、如何なる分

野でも採択の可能性があると言える。 

 

表 1-10 包括型提案公募のプロジェクト件数、予算 

カテゴリ サブカテゴリ 

1：系統 A：送電 

B：配電 

C：モデリング、ソフトウェア、アルゴリズム、系統制御 

D：蓄電池（系統スケール） 

E：系統スケールの蓄電池以外の蓄電技術 

F：系統信頼性 

G：その他 

2：輸送 A：代替燃料（バイオ燃料以外） 

B：エンジン 

C：電動モーター 

D：燃料電池 

E：先進的車両設計、材料 

F：交通マネジメント 

G：パワーエレクトロニクス 

H：自動車以外の輸送機関（航空機、船舶等） 

I：蓄電池 

J：蓄電池以外の蓄電・蓄熱技術 

K：その他 

3：ビルの省エネ A：コージェネレーション 

B：空調 

C：エネルギー需要マネジメント 

D：照明 

E：躯体 

F：その他 

4：発電及びエネ

ルギー生産 

（原子力、化石

燃料） 

A：複合発電（例：燃料電池＋タービン） 

B：定置用エンジン／タービン 

C：定置用燃料電池 

D：原子力発電、材料 

E：CCUS 



 

 14 

カテゴリ サブカテゴリ 

F：従来型/非従来型化石燃料の探査、採掘 

G：火力発電の計画、運転 

H：燃焼ガスインフラ（タンク、パイプライン、センサー

等） 

I：化石燃料の化学的、生物学的転換 

J：火力発電における水使用量の効率化 

K：その他 

5：火力発電（再

エネ） 

A：風力（エネルギー捕獲） 

B：風力（エネルギー転換） 

C：地熱 

D：水力 

E：太陽光発電（PV、集光型太陽光発電装置） 

F：太陽発電（PV 以外、太陽熱発電等） 

G：パワーエレクトロニクス 

H；その他 

6：バイオエネル

ギー 

A：バイオマス生産 

B：バイオ燃料製造（生物学的転換） 

C：バイオ燃料製造（生物学的転換以外） 

D：バイオエネルギーサプライチェーン 

E：その他 

7：その他 A：水生産、再利用 

B：蓄熱 

C：先進的製造プロセス 

D：高効率家電 

E：データセンター、コンピュータ演算 

F：高効率素材生産 

G：その他高効率産業プロセス 

H：排熱回収 

I：高温材料 

J：半導体 

K：可搬性電源（電池等） 

L：その他 

 

d. プログラムの実施 

プロジェクトの採択確定後、原則として 100 日以内に、プロジェクト受託者と資金供給契

約が取り交わされる。契約には、達成目標やマイルストーンが詳細かつ明確に書き込まれ、

達成目標に応じた資金提供条件が設定される。 

資金供給契約を迅速かつ緻密に策定するために、以下の支援体制が整備されている。 

⚫ 資金供給契約の交渉は、プログラムディレクターとプロジェクト受託者が主体となり実
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施される。プロジェクトの効率的推進を促し、成果の最大化を図るため、ディレクター

の全体戦略に合致し、かつ実効性の高い計画となるよう契約が定められる。 

⚫ 契約策定の論拠として、技術、財務、プロジェクト管理に関わる多様なエビデンスを揃

える必要が生ずる。精細かつ煩雑な事務作業を迅速に推進する機能として、外部委託費

を用いた支援体制が構築されている。具体的には、各種支援業務を外部の調査機関やコ

ンサルティングファーム等に委託する体制が整備されている。支援業務の範囲に制限は

無く、技術、財務、管理などの広範な業務を依頼することができる。 

 

ARPA-E では、四半期報告と目標指標に基づくプロジェクト管理が行われており、目標指

標は、技術開発と市場導入の 2 つの項目から構成されている。これらの指標に基づき四半期

ごとにプロジェクトの進捗が評価され、評価結果をもとにプロジェクト継続の可否が判断

される。プロジェクト管理は、プログラムディレクターに加えて技術導入担当（T2M アド

バイザー）、Tech SETA（技術担当）、PM SETA（マネジメント担当）から構成されるプロジ

ェクトチームが実施する。SETA（Science and Engineering Technical Assistant）とは、実務に

精通したコンサルタント（派遣職員）であり、ARPA-E に限らず DOE 本省や DOD、DARPA

でも一般的に活用されている。 

 

 

図 1-1 ARPA-E のプログラム立上げ・プロジェクト選定・パフォーマンス管理 

出典）Pradeep K. Khosla and Paul T. Beaton, “An Assessment of ARPA-E”, p24 
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e. ARPA-E 研究開発プログラムの評価 

ARPA-E の取組に関しては、2017 年 6 月に全米科学アカデミー（National Academy of 

Science：NAS）が ARPA-E の依頼を受けて第三者機関として評議体を構成し、「An Assessment 

of ARPA-E」を発行している。カリフォルニア大学サンディエゴ校の Pradeep K. Khosla 学長

を議長として、以下の 18 名の委員にて評議体は構成されている。産・学・国研から研究者

と経営者（CTO 含む）がバランス良く配置されている点が特徴として挙げられる。 

 

表 1-11 ARPA-E の評価評議体制 

議長 Pradeep K. 

Khosla  

カリフォルニア大学サンディエゴ校 学長 

評議員 Maxine Savitz ハネウェル社 ゼネラルマネージャー（技術評価） 

Pierre Azoulay マサチューセッツ工科大学 国際プログラム・マネジメント 教授 

Terry Boston GridLiance および Grid Protection ディレクター 

Erica R. H. Fuchs カーネギーメロン大学 公共政策・エンジニアリング専攻 教授 

Supratik Guha アルゴンヌ国立研究所 ナノスケール材料ディレクター 

シカゴ大学 分子エンジニアリング研究所 教授 

Mark Jones ダウ・ケミカル社 対外戦略・コミュニケーション エグゼクティ

ブフェロー 

Eric Landree RAND 社 研究協力部門ディレクター 応用科学・エンジニアリン

グ部門 技師長 

Gilbert E. 

Metcalf 

タフト大学経済学部 教授 

John Plaster バークレイズ・キャピタル社 代替エネルギー部門長 

Louis Schick ニューワールド・キャピタル CTO 

Charles Shank ハワード・ヒューズ病理研究所 シニアフェロー 

カリフォルニア大学バークレー校 名誉教授 

Stephanie S. 

Shipp 

バージニア工科大学 生命複雑系 副学長 研究教授 

Scott Stern マサチューセッツ工科大学 マネジメント専攻 教授 

John Wall カミンズ社 副社長 CTO 

Jay Whitacre カーネギーメロン大学 公共政策・エンジニアリング専攻 教授 

Valerie Williams 大気研究大学連合 上級プログラム評価者 

Peidong Yang カリフォルニア大学バークレー校 化学・エネルギー専攻 教授 

 

評価を実施するにあたって、評議体は ARPA-E の技術に焦点を絞った資金調達プログラ

ムの創設、助成金を授与するための意思決定プロセス、プロジェクトおよび受託者の管理、

受託者の特許および出版活動に関するデータの定量的および定性的分析に焦点をあてた。 

また、ARPA-E プロジェクトへの第三者による出資や投資も評価の対象となった。 

報告書では、ARPA-E が組織の設立時の目標であった「革新的エネルギー技術を開発する

ために、産業界では取り組むことが困難なリスクは高いが大きな成果が期待できる研究の

支援」という観点において一定以上の成果を挙げているとして、概ね肯定的に評価されてい

る。一部の課題については、設立から 10 年未満という比較的短い期間と予算規模を理由に、
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組織的な問題点というよりは今後の継続的な取組の重要性が述べられている。 

評議体は内部運営と技術的評価の 2 分野に関して 18 の所見をまとめ、それらに対応する

形で 14 の提言を行っている。中でも以下の 5 つの所見は、ARPA-E が設立当初の目標達成

に向けた運営されているかを判断する上で重要な基準であった。 

 

内部運営に関する所見： 

① ARPA-E は、各プロジェクトが政府機関の目標達成に貢献するポテンシャルを評価す

る多面的なプロセスを通じて資金を提供するプロジェクトを選定している。 

② ARPA-E のプログラムディレクターは、変革を引き起こす可能性のある新たなプログ

ラムを創出するため、広範な権限を有する。 

③ ARPA-E プログラムディレクターは、技術的な研究指導とフィードバック、設定され

た技術的マイルストーンに向けてなされた進歩の定期的かつ頻繁な評価、そして新

しい発見と研究成果に応じたマイルストーンの修正を通してプロジェクトを積極的

に管理できている。 

 

技術的評価に関する所見： 

① ARPA-E が資金提供した事業は、ARPA-E の法令上の任務と目的に資するものである。 

② 6 年という期間は、資金提供を受け広範に展開された技術について目に見えるエビデ

ンスを得るには十分な長さではないが、ARPA-E が法令上の任務と目的に向けて前進

をしている明らかな兆しはある。 

 

米国内の公的機関が採用している従来の公募システムでは、PD の裁量が入る余地のない、

厳格な採点方式によって数値化された評価が行われる。これに対し、ARPA-E のシステムで

は PD に大きな裁量権が与えられ、各プロジェクトが組織のミッションに資するポテンシャ

ルが総括的に評価される。従来の評価モデルによって採択されるプロジェクトと比較して、

ARPA-E の評価モデルによって採択されたプロジェクトは同レベル以上の革新的な成果を

得られるものであるという。ARPA-E がこれまでに出資してきたこれらのプロジェクトの市

場への影響が本格的に実感できる段階に至るまでには、依然として数年間の期間が必要と

なると考えられるが、各種ジャーナルにおける研究成果の発表や特許の取得など、明確な成

果も既に出始めている。 

 

評議体は民間企業や ARPA-E 以外の支援プログラムによって研究が行われていない、リ

スクの高い潜在的可能性技術やこれまで見落とされてきた所謂「オフロードマップ」の研究

開発機会の探索が、今後 ARPA-E の独自性を確立することに繋がるとしている。また、技術

の市場化支援においても課題が残る。大学や研究機関などは ARPA-E の市場化支援プログ

ラムである「tech-to-market（T2M）」からメリットを得られた一方で、既に製品開発やマー

ケティングの能力を十分に有している事業者は同プログラムの有用性を実感できていない

という調査結果が出ている。報告書では T2M を任意選択にすることや、学者など、最も利

益を得る可能性が高いターゲットにフォーカスした形式への変更を検討すべきであると提

案している。 
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表 1-12 ARPA-E の内部運営に関する所見と勧告 

所見 勧告 

ARPA-E プログラムディレクターは、当局

の任務に沿った事業選択においてリスクを

負う権限を有している。 

ARPA-Eは、プログラムディレクターに権限

を与え、事業運営を重視する独特かつ柔軟

な運営方法を維持すべきである。 

プログラムディレクターの裁量により、

ARPA-E は比較的リスクの高いプロジェク

トに資金を供給することができている。こ

れによって短期における平均的プロジェク

トパフォーマンスが低下するという兆候は

示されていない。 

ARPA-Eは、特例的なプログラムディレクタ

ーの雇用と、彼らにプログラム創出と事業

を運営するための権限付与を継続するべき

である。 

プロジェクトのマイルストーン、予算、ス

ケジュールの変更に反映されているよう

に、プログラムディレクターは各プロジェ

クトが ARPA-E の使命と目的に資すること

を保証するために継続的に取り組んでい

る。 

 

ARPA-E は「技術から市場へ（T2M）」活動

を継続的な実験として考えており、そうし

たプログラムを発展させるための課題は当

初考えていたよりも大きいかもしれない。 

ARPA-E は、将来的な資金提供、商業化およ

び技術展開の道筋に関して、プログラムお

よび事業実施者間で求められる支援の多様

さを説明するため、「技術から市場へ」プロ

グラムを再概念化すべきである。 

ARPA-E でのプログラムディレクターは雇

い入れるという方針により、当庁プログラ

ムの予定進行が補われたように見える。多

くの事業でプログラムディレクターが入れ

替わったが、それが事業の遂行を妨げるも

のとはならなかった。 

ARPA-E は、3 年を任期とするプログラムデ

ィレクターの雇用と、新規プログラムを完

全に遂行するために必要な場合、または

ARPA-E ディレクターが定めた他の理由に

より、期限を定めた任期延長を認める慣行

を継続するべきである。 

ARPA-E は、DOE および連邦政府における

積極的な変革の主体であり、ARPA-E のベ

ストプラクティスは一部の DOE 関連当局

でも採用されている。変革の主体としての

ARPA-E の役割は、その設立以来、他の連邦

機関に関するアウトリーチや橋渡しによっ

て促進されてきた。 

⚫ エネルギー省長官は、引き続き、エネル

ギー省の運営を改善することができる

要素を ARPA-E の慣行から省内の他の

部局およびプログラムが掘り下げ、取

り入れることを保証すべきである。 

⚫ ARPA-Eおよびエネルギー省は、省内の

官僚主義的文化を薄めさせることにつ

ながる省内プログラム関係部局と

ARPA-Eとの間の相互作用を促すため、

インセンティブを与えるべきである。 
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所見 勧告 

ARPA-E は、多面的なプロセスを通じて資

金を提供するプロジェクトを選定してい

る。そのためには、各プロジェクトが政府

機関の目標達成に貢献する可能性を評価す

ることが必要である。 

 

ARPA-E のプログラムディレクターは、変

革を引き起こす可能性のある新たなプログ

ラムを創出するため、広範な権限を有する。 

 

ARPA-E プログラムディレクターは、技術

的な研究指導とフィードバック、述べられ

た技術的マイルストーンに向けてなされた

進歩の定期的かつ頻繁な評価、そして新し

い発見と研究成果に応じたマイルストーン

の修正を通してプロジェクトを積極的に管

理できている。 

 

 

表 1-13 技術的評価に関する所見と勧告 

所見 勧告 

ARPA-E は、その時点では他のどの資金提

供者も支援していなかった研究に資金援助

を行ってきた。それら事業のいくつかの結

果は様々な技術への資金提供を促し、そう

した技術は今や商業市場へと進出しつつあ

る。 

政策立案者は、ARPA-Eが開始されてから間

もないことを考慮し、ARPA-Eから変革への

影響が生まれたことを示すこれまでのエビ

デンスは限られていることを認識すべきで

ある。 

ARPA-E が資金提供した事業は、ARPA-E の

法令上の任務と目的に資するものである。 

ARPA-Eのディレクターは、庁内において引

き続き高リスク許容の文化を推進し維持す

べきである。この目的のための手段として

は、高リスク事業への支援を推し進める原

則が維持されていることを保証するための

周期的な再評価などがある。 

6 年という期間は、資金提供を受け広範に

展開された技術について目に見えるエビデ

ンスを得るには十分な長さではないが、

ARPA-E が法令上の任務と目的に向けて前

進をしている明らかな兆しはある。 

ARPA-E は、引き続き、革新的な技術進歩を

もたらす有望な未発見の機会を見出し、支

援するためのプロセスを用いるべきであ

る。 
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所見 勧告 

ARPA-E の強みの 1 つは、リスクは高いが

変革を起こす可能性がありつつ見過ごされ

た技術や、民間企業やエネルギー省内での

他のプログラムや部局を含む他の資金提供

者によっては追求されることのない「オフ

ロードマップ」の機会への資金提供に着目

していることである。 

 

ARPA-Eで用いられる一部の専門用語には、

当庁の本来の授権法では必ずしも求められ

ていない非現実的な期待や任務を創り出し

てしまうものがある。 

ARPA-Eは、同庁の任務と目的を適切に表す

授権法令を、誤って解釈したり拡大解釈し

たりしないよう留意すべきである。 

ARPA-E でのプロジェクト運営が人間的な

触れ合いを大切にしていることは当庁の特

質であり、事業実施者（performer）からも称

賛されてきた。とは言え、技術的な事情次

第では文書化のための四半期毎の報告は現

状の課題となっている。四半期の書面報告

がプログラムディレクターやそのチームの

現地訪問に合わせて印刷されることを考え

ると、1 人の事業実施者は年間で ARPA-E と

8～10 回は直接交流していることになる。 

ARPA-E は、四半期報告手順を簡素化し、プ

ログラムディレクターとそのチームに対す

るプレゼンテーションとし、第 4 四半期/年

間報告のみ全編詳述による書面とすべきで

ある。そうすることにより、同庁は事業実

施者との密接な接触を維持することが可能

となり、実施者の負担の一部を軽減するこ

ともできる。 

事業はプログラムを通じ、ARPA-E は、何が

実際に使えて有望かといった技術的な知見

だけでなく、ARPA-E の文献の重要な付属

資料となり得る、何が実際には使えないか

という潜在的に極めて有用な情報も蓄積し

つつある。 

ARPA-Eのプログラムディレクターは、良い

結果と悪い結果の両方を含む、すべての事

業から学んだ教訓についての文書あるいは

その他レポジトリーを取りまとめるべきで

ある。 

ARPA-E は多くの場合、新たな技術的方向

を切り開き、可能性を秘めた方向性の技術

的利点を評価するため、変革の可能性のあ

る活動、未開発領域やフィージビリティ・

スタディに資金提供をすることで、アメリ

カの経済およびエネルギー安全保障を強化

してきた。しかし、ARPA-E はこうした現実

的な成功を周知させる活動を充分に行って

いない。その一方では同時に、授権法令と

は整合しないか、あるいはアメリカのエネ

ルギー・経済安全保障には根本的に不可欠

なものではない評価基準の成功を自らに課

している。 
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所見 勧告 

ARPA-E は、法令上の任務や目的を自らど

れだけ達成したかを完全な程度にまで評価

することはできずにいる。しかし、将来を

見越して事業選択や運営に関するデータを

任務や目的の達成に結び付ける体制を構築

するためには、良い状況にある。 

⚫ ARPA-E は、同庁の活動による影響や、

個別の事業とプログラムを判定するた

めに適切な評価基準は多様なものであ

ること、またこの目的のために単一の

評価基準は適当ではないという事実な

どの、技術者ではない一般向けの情報

伝達を増加させ、また向上させるべき

である。 

⚫ ARPA-E ディレクターとプログラムデ

ィレクターは、同庁の任務と目的の達

成による影響を測定し評価するための

体制を構築し、そして実行すべきであ

る。 
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1.1.2 DARPA（米国国防総省：国防高等研究計画局） 

(1) 組織概要 

DARPA は国防総省の内部組織であり、通常の軍（陸・海・空・海兵隊）が投資を行わな

いようなハイリスク・ハイリターンのプロジェクトに重点を置いており、3 年から 5 年ほ

どの長期研究を中心に支援している。そのため、失敗する可能性が高い構想の推進にも前

向きであり、積極的にリスクをとっていく方針を採用している。 

これまでの具体的な成果としては無人自動車、ステルス機能、全地球測位システム

(GPS)、インターネット5に関する技術の開発があるが、最近では紛争地域における地雷撤

去のためのロボットの研究開発プログラムから製品化されたロボット掃除機「ルンバ6」や

人工知能開発に関するプログラムの派生プロジェクトから応用された自然言語処理を用い

たアプリケーション「Siri7」などが民用での実用化に至っている。 

 

表 1-14 DARPA 概要 

正式名称 国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency) 

設立年 1958 年 前年のスプートニクショック8を受けて設立 

予算 30.7億ドル（2018年度） 

役割 米軍の技術優位性の維持及び国家安全保障を脅かす「技術的サプライズ」の

防止を目的として、米軍が今直面しているニーズに対応するのではなく、将

来のニーズに対応するためのハイリスク・ハイペイオフ研究を支援し、実用

化を加速させる。 

組織体制  約220人。6つの技術研究室と技術移転に特化した適応実行室上級技術

マネージャー20人、期限付契約のプログラムマネージャー約100人。 

 研究所などは持たず、研究開発支援に特化。 

 

 

DARPAを構成する部門は、ニーズに合わせて柔軟に変更されており、部門の新設や統廃

合も頻繁に行われてきている。2018 年 6 月時点では、以下の 6 つの技術部門と、4 つの追

加部門を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 インターネット（TCP/IP）の前身は DARPA で開発された生存性を高めるための分散型ネットワーク

（ARPANET）である。 

6 iRobot 社が商用化した自動走行掃除ロボット。 

7 Apple 社が自社 OS に搭載した AI 音声アシスタント。 

8 1957 年 10 月 4 日のソ連による人類初の人工衛星「スプートニク 1 号」の打上げ成功により、西側諸

国、特に米国にて巻き起こった科学技術政策上の転換を指す。 
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表 1-15 DARPA のオフィスと所管技術 

部門名 取扱対象技術 

生物技術室 

Biological Technologies Office (BTO) 

生物の適応、複製、複雑さのユニークな特性を

取り入れた機能を開発する。 BTO は、国防総

省と共に生物テロ対策に取り組み、米軍を保護

するための革新的な生物学的対策を展開する。 

防衛科学室 

Defense Sciences Office (DSO) 

科学技術分野の広範囲にわたるハイリスク、高

ペイオフの研究イニシアティブを特定し、米国

の国家安全保障に活かす。 現在の DSO のテー

マには、数学、計算とデザインのフロンティ

ア、センシングとセンサの限界、複雑な社会シ

ステム、などが含まれる。 

情報イノベーション室 

Information Innovation Office (I2O) 

米国とその同盟国の情報戦における優位を確保

するために、共生、分析、サイバーの 3 つの推

進領域の基礎および応用研究に取り組む。 

マイクロシステム技術室 

Microsystems Technology Office (MTO) 

マイクロプロセッサ、MEMS（Microelectro-

mechanical System）、フォトニックデバイスなど

の小型マイクロエレクトロニクスコンポーネン

トを開発。 ワイドバンドギャップ材料、フェ

ーズドアレイレーダー、高エネルギーレーザ

ー、赤外線イメージングなどの分野でめざまし

い実用化実績を挙げてきた。 

戦略技術室 

Strategic Technology Office (STO) 

ネットワークとしての戦闘を可能にし、軍事的

効果、コストの優位性、適応性を高めるテクノ

ロジーに焦点。関心領域は、バトルマネジメン

ト、指揮統制、コミュニケーションとネットワ

ーク、インテリジェンス、サーベイランス、偵

察、電子戦争、ポジショニング、ナビゲーショ

ン、および基礎的戦略技術とシステム。 

戦術技術室 

Tactical Technology Office (TTO) 

地上システム、海上（海上および海底）システ

ム、航空システム、および航空宇宙システムの

新しいプラットフォームの高いペイオフ、高リ

スク開発およびデモンストレーションによる戦

略的な技術を開発することを目指す。 

 

 

DARPA の予算は毎年 30 億ドル程度であり、2019 年には 34 億ドルの予算が要求されて

いる。進行中のプログラム9は約 250 件あり、進捗状況に応じて年間 20％程度、テーマの入

れ替えが行われている。 

DARPA の組織構造は、基本的に長官（Director）、室長（Office Director）、プログラムマ

                                                        
9 DARPA のプログラムは ARPA-E のプロジェクトに相当 
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ネージャー（Program Manager (PM)）の三層構造になっており、役割は以下の通りである。 

 

⚫ 長官・副長官：国防総省と連携し、軍のニーズを把握することで DARPA 全体の方

針を決定する。 

⚫ 室長：現状のニーズにあったプログラムを立案するためにプログラムマネージャー

を任命しそのサポートをする。 

⚫ プログラムマネージャー：具体的なプログラムの立案、実行、修正などを一任され

る。プログラムマネージャーはアイデアの探索、プログラムの企画立案、マイルス

トーンによる進捗状況の評価管理、顧客・ユーザー・同分野の研究者との調整、資

金提供、研究活動の指導など多岐にわたる業務を実施する。 

 

※2018 年 11 月現在の長官は Dr. S. H. Walker、副長官は Dr. Peter Highnam。 

図 1-2 DARPA の組織構造：各ポストの役割と関係 

出典）産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・評価小委員会（第 2 回）‐配布資料 3 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/kenkyu_hyoka/pdf/002_03_00.pdf（閲覧日：2019 年 3

月 25 日） 

 

(2) 研究開発プログラムの進め方 

1）研究開発プログラムの概要（期間・内容） 

DARPA のプログラムの期間は 3～5 年であり、内容は潜在ニーズのありそうなアプリケ

ーションに向けての先導研究が中心である。終了後の開発の核となる新しいアイデア・技

術の検証が主要目的であり、プロトタイプの提示を目標とするものである。一般的なプロ

セスは次のとおりである。 
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⚫ 初期段階（1～1 年半）：複数の可能性のある技術の試行 

⚫ 中間段階（1～1 年半）：技術を絞って継続 

⚫ 最終段階（1 年程度）：1 つか 2 つに絞ってプロトタイプの提示に取り組む 

 

DARPAプログラム終了後に各軍やその他の事業主体が事業化見込みのある技術について

R&D プロジェクトを実施するため、DARPA 自体は技術の実用化について見解等を示すこ

とはない。ただし、DARPAの基本的な目的は軍事利用技術の開発であり、軍事利用という

観点での実用化に向けた基礎研究に資金を配分する。 

最終的に、DOD もしくはその他の主体が研究成果を活用するか、あるいはこれまでにな

かった領域での新たな知見やデータ取得を達成できれば成功とみなされる。 

2）プログラムマネージャーの選定 

DARPAはプログラムのプログラムマネージャー方式を採用しており、プログラムの立案

にあたっては、プログラムを任せるためのプログラムマネージャーを選定する必要がある

（これに対して、NSF 等の機関では科学者集団の合議によって必要なプログラムを立案・

実行する「ピアレビュー方式」が採用されている）。プログラムマネージャー方式では、プ

ログラムマネージャーがプロジェクトの立案、実行、軌道修正などに関する大きな裁量権

を持っている。 

プログラムマネージャーは 3～5 年間の期限付き契約となっている。プログラムマネージ

ャーの入れ替えを頻繁に行うことで新しいアイデアやコンセプトを常に取り入れることが

できると考えられているためであり、毎年 25％程度の交代が目標とされている。 

プログラムマネージャーの採用に関しては企業や政府・大学等で経験を積んでいるトッ

プレベル人材を通年採用している。DARPA関係者やプログラムマネージャー経験者からの

推薦や DARPA のプログラムに関与していた研究者から選定されることが多く、実質的な

採用権限は室長にある。プログラムマネージャーは特定技術分野に関する専門知識・人脈、

予算管理能力、説明能力とステークホルダーに対する説明などにおけるコミュニケーショ

ン能力が求められる。DARPAのプログラムマネージャーは、業績とともに公表されており、

DSO のプログラムマネージャーの一覧を以降に示す。 
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表 1-16 DARPA DSO のプログラムマネージャー一覧 

氏名 経歴 関連プログラム 

Dr. William Carter 1997 年ハーヴァード大学で応用化学の博士号取得。HRL Laboratories※1 にて 15 年にわたりマテ

リアル・マイクロシステムズ研究所に勤務し、DARPA 就任前はディレクターのポジションにあ

った。HRL ラボでは 3D プリンティングの材料開発（対張力性金属およびセラミック）のほか、

自動車・航空機向け新材料の分野で 40 以上の論文、100 以上の特許を取得している。2013 年に

DARPA のプログラムマネージャーに就任した。現在は 3D プリンティング材料のほか、自己安

定性を有する非線形メカニカルシステム、防汚性を有するナノマテリアルコーティングのスケ

ール拡張、MEMS デバイスの時空間揺らぎの調整に関するプログラムマネジメントに従事中で

ある。 

※1 GM 及びボーイング傘下の世界トップクラスの物理科学、工学研究所 

 

Dr. Michael Fiddy 1977 年ロンドン大学で電気工学の博士号取得。Institute of Physics（英国物理学会）、SPIE（国際

光工学会）、OSA（米国光工学会）のフェローを歴任。ノースカロライナ州立大学シャーロット

校の光エレクトロニクス・光通信センターのディレクター兼教授、マサチューセッツ大学電気

コンピュータ学部長を務め、2016 年 11 月より DARPA 専属のプログラムマネージャーに就任し

た。現在は電波（搬送波）と可視光の相互干渉に関する基礎研究に従事しているほか、散乱光の

合成による二次元または三次元の造影などの応用分野にも関心を寄せている。 

RadioBio,  

Fundamental Limits of 

Photon Detection (Detect) 

EXTREME, ITA3, NLM 

Dr. Anne Fischer 2005 年ミシガン州立大学で化学の博士号取得。海軍研究所、米国国立科学財団（NSF）における

ハイブリッドナノ構造および電気化学キャパシタの研究開発を経て、2009 年より構造材料、フ

ィルム、自律分子合成の分野の Advisory Scientist として DSO のプログラムレビューおよび研究

ポートフォリオへの助言に従事した。2017 年 1 月より DARPA 専属のプログラムマネージャーに

就任した。現在は化学的アプローチ、ツールの活用に関する観点から幅広いプログラムの支援

を行っている。 

Make-It, 

Molecular Informatics, 

ACDC, Fold Fx,MSDC, 

SCOUT 
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氏名 経歴 関連プログラム 

Dr. Jim Gimlett 1989 年カリフォルニア工科大学で応用物理の博士号取得。Alternative Power Generation of Canada

社および Network Elements 社の CTO を歴任し、10 ギガビットイーサネットのプラグアンドプレ

イモジュールを世界に先駆けて開発した。またベル研究所（現在の Telcordia）在籍中にコヒーレ

ント光と光重畳を活用した光通信デバイスの開発チームのマネージャーを務めた。並行して、

NSF および国防総省の先端ネットワークデバイス開発プロジェクトに首席研究員として従事し

た。またカリフォルニア工科大学とスイス原子力研究所にて、ガンマ線の絶対零度下（ミリケル

ビン）における時間反転対称性、原子炉内のニュートリノの振動に関する基礎研究に従事してい

た。2013 年より DARPA 専属のプログラムマネージャーに就任した。 

ACCESS, ATN, Deep 

Purple, 

FunCC, FunLoL,  

INTERCEPT, MATRIX, 

PREEMP, QuASAR 

Major C. David 

Lewis 

2005 年にデューク大学で物理学の理学士と化学士を卒業し、2011 年に空軍工科大学で物理学哲

学の博士号を取得。前職は空軍工科大学（AFIT）において応用物理学の助教授であり、その他

に、統合特殊作戦コマンド（Joint Special Operations Command, JSOC）※1、アメリカ国防脅威削

減局（Defense Threat Reduction Agency, DTRA）※２、空軍研究所（Air Force Research Laboratory, 

AFRL）での任命経験を有する。経験分野としては指向性エネルギー兵器、大量破壊兵器に対す

る攻撃的対抗技術、極超音速、量子アルゴリズム、電子戦、特別プログラム等がある。DARPA

では、量子力学、宇宙とプラズマ、重力物理の原理を用いて DoD の課題に対して基礎物理学の

最新の知見を適用することに取り組んでいる。 

※1 アメリカ特殊作戦軍(U.S.SOCOM)隷下のサブコマンドの一つで、デルタフォースや海軍特

殊戦開発グループなどの“特殊任務部隊(Special Mission Unit、SMU)”を運用 

※2 核兵器・化学兵器・生物兵器や高性能爆薬などの大量破壊兵器(WMD)を発見・除去し、物

理的・心理的な恐怖を削減することを目的とした国防総省の内局 

Lagrange 

DARPA Space Environment 

Exploitation (SEE) 
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氏名 経歴 関連プログラム 

Dr. Rosa Alejandra 

Lukaszew 

1996 年ウェイン・ミシガン州立大学で物理学の博士号取得。DARPA 就任前はウィリアム＆メア

リー大学でヴァージニア州マイクロエレクトロニクス・コンソーシアムの物理学特任教授を務

め、マイクロエレクトロニクス材料の産学連携研究開発のリーダーを務めた。またトレド・オ

ハイオ大学の物理学部スタッフ、アルゼンチン国立原子力機関（CNEA）スタッフを歴任した。

2017 年 1 月より DARPA 専属のプログラムマネージャーに就任した。現在の研究テーマは新材

料、構造材料、相関電子のトポロジーによる新たな電子回路構成（メモリ、ロジックチップ、電

力変換、センサなど）の開発である。新たなトポロジーの解明は、ストレージ・論理計算デバイ

スの大幅な性能向上につながるとして、技術ロードマップにも位置づけられている。 

DRINQS, PULSE, TEE 

Dr. John Main 1994 年ヴァンダービルド大学で機械工学の博士号取得。メイン大学機械工学部の准教授、ケン

タッキー大学機械工学部の准教授を経て、光学測距による精密制御の研究開発に従事した。

2001 年にプレジションシステム・インスツルメント社を設立し、脊髄や脳髄治療のための医療

機器の設計・製造に従事した。2002年に最初のDARPA専属プログラムマネージャーに就任し、

人体強化材料（高速・高効率な水泳補助デバイス）、跳躍力増強デバイス、マイクロ発電、GPS

信号の届かない深海におけるナビゲーション、人体強化戦闘スーツの開発に従事した。第 1期終

了後は Infitic 社の COO に就任し、ソフトウェア開発のチーム強化に努めた。2016 年に再び

DARPA 専属プログラムマネージャーに就任し、応用科学に関わる新プロジェクト創設支援の責

任を負っている。 

Z-Man, GS3-Polyplexus,  

Improv 2, A2P, SPS 

Dr. John S. 

Paschkewitz 

2005 年スタンフォード大学で化学工学の博士号取得。ゼロックス・パロアルト研究所でハード

ウェアデザインに関する全域の課題、ソフトウェア開発、材料科学、製造、イノベーションマ

ネジメントなどの業務に従事し、民間向け製品と軍向け（特に空軍）製品の研究開発方式の双方

に精通している。2015年よりDARPA専属のプログラムマネージャーに就任し、適応加速、戦略

判断の高速化、動的・複雑系・不確実性環境において競争力と柔軟性を併せ持ったマシン・イ

ンテリジェンスの研究開発に従事している。 

A-Teams, CASCADE, 

PROTEUS, SIMPLEX,  

XSolids 
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氏名 経歴 関連プログラム 

Dr. Adam Russell 2003 年オックスフォード大学で社会人類学の博士号取得。民間企業において人間のパフォーマ

ンス（行動特性）に関する上級研究者として数多くの社会科学調査に従事したほか、複数の政府

機関の戦略アセスメントに従事した。認知神経科学、生理学、文化心理学、社会人類学を通貫

する方法論と研究マネジメントに精通している。米国国家情報長官の下で Intelligence Advanced 

Research Projects Activity（IARPA）のプログラムマネージャーとしてハイリスク・ハイリターン

の研究開発のマネジメント手法を確立した。2015年 7 月よりDARPA専属のプログラムマネージ

ャーに就任し、経験則的学習に基づく行動修正（とくに「思い切った行動修正（big validation）」）

に関する定量的測定、行動科学、人間科学を関心領域としている。 

Ground Truth, NGS2,  

SCORE, UGB 

Mr. Ted Senator マサチューセツ工科大学において物理学と電気工学の学位取得、大学院では物理学、情報技

術、財務を学ぶ。2018 年に DARPA DSO のプログラムマネージャーに就任、以前はアメリカ国

家地球空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）のシニア科学顧問として人工知能や機

械学習について研究に従事。過去に米国情報高等研究開発活動（Intelligence Advanced Research 

Projects, IARPA）や DARPA のプログラムマネージャーを努め、また米国財務省の金融犯罪執行

ネットワーク（FinCEN）の人工知能部の創設者、リーダーや海軍省の技術者でもあった。SAIC

（現 Leidos）※1 のテクニカルフェロー及び副社長、NASD Regulation（現 FinRA）※2 のデータ

サイエンスグループの創設者、Booz Allen Hamilton※3 のコンサルタント等の民間経験も有す

る。25 年以上 AI システム、技術の研究開発に取組み、テロ対策、マネーロンダリング、株式市

場詐欺の分野で AI のアプリケーションを開発したチームを結成、指揮した。 

※1 国防や情報技術、バイオメディカル等の研究を行う民間企業 

※2 投資家保護や証券取引の透明性の確保、不正行為の摘発などを目的に、米国において証券

会社などの行動を監視・規制する非営利の民間協会 

※3 経営戦略と IT・技術系を専門分野とする米国の民間コンサルティング会社 
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氏名 経歴 関連プログラム 

Dr. Vincent Tang マサチューセツ工科大学にて融合プラズマの加熱に使用される RF 生成の高エネルギーイオンを

研究、応用プラズマ物理学の博士号を取得。また、マサチューセツ工科大学の原子核工学の修

士号、カリフォルニア大学バークレー校の核・化学工学の二重学士号を取得。2013 年に DSO の

プログラムマネージャーとして DARPA に入所し、核・放射線脅威のユビキタスモニタリングの

ための SIGMA システムの開発・運用、可搬性ラジオグラフィーのための中性子源研究、計算科

学のためのデジタルおよびアナログ計算機アーキテクチャ研究等に従事している。DARPA 入所

前は、ローレンス・リバモア国立研究所の物理学研究者として不法材料の検出など、国家安全

保障のための高度加速器およびプラズマベースの放射線源を開発した。 

SIGMA, SIGMA+, ICONS 

Dr. Jan 

Vandenbrande 

Rochester 大学において機械工学的特徴認識の研究により電気工学の博士号を取得。2015 年 7 月

に DARPA にプログラムマネージャーとして入所、新しい材料や加工プロセス（3D 印刷、複合繊

維、マイクロトラス構造）によって可能となる新しい設計の可能性の追求等に従事している。前

職はボーイング社の Applied Math Geometry and Optimization グループのテクニカルフェローと上

級マネージャーを務め、幾何学的推論、生産自動化、設計プロセスに関する知識を活用して、製

品の設計方法や製作方法を変更するための高度なジオメトリ処理システムを作成した。

Unigraphcs 社（現 Siemens NX）では、次世代の CAM（Computer Aided Manufacturing）システム

のアーキテクチャに取り組み、ツールパスの生成パフォーマンスを向上させ、CAM ユーザーイ

ンターフェイスの改善を行った。 

Open Manufacturing

 , EQUiPS, FUN 

Design,  

Materials Development for 

Platforms (MDP),  

Models, Dynamics and 

Learning (MoDyL),  

Tailorable Feedstock and 

Forming (TFF),  

Transformative Design 

(TRADES) 
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表 1-17 DARPA DSO プログラムマネージャーの過去の経歴 

 国立機関・研究所 大学 民間会社・研究所 

Dr. William Carter   ○ 

Dr. Michael Fiddy  ○  

Dr. Anne Fischer ○   

Dr. Jim Gimlett ○ ○ ○ 

Major C. David Lewis ○ ○  

Dr. Rosa Alejandra Lukaszew  ○ ○ 

Dr. John S. Paschkewitz   ○ 

Dr. Adam Russell ○   

Mr. Ted Senator ○  ○ 

Dr. Vincent Tang ○   

Dr. Jan Vandenbrande   ○ 

 

 

研究開発に携わる連邦職員の定員については、原則として連邦の人事管理局が総数を管

理しているが、DARPA は 40 人までを上限としてその定員の枠外で科学技術の人材を採用

することができるような特別措置がなされている。 

プログラムマネージャーは、リーダーとして研究グループ同士の連携強化に専念するた

め、管理業務を外部委託（アウトソース）することが一般的となっている。具体的には次の

ような事項がある。 

 

⚫ DARPA の管理部門が、IT・契約・法務・予算などの管理業務全般をサポート 

⚫ SETA 契約業者(system engineers and technical assistance contractors）による支援 

➢ プログラムの会計チェックやウェブサイトの立ち上げなど、プログラム・マネ

ジメント業務を請け負う。 

➢ DARPA と長年取引がある防衛関連コントラクターの中から PM が選出 

⚫ 技術支援専門家による支援 

➢ DOD の付属研究所等から、博士号レベルの研究者が PM を支援。 

➢ 技術的進捗状況のチェックやスケジュール、研究チームメンバーの評価を行う。 

 

3）プログラムの立案 

プログラムの立案はプログラムマネージャーが選定されてから半年から 1 年近くかけて

綿密に行われるのが一般的で、以下のプロセスを経て決定される。 

 

  



 

32 

 

 

0. Homework 

軍・DOD の問題意識を踏まえ、室長（Office Director, OD）がプログラムマネー

ジャー候補者や外部の技術コミュニティとの双方向の対話を通じてプログラムテ

ーマを設定。 

 

1. Iteration 

プログラムマネージャーが以下の項目（ハイルマイヤーの質問）について整理

して、プログラムの具体案を作成。 

⚫ 何を達成しようとしているのか（専門用語を使用せずに平易に説明） 

⚫ 現時点での具体的な実践方法及びその限界 

⚫ 当該アプローチの新規性及び成功の可能性 

⚫ 当該研究開発が誰に役立つのか 

⚫ 研究開発が成功した場合に期待できる変化 

⚫ リスク及びリターン 

⚫ コスト 

⚫ 期間 

⚫ 研究成果の進捗の評価方法（中間及び最終の評価方法） 

 

2. Approval 

室長はプログラムマネージャーをサポートしながら、プログラムマネージャー

が作成した案を長官に提出するか判断する。最終的には長官、副長官、室長で構

成される技術審議会によって研究プログラム案が検討され、実施の是非を決定す

る。この最終決定権は長官が持つ。 

 

3. Proposal Receive 

プログラム案の実施が決定すると公募が開始される。公募は実行が決定する

と、公募が始める。公募方法には主に、企画提案型である BAA（Broad Agency 

Announcement）と業務委託型である RFP（Request for Proposal）の二つがあるが、

多くの場合 BAA が採用されている。応募されたプロポーザルは専門家の意見を

参考にしながら、プログラムマネージャーが採択を決定する。決定する際の技術

審査基準は以下の通りである。 

⚫ 科学的・技術的なメリットがあるか 

⚫ 国防上の課題を解決し、DARPA のミッションに貢献するか 

⚫ コストの見積もりは現実的か 

⚫ 提案されたスケジュールは現実的か  

⚫ 技術移転を実現する計画と能力があるか 

⚫ 提案者の能力と関連する経験は十分か 

 

4. Program Kick off 

 

 
6 ヶ月～

1 年以上 

 3 ヶ月以上 
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DARPA の主要課題は、国防総省の 4 年毎の国防計画見直し（Quadrennial Defense Review, 

QDR）や米国国防科学委員会（Defense Science Board）で掲げられた優先事項に対応してい

る。DARPA の上層部やプログラムマネージャーは各軍の関係者と会合を重ね、国防総省の

技術ニーズの把握に努めている。 

プログラムマネージャーは課題解決のための具体的アイデアを研究者・技術者コミュニ

ティから探索し、プログラムを組成する。なお、テーマが先に決まりそれに沿ってプログラ

ムマネージャーを選定するケースと、プログラムマネージャーが先に決まりプログラムマ

ネージャーがテーマを選定するケースの両方が存在する。 

なお、2016 年度に実施されたプログラムのうち、約 7 割は民間企業により実施され、次

いで大学（13.6%）、公的研究機関（7.7%）等となっている。 

 

図 1-3 2016 年度における DARPA のプログラム実施主体 

※Intramural：公的研究機関（国立研究所等）、FFRDCs：Federally Funded Research and Development Center

（連政府が民間に運営を委託している研究機関） 

出典）Congressional Research Service , “Defense Advanced Research Projects Agency: Overview and Issues for 

Congress” https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45088.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 

4）プログラムの実施 

プログラム開始初期では、目標達成に貢献できる可能性のある複数の研究計画が同時に

進行している。プログラムマネージャーは、各研究計画上のマイルストーンごとに進捗を

細かく評価し、その評価を基に計画の修正や研究者の入れ替えなどで対応していく。この

ようにして進捗評価と修正を行い、目標達成への貢献可能性の薄い研究を打ち切っていく

ことで最終的に１つか２つほどの研究に絞っていく。また、進捗状況によってはプログラ

ム自体の大幅変更、廃止が決定されることもあり、その判断は室長・局長も関与する。スピ

ード感を重視する文化から、全体の 20 パーセントほどにあたる 30～40 のプログラムが毎

年入れ替えられる。 

また、プログラムマネージャーは担当プログラムの進捗や成果を元に評価され、室長は月

に一度、局長・副局長は年１回プログラムのレビューを行う。外部機関による評価はなく、

前述のハイルマイヤーの質問が主な評価基準となっている。 
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1.1.3 NYSERDA（ニューヨーク州：エネルギー研究開発機構） 

(1) 組織概要 

New York State Energy Research and Development Authority（NYSERDA）は、米国ニューヨ

ーク州が同州の環境保護、公害減少、クリーンエネルギー導入を推進するために 1975 年に

設立した研究機関である。またそれら活動を通じて、ニューヨーク州の雇用増加、温室効果

ガス排出削減、光熱費削減を目論んでいる。設立趣意書に基づく同機関の活動目的は以下の

3 点である。 

 

⚫ 民間部門のクリーンエネルギーに対する設備投資の必要性を喚起・誘引し、ニューヨ

ーク州のクリーンエネルギー経済を拡大する 

⚫ ニューヨーク州での大規模なクリーンエネルギーの使用に対する障壁を克服する 

⚫ ニューヨーク州のコミュニティと住民がエネルギー効率向上と再生可能エネルギー

の恩恵を受けられるようにする 

 

NYSERDA では 2018 年 8 月現在、66 の研究開発プログラムを推進しており、そのうち 14

億 USD（約 1600 億円）を 26 のクリーンエネルギー関連のプログラムに支出している。ま

た 2025 年までに、1500MW の定置用蓄電池の導入（3 万人の関連雇用）、185 兆 BTU の省

エネルギーを目標として掲げている。 

 

運営は最大 13 名の評議員によって行われ、そのうち 4 名は同州交通局長、環境保護局長、

公共サービス委員長、ニューヨーク電力公社 CEO が自動的に任命され、残り 9 名はニュー

ヨーク州知事によって、エンジニア、科学者、経済学者、環境学者、消費者団体、ガス事業

者、電気事業者などの中から、評議会への助言を目的として任命される。現在の評議員は委

員長を除いて、2014 年 6 月にアンドリュー・クオモ現知事により一括任命されている。 
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表 1-18 NYSERDA 評議員一覧 

 氏名 役職 

委員長 Richard L. Kauffman NYSERDA 所長 

ニューヨーク州エネルギー金融委員会 委員長 

評議員 Sherburne B. Abbott 持続性イニシアティブ副委員長 

シラキュース大学 持続性科学・政策学 教授 

Charles Bell 消費者ユニオン プログラムディレクター 

Kenneth D. Daly National Grid 社 ニューヨーク支社長 

Kate Fish Adirondack North Country Association 社  

エグゼクティブディレクター 

Jay L. Koh Lightsmith グループ マネージングディレクター 

John McAvoy Consolidated Edison 社 CEO 

Gil C. Quiniones ニューヨーク電力公社 CEO 

John B. Rhodes ニューヨーク州公共サービス委員会 委員長 

Basil Seggos ニューヨーク州環境保護局長 委員長 

Mark A. Willis 上級政策参与 ニューヨーク大学 教授 

（ニューヨーク州交通局長からのポストは現在空席） 
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図 1-4 NYSERDA 組織概要 

出典）https://www.nyserda.ny.gov/（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 
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(2) 研究開発プログラムの進め方 

NYSERDA の事業活動（研究開発含む）は以下の 4 原則（ステートメント）に基づいて立

案・実施・評価される。プログラム評価に際して明確に、外部の評価専門家を用いると明記

されていることが大きな特徴である10。 

 

⚫ ステークホルダー主導型のオープンな計画プロセスを使用して、プログラムを開発

し、実施する。 

⚫ 最高のアイデアや才能を引き出すために競争的な採用・公募を行う。 

⚫ プロジェクトの選定においてピアレビューとパフォーマンス評価を実施する。 

NYSERDA 内外の専門家で構成された技術評価パネルで提案されたプロジェクトの

レビューを実施する。プログラムは、これらパネルの要求を上回るアウトプットを期

待される。 

⚫ NYSERDA は、意思決定において包括的な評価プロセスを使用する。プログラムの成

果は、プログラムに関与していないスタッフおよび外部の評価専門家によって分析

される。さらに、規制上の命令により要求される場合、特定のプログラムは、独立し

た評価専門家によりプログラムの費用対効果を評価の対象となる。 

 

 現在進行中のプロジェクトは以下の通りである。 

 

表 1-19 NYSERDA プロジェクト一覧 

プログラム名 概要 

76West Round 3 世界中の起業家とリソースを集めてクリーンエネルギー事業を構

築し、ニューヨーク州の南部地域を構成する 11 の郡で雇用を創出

するプログラム。 

Advanced Buildings 

Program 

次世代の暖房・換気・空調システムやスマートビルディング、住宅、

商業ビルなどエネルギー効率の高い建物関連技術やビジネスモデ

ルを開発するプログラム。 

Advanced Clean 

Energy (ACE) 

Exploratory 

Research Program 

クリーンエネルギー関係の技術開発について、NYSERDA 以外の資

金調達機会に対するファンドマッチングを行うプログラム。 

Agriculture Energy 

Audit Program 

果樹園、酪農場、温室、野菜、ぶどう畑、穀物乾燥機、家禽や卵

を含む（これらに限定されない）適格な農場や農家の生産者のため

の電気・天然ガスのエネルギー効率測定法を特定するためのプロ

グラム。 

Air Source Heat 

Pump Program 

寒冷地でも最新の空気熱源ヒートポンプの導入・用途拡大を促進す

るためのプログラム。 

                                                        
10 原語では「independent evaluation contractors（独立した評価請負業者）」となっている。 
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プログラム名 概要 

Anaerobic Digester 

Gas-to-Electricity 

Program 

50kW 以上の発電能力を持つ嫌気性バイオガス発生装置（農業廃棄

物または食物残渣などを原料とする）のガス/電気システムの設置の

資金と技術支援を提供するプログラム。 

Assisted Home 

Performance with 

ENERGY STAR® 

ニューヨーク州の適格住宅所有者に、エネルギー効率と家庭の快

適性を向上させ、エネルギーコストを削減する包括的なアプロー

チを提案するプログラム。 

C&I Carbon 

Challenge 

大規模なエネルギー需要家の設備投資をサポートし、エネルギー

効率、分散型エネルギー、およびその他のクリーンエネルギー行

動を通じて温室効果ガス排出を削減するプログラム。 

Charge NY ニューヨーク州住民がプラグインハイブリッド車を購入した際に、

最大 2000 USD のリベートを支払うプログラム。 

Clean Energy 

Communities 

Program 

ニューヨーク州の市町村（およびカウンティ）を対象に、クリーン

エネルギーによるコスト節約、雇用創出を行った取組を表彰し、報

奨金を支給するプログラム。 

Clean Energy Siting 

for Local 

Governments 

地方自治体がクリーンエネルギープロジェクトの誘致を実施する

上での優良事例を提供するプログラム。 

Clean Energy 

Standard 

2030 年までにニューヨークの消費電力の 50％を再生可能エネルギ

ー源から供給することにより、気候変動に対処し、有害な大気汚染

を減らし、多様で信頼性の高い低炭素エネルギー供給を確保するこ

とを目指すプログラム。 

Clean Energy 

Workforce 

Development 

ニューヨーク州のクリーンエネルギー経済の成長を支える経験豊

富な労働力を創出することを目的とした、幅広い再生可能エネルギ

ーとエネルギー効率の教育と訓練を支援するプログラム。 

Clean Heating and 

Cooling 

Communities 

高効率空調に焦点を当てたコミュニティへのアウトリーチと教育

からなる複数年のキャンペーンプロジェクト。高効率空調技術の顧

客浸透を進め、設置コストを削減し、市場の早期立ち上げを図る。 

Clean Transportation 

Program 

燃費を向上し、温室効果ガスの排出を削減する革新的な輸送技術と

戦略の開発、デモンストレーション、展開をサポートするプログラ

ム。 

Combined Heat and 

Power Program 

最高 3MW までのクリーンで効率的な商用熱電併給（CHP）システ

ムの導入を促進するプログラム。 

Commercial New 

Construction 

Program 

ニューヨーク州でエネルギー効率の高い建物を設計する際に関わ

る設計チームや建物所有者に技術支援とサポートを提供するプロ

グラム。 

Commercial 

Programs 

エネルギーコストの削減推進により、あらゆる業種の企業の収益性

を向上するプログラム。 
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プログラム名 概要 

Commercial 

Property Assessed 

Clean Energy 

(PACE) 

商業用不動産向けのクリーンエネルギーファイナンス（PACE）を実

施している地方自治体向けのガイダンスを提供するプログラム。 

Commercial Tenant 

Program 

ニューヨーク州の商業ビルにおけるテナントオフィススペースの

大幅なエネルギー効率改善をサポートし、テナントと建物所有者

は、建築およびエンジニアリング企業と協力して、リース交渉、空

間設計、および建設プロセス中にエネルギーモデリングを行い、エ

ネルギー効率パッケージを作成するプログラム。 

Community Energy 

Engagement 

Program 

地域住民、中小企業の建物所有者向けに、地域に根ざしたエネルギ

ー意識と教育を提供し、すべての所得レベルのコミュニティメンバ

ーがエネルギーコストを削減し、分散型エネルギー資源の普及拡大

を支援するプログラム。 

Community Energy 

Resource 

ニューヨーク州の住宅所有者、中小企業、非営利団体の建物所有者

が快適性を保ちながらエネルギーの無駄を減らし、働いて暮らすこ

とを支援するプログラム。 

Contractor Delivery 

Channel - Become a 

Contractor 

中小企業や非営利団体などに対して、NYSERDA のプログラム助成

の可否や手続方法をワンストップで支援する窓口。 

Drive Clean Rebate 

for Electric Cars 

新しいプラグイン電気自動車の購入またはリースに向けて最大

2,000USD のリベートを提供するプログラム。 

EmPower New York 建築物の断熱、シーリング、LED 照明、高効率冷蔵庫などを低所得

者に提供するプログラム。 

Energy Codes 

Training and Support 

Initiative 

建築物のエネルギーコードを遵守するため、地方自治体職員、設計

専門家、エネルギー専門家、建設業者に無料で低コストのトレーニ

ングとサポートを提供するプログラム。 

Energy Storage in 

New York State 

エネルギー貯蔵技術の構築、導入、統合、または研究に携わる個人

および団体への助成プログラム。 

Energy Study 

Aggregation 

Program 

商業用不動産の客観的なエネルギー効率の調査を提供するための

革新的で合理的なアプローチを探るプログラム。 

Entrepreneurs-in-

Residence Program 

クリーンテック・スタートアップ企業の成長のための人員配置、予

算管理、リソース計画、戦略的パートナーシップなどを、専門のス

キル・知識を有するエグゼクティブが支援するプログラム。 

Environmental 

Research Program 

環境のモニタリングと評価を支援し、州の環境政策を周知し、エネ

ルギー使用と生産に関連する技術革新を促進するプログラム。 

Flexible Technical 

Assistance Program 

ニューヨーク州で事業を展開する企業がスマートで費用対効果の

高いエネルギー技術を選定するのを支援するプログラム。 
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プログラム名 概要 

Fuel Cell 

(Stationary) 

Program 

定置用燃料電池による非常時電力の供給と副生熱供給を実現する

ための実証プログラム。 

Geothermal Clean 

Energy Challenge 

州内の地方自治体、大学、病院に対して地中熱ヒートポンプの導入

支援（技術・資金）を行うプログラム。 

Ground Source Heat 

Pump Rebate 

住宅、商業施設、産業用施設におけるヒートポンプ導入を支援する

総額 1500 万 USD のプログラム。 

Home Energy 

Efficiency Programs 

ニューヨーク州の家庭におけるエネルギーの無駄遣いを減らし、光

熱費の低減をめざすプログラム。EmPower NY とセットで実施。 

Home Performance 

with ENERGY 

STAR® 

ニューヨーク州の住宅所有者に、エネルギー効率と快適性をセット

で向上させ、光熱費を低減する包括的アプローチを提供するプログ

ラム。 

Industrial and 

Process Efficiency 

Program 

プロセスを改善し、製造出力を増加させ、情報技術の効率を改善し、

サポートシステムを構築する際のエネルギー使用を最小限に抑え

るエネルギーおよびプロセス効率プロジェクトの実施のための製

造業者およびデータセンターへの支援を提供するプログラム。 

Industrial and 

Process Efficiency 

Program 

データセンターおよび製造業におけるエネルギー効率と IT 生産性

向上プロジェクトのサポートを提供するプログラム。 

Industrial Programs 全ての産業におけるエネルギーコスト低減を促進するプログラム。 

Low-Income Forum 

on Energy (LIFE) 

低所得者層が手頃な価格で安全で信頼できるエネルギーを入手で

きるよう取り組むプログラム。 

Manufacturing 

Corps (M-Corps) 

Pilot Program 

ニューヨーク州におけるクリーンテック・スタートアップ企業の製

品生産における障害を取り除くプログラム。 

Multifamily 

Performance 

Program 

既存建築物のエネルギー効率を高めるための建物オーナー向けの

支援プログラム。 

New Construction - 

Residential and 

Multifamily 

省エネルギーの認証を得た新築住宅の購入者に対して助成を行う

プログラム。 

New York 

Generation Attribute 

Tracking System 

(NYGATS) 

ニューヨーク州で発電、輸入、消費される電力に関する情報を記録

し、再生可能エネルギー証書とクレジットを発行、追跡、管理する

プログラム。 

New York State 

Strategic Fuel 

Reserve 

事前認定された燃料販売業者がガソリンおよびディーゼル貯蔵に

アクセスし、宣言された州のエネルギー緊急時にこれらの燃料を緊

急対応者およびその他の団体に提供できるようにするプログラム。 
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プログラム名 概要 

NY Green Bank クリーンエネルギー市場への投資を拡大し、より効率的で信頼性の

高い持続可能なエネルギーシステムを創出するために、民間部門と

協力して州主催の専門金融機関を設立するプログラム。 

NY Prize 停電時に独立して動作するスタンドアロンのマイクログリッドを

構築するコンペティション。 

NY Truck Voucher 

Incentive Program 

商用トラックおよびバス部門における先進的な車両技術の市場へ

の受け入れを加速するプログラム。 

NY-Sun (Solar 

Initiative) 

ニューヨーク州の住民が太陽光発電の電力を手頃な価格で購入す

るためのインセンティブと資金を提供するプログラム。 

Offshore Wind ニューヨーク首都圏とロングアイランドで、手頃な価格で洋上風力

発電の電力を供給するためのプログラム。 

On-site Energy 

Manager Program 

企業向けにエネルギー、プロセスを管理するオンサイトエネルギー

管理者を常駐させるための支援プログラム。 

P-12 

(Prekindergarten 

through Grade 12) 

Schools Initiative 

州内の保育園・幼稚園向けに温室効果ガスの排出量を減らしなが

ら、エネルギー使用量と電気料金を削減するためのプログラム。 

Real Time Energy 

Management 

(RTEM) Program 

州内の商業施設がリアルタイムエネルギーマネジメントシステム

（BEMS）を導入する際の初期費用およびデータ分析にかかる費用

を助成するプログラム。 

Renewable Heat NY 住宅、公共施設および商業施設における、高効率でエミッションの

少ない木質バイオマス（ペレット）暖房の導入を促進するプログラ

ム。 

Residential 

Financing Options 

エネルギー効率改善および再生可能エネルギー導入のための住宅

金融プログラム。 

RetrofitNY 既存建築物の熱効率及び快適性を、最新のゼロエネルギー建築に近

づけるための設計・施工手法を開発するプログラム。 

REV Campus 

Challenge 

キャンパス、教室および周辺地域でのクリーンエネルギーの導入を

進める大学への助成プログラム。 

REV Connect 州内企業と電力会社のコンソーシアムにより、電力ビジネスの革新

を加速し、新しいビジネスモデルと技術を開発するプログラム。 

REVitalize コミュニティ規模のクリーンエネルギープロジェクトを計画、開

発、実施するために、低所得層コミュニティに対して給付を行うプ

ログラム。 

Small Business and 

Not-for-Profit 

Financing 

全米の金融機関と協力して、適格な中小企業や非営利団体に低金利

のエネルギー効率プロジェクトの資金調達を支援するプログラム。 

Small Commercial 

Energy Assessments 

中小企業や非営利団体向けに無料のエネルギー診断を提供し、エネ

ルギー効率の改善策を提案するプログラム。 
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プログラム名 概要 

Small Wind Turbine 

Program 

最大 2MW の小型風力タービンを設置するためのアセスメントやシ

ミュレーションを支援するプログラム。 

Smart Grid Program 革新技術と分散型エネルギー資源を通じて、ニューヨーク州の電力

系統の刷新を進めるプログラム。 

Strategic Energy 

Management 

Program 

エネルギー使用の最適化に関心を有する企業に対してトレーニン

グを提供するプログラム。 

SUNY Concierge 再生可能エネルギーや省エネルギーに関する研究や診断を必要と

する企業に対して、SUNY 研究所へのアクセスを提供する窓口。 

 

 

(3) NYSERDA 研究開発プログラムの評価 

先述の通り、2018 年現在、NYSERDA のプログラム評価はワシントン州に本社を有する

Research Into Action 社に外部委託されている。 
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1.1.4 Horizon 2020（欧州委員会：研究総局） 

(1) 組織概要 

Horizon 2020 とは 2014 年より EU の科学技術イノベーション政策の一環として開始され

た研究開発フレームワークである。第 7 次欧州研究開発フレームワーク（FP7）の後継プロ

グラムとして 2014 年～2020 年までの 7 年間で約 800 億€の予算が組まれている。 

FP7 までの研究開発フレームワークとの最大の違いは、Horizon 2020 が欧州イノベーショ

ン・技術機構（EIT）と競争・イノベーションフレームワークプログラム（CIP）の一部を包

含している点である。これは、当プログラムが従来のもの以上にイノベーションと産業競

争力を強く意識しているためである。11 

 

Horizon 2020 は「Excellent Science（卓越した科学）」、「Industrial Leadership（産業リーダ

ーシップ）」、「Societal Challenges（社会的課題）」の３つの柱を中心に構成されている。12 

 

⚫ Excellent Science：EU の科学的卓越性を強化し、研究と革新システムをより競争力の

あるものにする。 

⚫ Industrial Leadership：中小企業を含むビジネスやイノベーションを支援する技術の開発

を加速するための産業リーダーシップの育成。 

⚫ Societal Challenges：Europe 2020 戦略で特定された優先事項に対応するための社会的課

題への取組。 

 

さらに、横断的なプログラムとして以下の 2 つが存在する。 

⚫ 参加の拡大：FP7 以前のプログラム活用率が低かった国や地域へ、応募者のマッチン

グなどを支援。 

⚫ 社会のための科学：社会意識の高い若い研究者を支援し、科学と社会の効果的な協力

体制を構築する。 

 

また、予算構成には以下の 3 団体も含まれる。 

⚫ EIT：欧州に広がるイシュー別産学連携組織（Knowledge and Innovation Communities 

（KICs））を束ねる。 

⚫ 欧州委員会共同研究センター（JRC）：EU の政策に対し実証に基づく科学的・技術的

支援を提供。欧州委員会のための公的シンクタンク。 

⚫ Euratom：原子力産業の開発・資源管理を目的とする EU 傘下の国際機関。 

 

プログラムの予算構成の詳細は以下の図に示す。 

                                                        
11 European Comission, “Horizon 2020” 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/281113_Horizon%202020%20standard%20pres

entation.pdf （閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 

12https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja/19240/%E3%83%9B%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%

83%B32020（閲覧日：2018 年 9 月 3 日） 
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図 1-5 Horizon 2020 の予算構成 

出典）欧州委員会の資料を基に三菱総合研究所作成 

 

Horizon 2020 の予算は 9 つの総局（DG, Directorate-General）によって管理されているが、

運用予算の75％は欧州委員会のDG以外の機関に利用されている。中でも４つあるExecutive 

Agencies の比重が大きい。 

 

表 1-20 Horizon 2020 を管理する DG とその担当分野 

DG 名 担当分野 

DG Research and Innovation (DG RTD) 研究およびイノベーション 

DG Communications Networks, Content and 

Technology (DG CNECT) 

情報社会およびメディア 

DG Education and Culture (DG EAC) 教育と文化 

DG Energy (DG ENER) エネルギー 

DG Internal Markets, Industry, 

Entrepreneurship and SMEs  

(DG GROWTH) 

EU 市場、中小企業および起業 

DG Mobility and Transport (DG MOVE) モビリティと輸送 

DG Migration and Home Affairs (DG HOME) 移住・移民および内政 

DG Agriculture and Rural Development (DG 

AGRI) 

農業および地域開発 

the Joint Research Centre (JRC) 欧州委員会の研究開発機関。公的シンクタ

ンク 
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表 1-21 Horizon 2020 の主要な資金配分機関 

機関名 概要 

Research Executive Agency (REA) FP7 施行のために立ち上げられたが現在は

Horizon2020 を実装する主要な執行機関で

あり、その任務はプログラム全体の管理支

援サービスにまで拡張された。 

Executive Agency for Small and Medium-sized 

Enterprises (EASME) 

中小企業、環境、エネルギー、海事に関する

支援活動に焦点を当てており、提案の共有

を行う。 

Innovation and Networks Executive Agency 

(INEA) 

エネルギーと輸送という 2 つの社会課題に

関する予算運用の一部を管理。 

European Research Council Executive Agency 

(ERCEA) 

Horizon 2020 内で準独立プログラムとして

特別な立場にある欧州研究評議会（ERC）の

作業プログラムを実施するために 2007 年

に設立された。 

 

(2) 研究開発プログラムの進め方 

1）研究開発プロジェクトの概要（期間・内容） 

Horizon 2020 では「Excellent Science（卓越した科学）」、「Industrial Leadership（産業リーダ

ーシップ）」、「Societal Challenges（社会的課題）」の 3 分野の中で取り上げられているエネル

ギー、医療、交通・物流などを含む 20 以上のテーマにおいて研究プロジェクトの公募を行

っている。 

 

 

図 1-6 受託されたプロジェクトのテーマ別割合（2014-2016） 

出典）HORIZON 2020 in full swing: Key facts and figures 2014-2016, 2017 
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産業界とアカデミアの連携強化が当プログラムの大きな目的の一つであることもあり、

大学単体で成果を上げることが難しく、一方で企業側にとっては短期的な採算性や直接的

なリターンがなかなか見込めないような基礎研究が対象となることが多い。制度上、研究プ

ロジェクトの期間や予算に上限は定められていない。公募要領ごとに定められており、3 年

前後の期間が一般的である。 

2）研究開発プロジェクトの公募 

2014 年から始まった Horizon 2020 には 2016 年までの 3 年間で 11.5 万件以上のプロポー

ザルが提出された。同期間における提案の受託率は 12.6％である。プロポーザルの提出から

契約締結までの平均所要日数は 192.5 日であり、平均で 303 日要していた FP7 と比べ大きな

改善が見られる。この数字は 2018 年現在も減少している。 

 

Horizon 2020 のもとでの助成される資金は、利用可能な支援制度の大部分を網羅する多

年にわたるワークプログラムによって定められる。ワークプログラムは、Horizon 2020 で

制度的に規定されている枠組みの中で欧州委員会によって実施される。優先順位の設定は

EUの政策目標を統合する戦略立案プロセスを通じて行われる。現在のワークプログラムで

は 2018 年-2020 年の 3 年間において研究開発資金が投じられる 18 のテーマ別セクションが

定められている。加えて提案者の適格基準、受託基準などの一般的な規則が説明しされて

いる。 

 

表 1-22Work Program 2018-2020 のテーマ別セクション13 

ワークプログラム 概要 

1. Future and Emerging Technologies 

(FETs) 2018-20_v3.0 

高度な学際的な科学と最先端の工学との間

の未踏の共同研究を通して、新しい技術領

域の開拓が期待されている。将来的に競争

力と成長の基盤を新たにすることができる

有望な技術分野でヨーロッパが早期にリー

ダーシップを握るのを助け、社会課題の解

決に資する研究が求められる。 

2. Marie Sklodowska-Curie actions 

(MSCA) 2018-20_v2.0  

博士課程の候補者や経験豊富な研究者な

ど、キャリアステージを問わずすべての段

階の研究者に助成金を提供し、国境と分野

を超えた、学際的な連携を奨励している。

MSCA により、研究機関（大学、研究セン

ター、および企業）は、優秀な外国人研究者

を招聘し、世界中の主要機関との戦略的パ

                                                        
13 欧州議会の資料を基に三菱総合研究所作成 
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ワークプログラム 概要 

ートナーシップを構築することが可能にな

る。 

3. Research infrastructures (including e-

Infrastructures) 2018-20_v3.0  

European Strategy Forum on Research 

Infrastructures (ESFRI)およびその他の世

界トップクラスの研究インフラの実装と運

用を確実に遂行することが目的。各国の研

究インフラの統合や電子インフラの開発、

展開、運用も含む。 

4. Introduction to Leadership in enabling 

and industrial technologies (LEITs) 

2018-20_v1.0 

I. 5i. Information and 

communication technologies (ICT) 

2018-20_v3.0 

II. 5ii. Nanotechnologies, advanced 

materials, advanced 

manufacturing and processing, 

biotechnology 2018-20_v2.0 

III. 5iii. Space 2018-20_v2.0 

産業規模のポテンシャルが大きく、イノベ

ーションの推進に大きく資する技術分野に

おける研究。特に EU が定める産業政策目

標を達成する上で重要とされている主要産

業技術（Key Enabling Technologies, KET）

の研究開発が主な戦略となっている。 

KET の主な技術分野は以下の 3 つである： 

1. ICT 技術 

2. 新素材とナノテクノロジー 

3. 宇宙科学 

5. Access to risk finance 2018-20_v2.0 資金調達の代替手段を調査・検討する。 

特に株式投資型クラウドファンディングや

国境を越えた投資を増やすための方法に焦

点頑張ってあてられている。また、金融商

品を対象とした資金調達の機会に対する潜

在的な顧客の認識を高め、提供を簡素化す

るための検討も行う。 

クリーンテックやバイオエコノミーなどの

「ディープテック」部門の資金需要に見合

った投資スパンを提供するVC資金の支援。 

6. Innovation in SMEs 2018-20_v2.0 中小企業のイノベーション能力を強化し、

市場および／または社会に価値を創造し、

それによってヨーロッパを支える 2020 年

の基盤を築くことを目的として、中小企業

の研究開発環境を最適化する。中小企業の

技術力を強化し、欧州の経済基盤を固める

ための包括的かつ持続可能な成長を目的と

した戦略。 
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ワークプログラム 概要 

7. Health, demographic change and well-

being 2018-20_v2.0 

欧州が医療分野において抱える 4 つの大き

な課題の解決が主な目的である。 

1. 高齢化、および社会的要求の高まりに

より上昇し、潜在的に持続不可能な医

療および介護のコスト。より多様化し

たケアが求められている。 

2. 気候変動を含む外部環境要因の健康へ

の影響に関する研究。 

3. 感染症リスクへの対策。 

4. 医療機関やヘルスケア全般へのアクセ

スの差により生じる医療格差への対

処。 

8. Food security, sustainable agriculture 

and forestry, marine and maritime and 

inland water research and the 

bioeconomy 2018-20_v2.0 

農業およびフードシステム、林業、海洋お

よびバイオベースの分野を中心に以下の課

題に取り組んでいる。 

1. 気候変動への適応と影響の緩和 

2. 食料安全保障の確保 

3. 天然資源基盤を保護し、化石燃料を根

幹とした経済に代わるものを促進し、

海洋を保護しながら持続的に海洋資源

を利用する手段の探索。 

9. Secure, clean and efficient energy 

2018-20_v2.0 

EU のエネルギー戦略の中で定義されてい

る中核的優先事項において、異なる低炭素

エネルギー分野にわたる研究、デモや実証、

イノベーションおよび市場参入を支援す

る。特に対象となるのが以下の 3 分野であ

る。 

1. スマートエネルギーシステム 

2. エネルギー効率 

3. CCUS 

10. Smart, green and integrated transport 

2018-20_v2.0  

運輸および輸送の分野における市民、企業、

EU 市場の現在および将来のニーズに合わ

せた研究を支援し、経済、そして最終的に

は各国の国民にとっての価値の最大化を目

指す。パリ協定で定められたグローバルな

気候目標の達成に貢献し、SDGs の実施に

資することを目的としている。 

11. Climate action, environment, resource パリ協定で定められた目標を軸に、低炭素
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ワークプログラム 概要 

efficiency and raw materials 2018-

20_v2.0  

社会の実現に向けて以下の目標が掲げられ

ている。 

•水資源を含む各種資源の効率的な活用お

よび気候変動への対応が可能な経済と社会

の実現。 

•天然資源と生態系の保護と持続可能な管

理。 

•地球の天然資源とエコシステムの持続可

能な範囲内で、増え続ける世界人口のニー

ズを満たすための、持続可能な資源の供給

と使用。 

12. Europe in a changing world - inclusive, 

innovative and reflective societies 

2018-20_v2.0 

社会的排除、差別およびさまざまな形態の

不平等に対処することが目的。新しい形態

のイノベーションを探求し、 Innovation 

Union や European Research Area などの

EU の政策のための基盤強化に繋がること

が期待される。 

また、第三国との首尾一貫した効果的な協

力を促進するとともに、社会におけるアイ

デンティティや寛容性、文化の保全という

テーマに取り組む。 

13. Secure societies – protecting freedom 

and security of Europe and its citizens 

2018-20_v2.0 

新しい危機管理ツールの開発から通信の相

互運用性に至るまで、自然災害および人的

災害に対する社会の対応力を強化し、重要

なインフラを保護するための新しいソリュ

ーションを開発する。 

国境とサプライチェーンの安全保障や犯

罪・テロへの対策、サイバーセキュリティ

など、あらゆる観点から EU の安全性向上

を図る。 

14. Spreading excellence and widening 

participation 2018-20_v2.0  

加盟国および関連国間の科学的格差の解消

に向けて、各国の研究活動とのより積極的

な連携や研究活動への参画の拡大を目指

す。現在、拡大支援の対象となっている加

盟国は、ブルガリア、クロアチア、キプロ

ス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラト

ビア、リトアニア、ルクセンブルク、マル

タ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、
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ワークプログラム 概要 

スロバキア、およびスロベニアである。 

15. Science with and for society 2018-

20_v2.0  

Horizon 2020 が取り組むヨーロッパの社会

的課題への取り組み、能力の構築、および

科学と社会をつなぐ革新的な方法の開発が

目的。 若者を中心に、科学をより魅力的に

し、イノベーションに対する社会の欲求を

高め、さらなる研究とイノベーション活動

を促進することを目指す。幅広い分野の人

間が横断的に協力して科学の発展に参画可

能な環境の構築を図る。 

16. European Innovation Council (EIC) 

2018-20_v2.0  

中間評価で、Horizon 2020 がブレークスル

ーを促進し、市場を創造するイノベーショ

ンに繋がる可能性がある基礎研究において

十分な成果を出していると評価された一方

で、それらの成果の市場化につながるサポ

ートを大幅に強化する必要があることが確

認された。その結果、Horizon Europe に向

けて革新的なイノベーションを発展させる

研究者や事業者が新しい市場を創造し、ヨ

ーロッパで雇用、成長、繁栄を促進する可

能性をサポートする機関として EIC のパイ

ロットが立ち上げられた。 

17. Dissemination, Exploitation and 

Evaluation 2018-20_v2.0  

研究成果の周知と活用を推し進め、Horizon 

2020 による経済的、社会的、環境的影響の

拡大を図る。そのため、Horizon 2020 の成

果の活用と普及を最適化し、それらの影響

を評価する。Horizon 2020 内のナレッジシ

ェアもこれに含まれる。 

18. Cross-cutting activities 2018-20_v1.0  分野横断的な取組として低炭素、気候回復

力のある未来の構築という目的のもと、次

世代電池の開発を目指す。 

リチウムイオン電池をはじめ、次世代電池

の技術開発に特化したプログラムである。 

 

各テーマ別セクションは個別に完結しており、セクションごとの全体的な目的、予定さ

れている公募分野（Calls）、およびそれぞれの公募分野内のトピック、そしてセクション内

の予算配分について定めている。ワークプログラムによって予算配分が確定した後、各セ

クションは Calls を機関誌や Horizon 2020 のウェブサイト上で公開する。Call 内には個別の

研究課題である Topics が定義されている。予算や提案の期限、実施要領などの詳細な情報
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は Topics ごとに規定されている。 

 

Horizon 2020 は EU に属さない国にも門戸を開いている。つまり、明示的に除外されてい

る場合を除き EU の研究者は、自分が選んだあらゆるトピックについて、第三国の研究者と

協力することが可能である。 しかしこれは第三国の事業体が EU の予算の下で資金調達の

対象となることを自動的に意味するものではない。 Horizon 2020 の一部のトピックは国際

協力に特に適しているとしてフラグが立てられており、コンソーシアムに第三国のパート

ナーを含めることが推奨されている。 

 

 

図 1-7 第三国の提案参加回数（2014-2016） 

出典）HORIZON 2020 in full swing: Key facts and figures 2014-2016, 2017 

 

日本は 2016 年までの 3 年間における第三国による提案参加回数では第 7 位となってい

る。提案条件を満たすコンソーシアムの成立には EU 加盟国または関連諸国 3 カ国以上か

ら 3 つ以上の機関の参加が条件となっており、パートナー探しの段階でハードルが高いこ

とが伺える。 

3）プロジェクトの選考 

H2020 プロジェクトのほとんどは、少なくとも 3 つの異なる国からの組織がコンソーシ

アムを形成する共同研究プロジェクトを推奨しているが、単独提案が可能なプロジェクト

も存在する。コンソーシアムを形成するためのパートナー探しには Horizon 2020 のポータ

ルも活用できる。 

プロポーザルは基本的に組織構成に関するパートと研究に関するテクニカルパートの 2

部構成が求められている。 

 

⚫ 組織構成パート：コンソーシアム内の各組織に関する基本情報、パートナーの宣言、

連絡担当者など 
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⚫ テクニカルパート：研究内容や研究成果として期待できるイノベーションの詳細な

説明、プロジェクトのコスト、研究の進め方および中間目標を含むタイムラインなど 

 

要件を満たしたプロポーザルは欧州委員会に属さない 3 人以上の外部の専門家によって評

価される。欧州委員会は各分野に関する専門家リストを作成している。登録自体は誰にでも

可能である。 

個々の評価を行った後、同じ提案を評価したそれぞれの専門家はコンセンサスグループと

して集まり、評価点や評価コメントについて認識を合わせるために議論する。コンセンサス

グループには欧州委員会から意見を取りまとめる議長が派遣される。 

欧州委員会は最終的に上記の評価をもとにプロポーザルのランキングを作成し、さらにこ

のランキングから助成されるプロジェクトの候補をリストアップする。実際に採択される

プロジェクトの数は予算との兼ね合いで確定する。 

(3) Horizon 2020 研究開発プログラムの評価 

最終的な研究目標となるプロジェクトターゲットおよび中間経過をモニタリングするた

めのマイルストーンはプロジェクトコンソーシアムによってプロポーザル内で既に定めら

れている。PM はプロジェクトメンバーから報告される進捗状況や現時点の課題、将来的な

リスクなどについて報告書（Periodic Report）に取りまとめる。この報告書は一般的な期間

（約 3 年）のプロジェクトの場合は中間報告と最終報告の 2 回、比較的短い期間（18 ヵ月

以下）のプロジェクトの場合は最終報告の 1 回のみ PO に提出される。この報告書に加え

Deliverables の提出によってもプロジェクトの進捗状況が共有される。そのため、米国の

ARPA-E で行われる四半期ごとのレビューなどのように、プロジェクト遂行中に PO の側か

ら定期的なレビューが行われることはない。 

報告書は Technical Report と Financial Report の 2 部構成となっている。Technical Report は

さらに A パートと B パートに分かれている。A パートでは研究内容のまとめ、マイルスト

ーンの達成状況などを表す資料、そして Horizon 2020 の主要業績評価指標（KPI）および監

視要件に照らして測定された、経済的および社会的影響に関するアンケートへの回答が求

められる。B パートでは報告期間中にパートナーを含むすべての受益者によって行われた作

業とプロジェクト目標に向けた進捗状況の概要が報告される。プロポーザルで当初予定さ

れていたものと実際の結果に差異が生じた場合もここで事情を説明する。 

Financial Report では各受益者の財務諸表が提出される。さらに、同報告期間中に各受益者

が使用したリソース、および第三者から提供された下請けおよび現物出資に関する情報の

説明が記載される。中間報告の場合はこれらに中間支払いの請求が加わる。 

PO は最終的に技術的な面に関しては KPI やマイルストーンの達成状況を、資金的な面に

関しては予算の使用状況を基にプロジェクトを評価する。 

 

(4) Horizon 2020 の評価 

欧州議会は 2018 年 1 月に Horizon 2020 の最初の 3 年間を総括する中間評価を発表した。
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この中で欧州議会は次世代プログラムである Horizon Europe の立案に向けた提言として 5

つの改善点を挙げつつも、当プログラムについては非常に高い評価を下している。Horizon 

Europe の立ち上げを検討する上でも、大きな変革（Revolution）よりも現行プログラムの枠

組みはほぼ据え置きのまま、さらに発展させた進化（Evolution）を意識している。Horizon 

2020 から学んだ教訓として挙げられている 5 つの改善点は以下の通りである。 

 

⚫ 革新的イノベーションの支援（Support breakthrough innovation） 

⚫ 目的志向と市民参加の充実によるインパクトの拡大（Create more impact through 

mission-orientation and citizens’ involvement） 

⚫ 国際協力体制の強化（Strengthen international cooperation） 

⚫ オープン性の強化（Reinforce openness） 

⚫ 支援制度の再整理・合理化（Rationalise the funding landscape） 

 

Horizon 2020 は基礎研究レベルにおいては極めて高いレベルで成果を上げている。しかし、

基礎研究からさらに先のステップとなる、技術の市場化や基礎研究の成果を活かしたイノ

ベーションとなると、本プログラム内ではほとんど見られない。これは Horizon 2020 が立案

された当初、基礎研究への投資が最大の目的であったため、プログラムの失敗と捉えること

はできない。一方で、中間評価の責任者である Jose Cotta 氏を筆頭に、将来的に欧州の競争

力を世界で維持する上ではイノベーション力の向上が必須と受け止めている関係者は多い。

Horizon 2020 が民間事業者と連携する際のフォーカルポイントの一つである SPIRE の

Orduna 氏も概ね同じ意見であった。特に米国と比較してオープンイノベーションのレベル

が低いと評している。だが、Horizon Europe のイノベーション力強化戦略の一環として設立

される European Innovation Council（EIC）を例に挙げ、全体として改善傾向にあるとの意見

も述べている。特に研究プロジェクトの市場導入可能性を表す Technology Readyness Level

（TRL）というシステムを高く評価した。TRL には 1-9 までのレベルが定められており、9

に至ったプロジェクトは市場導入・商用化が可能と見なされる。大まかな分け方は以下の通

りである。 

 

⚫ TRL 1-3：最先端の基礎研究であり、ラボ内で行われるレベルである。 

⚫ TRL 4-5：パイロットプロジェクトなど、ラボの外で行われる最初のデモなどが対象。 

⚫ TRL 6-9：本格的な実証実験など、スケールが大きくなる。 

 

また、研究開発プログラムや Horizon 2020 全体の動きに関する情報共有に関しても、FP7

以前の研究開発プログラムでは、研究内容の重複がおこることもあったが、Horizon 2020 で

は各所による情報共有やナレッジシェアが大きく改善され、そのような問題はなくなった。

全体的に FP7 と比べ、無駄の削減や手続きの効率化は高く評価されている。特に過去の研

究開発プログラムで提案者の負担となっていたプロポーザルの提出から契約締結までの期

間の長さは中間評価時点で既に平均所要日数 303 日から 192.5 日へと、3 割以上の削減に成

功している。さらに、欧州全域における経済基盤の強化という観点から、Horizon 2020 開始

時には資金受給者構成の 20％以上を中小企業が占めるというターゲットが掲げられたが、
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こちらも 2017 年時点では無事達成されている（23.6％）。 

課題として残るのが EU 内の国家間格差である。各国の人口や経済力を考慮すると、公募

への提案数や受託される提案の割合などを完全に均等にすることは現実的ではないが、現

状では依然としてイギリスやフランス、ドイツなどの国々の存在感が突出している。 

 

 

図 1-8 国別提案数及び全体の提案数に対して占める割合（2014-2016） 

出典）HORIZON 2020 in full swing: Key facts and figures 2014-2016, 2017 

 

しかし総合的に見れば Horizon 2020 は国家間連携や中小企業を含む産業界とアカデミア

の連携を促進したという。特にヨーロッパにとって国境を越えた連携は非常に重要な課題

であり、今後も避けて通れないため、Horizon 2020 のようなプログラムによって広範囲にお

いて連携が可能になるのは、実際の研究成果以上の価値がある。 

(5) Horizon Europe について 

Horizon 2020 の後継プログラムとして計画されているのが Horion Europe である。Horizon 

Europe は 2021 年‐2027 年の 7 年間を対象とするフレームワークプログラムになる予定で

ある。予算総額は現行プログラムである Horion 2020 からおよそ 2 割の増額となる約 1000

億ユーロが見込まれている。内訳としては一部未定な部分も残るものの、「オープンサイエ

ンス」に 258 億ユーロ、「グローバルな課題と産業競争力」に 527 億ユーロ、「オープンイノ

ベーション」に 135 億ユーロが提案されている。 
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図 1-9 Horizon Europe のプログラム構成 

出典）EU Budget for the Future, Horizon Europe, 2018 

 

FP7 から Horizon 2020 への移行の際には、制度面に関する大々的な改革が行われたが、

Horizon Europe では Horizon 2020 の大枠を継承して、現行プログラムで得た所見を活かした

細かい改革が実施される。特に、Horizon 2020 の中間評価で浮き彫りになった課題に対し、

3 つの改善点が検討されている。 

 

① これまで強みとしてきた基礎研究の市場化、イノベーションプロセスの強化： 

基礎研究が中心となることが多かった Horizon 2020 に対し、Horizon Europe では

European Innovation Council（EIC）を設立し、研究開発プログラムにおけるイノベー

ションのプレゼンスがより前面に押し出されることになった。EIC では恐らく新旧

双方の Horizon 研究プロジェクトから設立されるベンチャーやスピンアウトを商用

化ステージまで支援する。特に研究支援とは別予算で事業のスケールアップを支援

する取り組みを 2 段階で提供する。アイデアレベルの初期段階から市場参入前まで

を主に助成金の形で支援するPathfinderと商業化段階から事業のスケールアップまで

をブレンドファイナンスで支援する Accelerator である。 

② 支援制度のスリム化： 

イノベーション力の不足と並んで大きな課題と認識されたのが Horizon 2020 に含ま

れる支援制度の複雑さである。研究プロジェクトに与えられる一定の予算に加え、

様々な形態のパートナーシップが存在し、それらの制度を一元的に説明できる機関

が Horizon 2020 内に存在しなかった。特定のケースにおいてどのようなパートナー

シップが適切か把握できている人間がほとんどいなかった。結果的に横断的な協力

体制を組むために、極端に非効率的な手続きが発生していた。Horizon Europe ではパ

ートナーシップの状況が整理され、種類も以下の 3 つに絞ることで単純化される。 
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表 1-23 Horizon Europe におけるパートナーシップ制度 

パートナーシップ制度 概要 

Co-Programmed 覚書（MoU）/契約上の取り決めに基づく。 パート

ナーおよび Horizon Europe によって個別に実装。 

Co-Funded パートナーによって合意された共同プログラムに

基づく。 パートナー間の資金および現物貢献に加

え Horizon Europe による資金的支援に対するコミ

ットメントが求められる。 

Institutional Treaty on the Functioning of the European Union

（TFEU）の第 185/187 条および Horizon Europe が

支援する EIT 規制に基づく長期的なパートナーシ

ップ。 

 

 

③ 社会に対する研究成果の直接的インパクト： 

Horizon 2020 では既に提案者がプロポーザル内で中間目標や最終目標、管理体制に

加え詳細なレポーティングの計画を示す形を取っているが、Horizon Europeではプロ

ポーザル内でさらに研究ミッションに言及することになる。このミッションは加盟

国を筆頭とした各ステークホルダーに加え、市民からの参加も求めて定義される。

これによって研究内容が国際的・社会的課題に対する目に見える影響を与えること

が期待される。 
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1.1.5 Joint European Disruptive technology Initiative (J.E.D.I.) 

(1) 組織概要 

Joint European Disruptive Technology Initiative (J.E.D.I.)は欧州における既存の研究開発プロ

グラムの問題点を解決すると同時に米国・DARPA に代表される革新的技術開発力に対抗す

ることを目的に設立を検討されている研究開発プログラムである。14 

800 億ユーロという多額の予算が組まれている Horizon 2020 が、研究開発プログラムとし

て制度上多くの課題を抱えているという考えから、それらの課題を乗り越えた、より効率的

な研究開発プログラムの設立が一部の有識者を中心に検討されている。中心人物となって

いるのはフランス人の André Loesekrug-Pietri 氏である。スタートアップ投資を専門とした

VC,「ACAPITAL」を設立するなど、起業家としての知見を有すると共に、フランス防衛大

臣のアドバイザーを務めた経験もあり、官民双方の視点から欧州における研究開発の課題

を指摘している。15 

Loesekrug-Pietri 氏は Horizon 2020 の最大の課題としてプログラムの規模の大きさを挙げ

ている。Horizon 2020 の規模の大きさによって生じる問題点は主に以下の 4 点であるとして

いる。 

 

⚫ 提案までのステップが既に一大プロジェクトと言える負担となっている。 

⚫ 提案提出後は Horizon2020 内の事務手続き等が煩雑なため、採択結果が通知されるま

でに時間がかかりすぎる（1 年以上かかることも）。 

⚫ プロジェクト数が多すぎて、リソースが分散してしまっている。 

⚫ 上で書かれているように、採択されるまでは非常に時間と手間がかかっているが、プ

ロジェクト始動後の管理体制は不十分。代表者による進捗報告などが定期的に行わ

れているプロジェクトは極一部しかない。 

 

 

J.E.D.I.は米国の革新的技術開発力に対抗することため、上記の問題点を解決した新しい

研究開発プログラムとして構想されている。組織名称としては“Joint European”（欧州共同）

とあるが、まずはフランスとドイツの 2 か国間での組織の立ち上げが目標とされている。そ

の後は組織の活動を段階的に欧州全体に拡大する。しかし、展開地域の拡大後も組織の肥大

化を避けるため、従業スタッフの数は 80 名から 90 名以内に抑える予定である。 

 

研究開発プロジェクトへの支援や投資は主に経済的に未開拓と言える分野に注力するこ

とが考えられている。特に、民間投資を見つけるのが難しいプロジェクトの最初期段階にお

ける資金援助を行うことで、その後 VC などが参入するまでのギャップを埋めるのが目的で

ある。この方針は、ブルーオーシャンでの事業開拓に繋がると期待されている。現時点では

                                                        
14 http://www.iai.it/en/news/jedi-initiative-and-role-italy（閲覧日：2018 年 9 月 3 日） 

15 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/return-of-the-jedi-european-disruptive-technology-

initiative-ready-to-launch/（閲覧日：2018 年 9 月 3 日） 
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以下の７つの注力分野が想定されている。 

 

⚫ AI 

⚫ サイバーセキュリティ 

⚫ 素材 

⚫ 演算能力 

⚫ バイオテクノロジー 

⚫ エネルギーストレージ 

⚫ ナノテクノロジー 
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1.2 我が国のイノベーションプログラム 

脱炭素社会を実現するエネルギーシステム実現のため、我が国においても数多くのイノ

ベーションプログラムが立ち上げられてきた。ここでは先に整理した諸外国のイノベーシ

ョン施策と比較できるよう整理を行う。 

 

比較対象とする我が国イノベーションプログラムは、以下の 4 プログラムを選定した。 

 

プログラム名 実施時期 概要 

戦略的イノベーション

創造プログラム（SIP） 

第 1 期16 

2014～18 

（5 カ年） 

第 2 期 

2018～22 

（5 カ年） 

内閣府が予算を確保し、各省庁へ予算を移し替え

て実施。府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメ

ントにより、科学技術イノベーション実現のため

に創設。国民にとって真に重要な社会的課題や、

日本経済再生に寄与できるような世界を先導す

る課題に取り組むことを目的とする。 

革新的研究開発推進プ

ログラム（ImPACT） 

2014～18 

（5 カ年） 

内閣府主導の JST 基金。実現すれば産業や社会の

あり方に大きな変革をもたらす革新的な科学技

術イノベーションの創出を目指し、ハイリスク・

ハイインパクトな挑戦的研究開発を推進するこ

とを目的とする。 

NEDO 先導研究プログ

ラム（旧：エネルギー・

環境新技術先導プログ

ラム） 

2014～ 

（継続中） 

NEDO 主管。飛躍的なエネルギー効率の向上や低

炭素社会の実現に資する有望な技術、及び新産業

創出に結びつく技術のシーズを発掘し、先導研究

を実施することにより有望な技術に育成して、将

来の国家プロジェクト等に繋げていくことを目

的とする。 

JST 戦略的創造研究推

進事業 

 JST 主管。我が国が直面する重要な課題の達成に

向けた基礎研究を推進し、社会・経済の変革をも

たらす科学技術イノベーションを生み出す、新た

な科学知識に基づく創造的な革新的技術のシー

ズを創出することを目的とする。 

 

  

                                                        
16 第 1 期セキュリティのみ 2015～2019。 
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(1) 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

1）プログラムの概要 

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）は、内閣府総合科学技術・イノベーション

会議（CSTI）が司令塔機能を発揮し、社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって

重要な課題解決に臨むために設立されたプログラムである。予算管理団体（執行機関）は

NEDO、JST など多様な既存研究開発法人が活用されている。 

①重要な課題を CSTI が選定、②府省・分野横断的な取組み、③基礎研究から実用化・事

業化までを見据えた一気通貫の研究開発、④企業が研究成果を戦略的に活用しやすい知財

システム、の 4 点 が特徴。 

2）プログラムの仕組み 

プログラムの仕組みとしては、まず CSTI がこれまでの CSTI、産業競争力会議での有識

者議員の提言などから重要な課題を抽出し、その課題について、社会や産業界のニーズ、国

内外の将来の市場・雇用の規模、我が国の国際競争力強化の方向性、研究開発の新規性・難

易度等を検討し、府省一体となった取組みが必要なものを選定することから始まる。次に、

抽出課題ごとに PD（プログラムディレクター）を公募により選出する（PD はガバニングボ

ードの承認を経て、内閣総理大臣が任命）。ＰＤは関係府省の縦割りを打破し、府省を横断

する視点からプログラムを推進することとなる。このためにＰＤが議長となり、関係府省等

が参加する推進委員会を設置し、基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据え、規制・

制度改革や特区制度の活用等も視野に入れて推進する。CSTI は進捗状況等に応じてガバニ

ングボードを随時開催し全課題に対し助言・評価する。ガバニングボードは CSTI 有識者議

員で構成されている。 

研究開発プログラムは、次図のような流れで進められる。 

  

図 1-10 SIP プログラム実施体制 

出典）内閣府ウェブサイト https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sympo1510/about/index.html （閲覧日：

2019 年 3 月 28 日） 



 

61 

 

3）課題テーマ 

第 1 期の対象課題は以下の通り。 

⚫ 次世代パワーエレクトロニクス 

⚫ 革新的構造材料 

⚫ 技術エネルギーキャリア 

⚫ 次世代海洋資源調査技術 

⚫ 自動走行システム 

⚫ インフラ維持管理・更新・マネジメント 

⚫ レジリエントな防災・減災機能の強化 

⚫ 重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保 

⚫ 次世代農林水産業創造技術 

⚫ 革新的設計生産技術 

第 2 期の対象課題は以下の通り。 

⚫ ビッグデータ・ＡＩを活用したサイバー空間基盤技術 

⚫ フィジカル空間デジタルデータ処理基盤 

⚫ IoT 社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ 

⚫ 自動運転（システムとサービスの拡張） 

⚫ 統合型材料開発システムによるマテリアル革命 

⚫ 光・量子を活用した Society5.0 実現化技術 

⚫ スマートバイオ産業・農業基盤技術 

⚫ 脱炭素社会実現のためのエネルギーシステム 

⚫ 国家レジリエンス（防災・減災）の強化 

⚫ AI ホスピタルによる高度診断・治療システム 

⚫ スマート物流サービス 

⚫ 革新的深海資源調査技術 

  

(2) 革新的研究開発推進プログラム（ImPACT） 

1）プログラムの概要 

革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）とは、実現すれば産業や社会のあり方に大き

な変革をもたらす革新的な科学技術イノベーションの創出を目指し、ハイリスク・ハイイ

ンパクトな挑戦的研究開発を推進することを目的として創設されたプログラムである。 

最先端研究開発支援プログラム（FIRST）における研究者優先の制度的優位点と、研究開

発の企画・遂行・管理等に関して大胆な権限を付与するプログラムマネージャー（PM）方

式の利点を融合した、新たな仕組みを特徴としている。これはハイリスク研究による非連

続イノベーションの創出において成功を収めた米国 DARPA（国防高等研究計画局）の仕組

みを参考にしたもので、PM は、大胆な裁量権と予算により、社会や産業に変革をもたらす

高い目標を掲げ、最高の研究開発力をキャスティングして、非連続イノベーションの実現に
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向けてハイリスク・ハイインパクトな研究開発を主導するとしている。 

2）プログラムの仕組み 

プログラムはまず、CSTI が産業や社会の在り方の変革を示す「テーマ」を設定し、PM を

公募する。PM はマネジメントの経験や実績、専門的知見、コミュニケーション能力、リー

ダーシップ等 PM としての資質と実績を踏まえて選定される。選定された PM が研究開発

プログラムを提案し、CSTI がこれを選定する。その後、PM が研究を実施するにあたり選定

した研究会開発機関がテーマに示された産業や社会のあり方の変革の実現にとって真に必

要と認められる場合、CSTI は選定を承認する。研究開発機関は、PM のマネジメントの下

で、研究開発を実施することとなる。 

ImPACT プログラムの実施体制は以下のとおり。 

 

 

図 1-11 ImPACT プログラム実施体制 

出典）内閣府 HP 科学技術政策 革新的研究開発推進プログラム（ImPACT) 

http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/kakushintekikenkyu/gaiyo.pdf （閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 

 

また、研究開発プログラムは下記のようなステップに沿って進められる。 

 

図 1-12 ImPACT プログラム推進のプロセス 

出典）科学技術振興機構 ImPACT パンフレット 

https://www.jst.go.jp/impact/download/data/ImPACT_p.pdf （閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 
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3）テーマ 

テーマは主に５つの分野に分かれている。 

① 資源制約からの解放とものづくり力の革新「新世紀日本型価値創造」 

② 生活様式を変える革新的省エネ・エコ社会の実現「地球との共生」 

③ 情報ネットワーク社会を超える高度機能化社会の実現「人と社会を結ぶスマートコ

ミュニティ」 

④ 少子高齢化社会における世界で最も快適な生活環境の提供「誰もが健やかで快適な

生活を実現」 

⑤ 人知を超える自然災害やハザードの影響を制御し、被害を最小化「国民一人一人が

実感するレジリエンスを実現」 

 

(3) NEDO 先導研究プログラム 

1）プログラムの概要 

本プログラムは、①新技術先導研究プログラムと②未踏チャレンジ 2050 の２つのプログ

ラムを含む。①新技術先導研究プログラムは、我が国の省エネルギー、新エネルギー、CO2

削減等に資するエネルギー・環境分野及び新産業創出に結びつく産業技術分野の中長期的

な課題を解決していくために必要となる技術シーズを育成するものである。特に既存技術

の延長とは異なる革新的な技術シーズの発掘・育成により、2030 年を目途とした持続可能

なエネルギー供給の実現や、新産業創出による産業競争力の向上に有望な技術の原石を発

掘し、将来の国家プロジェクト等に繋げていくことを目的としている。②未踏チャレンジ

2050 では、COP21 で言及された「2℃目標」の実現に貢献するため、2050 年頃を見据えた

温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現する技術・システムについて、若手の研究者に対し、

既存技術の延長線上ではなく、従来の発想によらない革新的な低炭素技術シーズを探索・創

出し、将来の国家プロジェクト化や社会普及への道筋を示すことを目的としている。 

①新技術先導研究プログラム、②未踏チャレンジ 2050 ともに、研究開発テーマは、ハイ

リスクだがインパクトのある新規性、革新性及び独創性が高いものであって、研究開発フェ

ーズとしては取組のごく初期の段階であり、実用化までの確実な見通しをつけることが現

時点では困難であるが、研究開発に成功した場合、産業への波及効果が高いと期待できる優

良案件を採択。将来の国家プロジェクト化への道筋をつけるよう、原則として産学連携の体

制で実施する。 

 

2）プログラムの仕組み 

① 新技術先導研究プログラム 

公募開始前に本事業で取り組むべき研究開発内容の情報提供依頼（RFI: Request for 

Information）を広く行い、提供された RFI 情報を参考の上、対象となる研究開発課題を設定
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し、公募を行う RFI 型先導研究と、社会・産業のニーズを基に必要と思われる研究開発課題

や、これまでのプロジェクト等で解決できておらず、実用化に至っていない要因となる研究

開発課題を設定し、公募を行うニーズ抽出型先導研究がある（2019 年度はエネルギー・環

境分野のみ）。 

いずれも研究期間は原則 1 年以内で、ステージゲート審査を通過したものに限り、最長 2

年行うことができる。金額は原則年 5 千万円以内、上限 1 億円以内。 

 

② 未踏チャレンジ 2050 

エネルギー・環境イノベーション戦略で特定された分野を中心に、2050 年頃という長期

的観点から革新的シーズ探索研究開発テーマを設定し、公募を行う。2050 年頃に第一線で

活躍しているような若手研究者を育成する側面もあるため、大学等の研究者は 40 歳未満の

若手研究者を対象としている。また、事業全体を総括するプログラムディレクター、及び各

技術分野において専門的見地から事業を推進するプログラムオフィサーを責任者として設

置し、採択事業の進捗確認や助言などを行う。 

研究期間は最大 5 年、ただし事業開始より 2 ～3 年程度後にステージゲート審査を実施

する。金額は年最大 2 千万以内。 

  

新技術先導研究プログラム及び未踏チャレンジ 2050 の事業イメージは以下のとおり。 

① 新技術先導研究プログラム 

 

図 1-13 新技術先導研究プログラムの事業概念図 

出典）NEDO HP NEDO 先導研究プログラム https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100100.html （閲覧日：

2019 年 3 月 28 日） 
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② 未踏チャレンジ 2050 

 

図 1-14 未踏チャレンジ２０５０の事業概念図 

出典）NEDO「平成 29 年度未踏チャレンジ２０５０」公募説明会資料 

http://www.nedo.go.jp/content/100865433.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 

 

3）主な課題テーマ 

① 新技術先導研究プログラム 

研究テーマは、新規性、革新性・独創性が高いもので、研究開発が初期段階のため実用化

の見通しは不透明ではあるが、研究開発に成功したあかつきには、産業へインパクトを与え

ると期待できる研究のうち、指定されたテーマに該当するもの。 

 

② 未踏チャレンジ２０５０ 

２０５０年頃を見据えた温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現する革新的な技術・シ

ステムを対象とする。現在では、エネルギー・環境イノベーション戦略で特定された有望技

術分野については選ばれている。 

 

 

(4) JST 戦略的創造研究推進事業 

1）事業の概要 

戦略的創造研究推進事業は、我が国が直面する重要な課題の達成に向けた基礎研究を推

進し、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションを生み出す、新たな科学知識に

基づく創造的な革新的技術のシーズを創出することを目的としている。そのために、大学・

企業・公的研究機関等の研究者からなるネットワーク型研究所（組織の枠を超えた時限的な

研究体制）を構築し、その所長であるプログラムオフィサー（研究総括等）による運営の下、

研究者が他の研究者や研究成果の受け手となる産業界や広く社会の関与者とのネットワー

クを構築しながら、研究を推進することとしている。 
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2）プログラムの仕組み 

研究の推進方法として、2 つの種類がある。まず、研究領域を定め、研究総括のもとで

研究提案を募集・選考し、選定された研究者の研究を推進するネットワーク型研究。その

中でもチーム型（CREST）と、個人で研究を実施する個人型（さきがけ）、（ACT-1）があ

る。また、研究領域によっては、チーム型、個人型の混成により研究を実施する場合もあ

る。研究領域の設定にあたっては、科学技術振興審議会による評価において選定する。 

 もう一つは、卓越した洞察力と指導力を備えた研究総括を選考し、その独自の視点から

の研究対象（研究領域）をもとに組織を超えて研究者が結集し、戦略目標等の達成に向け

研究を推進する（ERATO）、（ALCA）、（RISTEX）、（ACCEL）、（ACT-C）がある。研究者

の提案から研究領域を選定し、設定は科学技術振興審議会による評価において選定する。 

戦略的創造研究推進事業の実施体制は以下のとおり。 

 

図 1-15 戦略的創造研究推進事業の実施体制 

出典）JST ホームページ 戦略的創造研究推進事業ページ https://www.jst.go.jp/kisoken/about/index.html

（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 

3）主な課題テーマ 

プログラムは大きく分けて 3 つの分野で構成されている。 

 

① 新技術シーズ創出 

・CREST：科学技術イノベーションにつながる卓越した成果を生み出すネットワー

ク型研究（チーム型） 

・さきがけ：科学技術イノベーションの源泉を生み出すネットワーク型研究（個人

型） 

・ACT-I：ICT 分野の若手研究者の「個の確立」を支援するネットワーク型研究（個

人型） 
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図 1-16 戦略的創造研究推進事業の構成 

出典）JST ホームページ ACT-Ⅰパンフレット 

https://www.jst.go.jp/kisoken/act-i/brochure/act-i_jp_pamph.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 
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・ERATO：卓越したリーダーによる独創的な目的基礎研究 

 

図 1-17 ERATO の概要図 

出典）JST ホームページ ERATO パンフレット 

http://www.jst.go.jp/erato/brochure/erato_jp_pamph.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 
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・ACT-C：先導的物質変換領域 

 

 

図 1-18 ACT-C の実施体制 

出典）JST ホームページ ACT-C パンフレット 

http://www.jst.go.jp/act-c/brochure/act-c_jp_pamph.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 

 

 

・ACCEL：トップサイエンスからトップイノベーションを生み出す 

 

 

図 1-19 イノベーションプロセスにおける ACCEL の役割 

出典）JST ホームページ ACT-C パンフレット 

http://www.jst.go.jp/kisoken/accel/brochure/accel_jp_pamph-program.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 

 

 

② 先端的低炭素化技術開発 

ALCA：ゲームチェンジングテクノロジーによる低炭素社会形成への貢献 

 

③ 社会技術研究開発 

RISTEX：社会が抱える問題の解決を目指す分野横断的研究 
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図 1-20 RISTEX による研究開発の推進活動の概要 

出典）RISTEX ホームページ https://ristex.jst.go.jp/aboutus/principle.html（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 
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2． 諸外国の脱炭素化エネルギーシステム評価・分析取組の整理 

2.1 英国 

2.1.1 英国における中長期的なエネルギー・温暖化関連の政策・目標策定プロセス 

英国では、気候変動法（Climate Change Act 2008）により、GHG 排出量を 2050 年までに

少なくとも 80％削減することを法的拘束力のある目標として設定し、本目標達成のために

国全体で排出可能な炭素総量であるカーボンバジェットを設定している。カーボンバジェ

ットは、2008 年から５年毎に設定され、現時点で第 5 期（2028～2032 年）までが決定して

いる。 

その策定プロセスは図 2-1 の通りである。気候変動法におけるカーボンバジェット設定

のための条件に則り、専門家で構成される気候変動委員会（Committee on Climate Change, 以

下“CCC”）においてカーボンバジェット案を作成する。CCC は Climate Change Act 2008 の

Part2 で位置づけられており、気候変動や地球温暖化問題に関して科学的な助言をするため

に設立された。 

提案に基づき政府は法制化を行うと共に、バジェットを達成するための政策を策定する。

なお、カーボンバジェットの設定（＝法制化）に際して政府は CCC による提案について考

慮することと、Climate Change Act 2008 で定められている。また、CCC による提案と異なる

バジェットを設定する場合には、その決定をした理由を説明する文書を発行しなければな

らないとされており、法律上は政府が CCC による提案を拒否することは可能となっている。
17 

 

Climate Change Act 2008 より抜粋 

9 Consultation on carbon budgets 

(1)Before laying before Parliament a draft of a statutory instrument containing an order under section 8 

(order setting carbon budget), the Secretary of State must— 

(a)take into account the advice of the Committee on Climate Change under section 34 (advice in 

connection with carbon budgets), and 

(b)take into account any representations made by the other national authorities. 

(4)If the order sets the carbon budget at a different level from that recommended by the Committee, the 

Secretary of State must also publish a statement setting out the reasons for that decision. 

 

第五次まで決定しているカーボンバジェットであるが、第一次、四次、五次については

CCC の提案通りのレベルで設定されているが、第二次、三次については CCC の提案と若干

異なる数値が設定されている。 

CCC の委員である Jim Skea 教授へのヒアリングによれば、第 4 次カーボンバジェットを

除き、これまで CCC によって提案されたカーボンバジェットは、微調整は入ったものの全

て受理されている。第 4 次カーボンバジェットはそれまで提案されてきたカーボンバジェ

                                                        
17 Climate Change Act 2008, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/section/9（閲覧日：2018 年 7 月 4

日） 
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ットと比べてより一層野心的な数字を出していたため、当時の運輸省が強固に反対した。最

終的には当時の首相や外務省がバジェットの数年以内のレビューを条件に提案されたカー

ボンバジェットを認めた。実際にレビューを行った際には既に政治的関心が薄れていたた

め、数年後には特に大きな問題もなく収まった18。 

 

表 2-1 カーボンバジェットの CCC 提案と法制化された値の比較 

バジェット期間 CCC 提案19,20,21 法制化22,23,24 

第一次 

（2008-2012 年） 

Interim/Intended 3,018 MtCO2e 3,018 MtCO2e 

第二次 

（2013-2017 年） 

Interim 2,819 MtCO2e 

Intended 2,679 MtCO2e 

2,782 MtCO2e 

第三次 

（2018-2022 年） 

Interim 2,570 MtCO2e 

Intended 2,245 MtCO2e 

2,544 MtCO2e 

第四次 

（2023-2027 年） 

1,950 MtCO2e 1,950 MtCO2e 

第五次 

（2028-2032 年） 

1,725 MtCO2e 1,725 MtCO2e 

※ 第一次～第三次カーボンバジェットの CCC 提案について、Intended Budget は排出削減に関する国際的

な取り決めの後に適用されるもの、Interim Budget は国際取決めの以前に適用するものとしている。

Intended は 2020 年に 1990 年比 42%減、Interim は 34%減を要求。 

 

第五次カーボンバジェット案について影響評価（Impact Assessment）を実施した上で、政

府が策定した政策がグリーン成長戦略（Clean Growth Strategy）であり、これらに対して産

業界及び消費者より意見聴取を行ったうえで、バジェット達成に向けて必要な政策を採用

                                                        
18 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 

19 第 1 次～第 3 次：Building a low-carbon economy – The UK’s contribution to tackling climate change 

The First Report of the Committee on Climate Change, December 2008,Executive Summary,  

http://archive.theccc.org.uk/archive/pdf/7993-Climate%20Change-ExecSumm-WEB-BMK.pdf（閲覧日：2018 年 7

月 4 日） 

20 第 4 次：The Fourth Carbon Budget Reducing emissions through the 2020s, CCC, https://www.theccc.org.uk/wp-

content/uploads/2010/09/CCC-4th-Budget-Book_plain_singles.pdf（閲覧日：2018 年 7 月 4 日） 

21 第 5 次：The Fifth Carbon Budget The next step towards a low-carbon economy, CCC, 

https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Committee-on-Climate-Change-Fifth-Carbon-Budget-

Report.pdf（閲覧日：2018 年 7 月 4 日） 

22 第 1 次～第 3 次：The Carbon Budgets Order 2009, http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1259/article/2/made

（閲覧日：2018 年 7 月 4 日） 

23 第 4 次：The Carbon Budget Order 2011, http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1603/made（閲覧日：2018

年 7 月 4 日） 

24 第 5 次：The Carbon Budget Order 2016, http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/785/made（閲覧日：2018 年

7 月 4 日） 

 

http://archive.theccc.org.uk/archive/pdf/7993-Climate%20Change-ExecSumm-WEB-BMK.pdf
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する。CCC はバジェット達成に向けた進捗を監視する役割を担う。 

CCC の委員である Jim Skea 教授へのヒアリングによれば、CCC の提案と対になる形で約

150 人の公務員が調査や分析を行っている。CCC の役割はバジェットのレベルを提案する

ことであるが、政府は提案されたバジェットの実現可能性や実現手段を検討する。そのため

の調査や分析を綿密に行っている。提案内容及び調査結果を議会に提出しなければならな

い25。 

 

 

図 2-1 カーボンバジェット策定、達成に向けたプロセス 

出典）The Fifth Carbon Budget －The next step towards a low-carbon economy－, Nov 2015, CCC 

 

 

このほか、適応計画については、CCC の下部組織として適応分科会（Adaptation Sub-

Committee, 以下“ASC”）が設置されており、政府が策定した適応計画に対する評価や、進

捗状況の監視や政府への報告などの役割を担っている。 

こうしたプロセスの中で作成されるレポート等について、その概要を以下に整理する。本

資料内で紹介しているレポートの関係性は次図の通りである。 

 

                                                        
25 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 
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図 2-2 レポート間の関係性 

出典）各種資料より MRI 作成。 

※は CCC より他の機関に委託したレポート。 
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なお、カーボンバジェット案の策定等に際しては、一部の評価や分析を外部機関に委託し

ている。第五次カーボンバジェット案の策定、第四次カーボンバジェット案のレビュー、

2018 年の年次報告書において、どの機関にどういった内容を委託しているかを次図に整理

した。コスト評価や特定技術の評価等について、外部委託を活用しているようである。 

 

 

図 2-3 カーボンバジェットの策定・レビュー・進捗確認に係る外部機関への委託状況 

出典）各種資料より MRI 作成 

（注：委託先の機関が保有するモデルを用いて分析を行っている場合には、実施内容の後に括弧内にモデ

ル名を記した。ただし、運輸・建物・農業部門については、モデル分析有無の確認は行っていない。） 

 

 

CCC の委員である Jim Skea 教授へのヒアリング26によれば、例えば電力部門の分析を委

託している NERA は、「コンサルタントというよりステークホルダーという関係性が近い。

分野ごと、プロジェクトごとの違いもあるため一般論として説明することは困難だが、運営

委員会が設けられる際に民間企業を巻き込む必要がある場合などに協力してもらう。」との

ことである。 

また、同教授によれば、「外注を活用した調査は 2 百万～3 百万￡/年という予算規模から

想像できるように、大規模な依頼とはならない。外部のコンサルタントにモデルの設計を依

頼するケースは存在する。その場合は、関連するプロジェクトの完了時にモデルが事務局に

譲渡される形をとっている。」とのことである。 

 

また、CCCから電力部門の分析を受託しているNERA のディレクターであるDaniel Radov

                                                        
26 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 
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氏へのヒアリング27によれば、「CCC の調査業務は一般的な公募案件と変わらない。Imperial 

College と NERA が協力関係にあるため、CCC の案件に関する情報も入ってくる。実際に

NERA が選ばれた理由の一つとして Imperial College との連携の実績が評価された可能性は

高い。CCC としても Imperial College が有するモデルの有用性は認めている。」とのことであ

る。 

また、同氏によれば、「調査期間中、CCC とのコミュニケーションは進捗会議を含むイン

タラクティブなものであった。 NERA が行っているほとんどのプロジェクトと同様に、複

数の側面から調査スコープを明確化するため最初のミーティングでブレインストーミング

と課題の特定を行う。その後、毎月のミーティングで調査の進捗を共有し、新たに生じた疑

問などを明らかにする。毎月のミーティングに加え、電話会議を行うこともあった。」との

ことであり、日本における政府機関から民間企業への委託調査案件の進め方と類似したプ

ロセスで進められていることが分かった。 

 

  

                                                        
27 NERA Economic Consulting, Director Mr. Daniel Radov のヒアリング（2018 年 11 月 29 日実施）による。 
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2.1.2 カーボンバジェット案の策定 

気候変動委員会（CCC）によるカーボンバジェット案策定の枠組みは次図の通りである。 

 

図 2-4 カーボンバジェット案策定の枠組み 

出典）The scientific and international context for the fifth carbon budget, CCC 

 

CCC の委員である Jim Skea 教授へのヒアリング28によれば、「第 1 次、第 2 次、第 3 次カ

ーボンバジェットについては 2008 年に制定された気候変動法と同時に「パッケージとして」

発表され、CCC も気候変動法に基づき設立された。同法が発効されたのは 2008 年 11 月だ

が、それと CCC の最初のレポートも同日に公開されている。つまり CCC は正式に設立さ

れる約 9 か月前から調査や分析に携わっていた。同時期における CCC（非公式）の仕事の

一つとしては気候変動法とともに発表される 2050年に向けたGHG 排出量の削減目標（1990

年時点に対し 80％減）の提言が挙げられる。これらの作業は公開されていないが、第 5 次

カーボンバジェットの提言に費やしたワークロードと比較しても決して少ないものではな

かったと言える。第 3 次までのカーボンバジェットはワンセットで発表されたが、第 4 次

以降の作業は 5 年間のインターバルで取り組まれている。現在は 2020 年末に向けて第 6 次

カーボンバジェットの提言を検討中である。」とのことである。 

                                                        
28 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 
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また同教授によれば、英国の EU 離脱の影響については、「英国は EU が推進している気

候変動政策とは別のアプローチをとっているため、政策上の影響は限定的になるのではな

いかと考えられる。特に英国は以前から EU よりも厳しい目標を掲げている（2030 年まで

に 1990 年時点に対し GHG 排出量の 60％減 ）ため、その点に関しては EU 離脱が関わって

くること可能性は低い。」との見解を示した。 

なお、CCC の予算及び事務局体制については以下の通りである。 

(1) 気候変動委員会の予算 

気候変動委員会及び適応委員会の資金拠出元は以下の通りである。 

 気候変動委員会：ビジネス・エネルギー・産業戦略省（Department for Business, Energy 

& Industrial Strategy; BEIS）と、北アイルランド行政府、スコットランド政府、ウェール

ズ政府 

 適応分科会：環境・食料・農村地域省（Department for Environment Food and Rural Affairs; 

Defra）、北アイルランド行政府、スコットランド政府、ウェールズ政府 

 

表 2-2 2015-16 年の気候変動委員会及び適応分科会の支出・収入 

 
出典）Committee on Climate Change Corporate and Business Plan 2016-2019,  

https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/Committee-on-Climate-Change-Corporate-Plan-2016-

2019.pdf（閲覧日：2018 年 7 月 2 日） 

 

なお、CCC は No Departmental Public Body (NDPB) というカテゴリに属する。これにより、

CCC は予算の使用について政府の許可を得る必要がない（監督機関が存在しない）。つまり

それぞれの政府や省庁から独立して動くことが可能である29。 

                                                        
29 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 
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(2) 気候変動委員会の事務局 

事務局長と約 30 名の事務局員（フルタイム換算）を雇用している。フルタイム換算で 23

名の分析スタッフ（うち 6 名は適応分科会の支援、うち 6 名は事務的支援（広報・財務の専

門家を含む）を担当）が従事。事務局は、採用活動などのコーポレートタスクに加え、調査

業務のサポートも行う CCC の実働部隊である30。 

なお、気候変動委員会の採用ページでは、2018 年 11 月 6 日時点31で Senior Analyst - Net 

Zero Emissions と Power Sector Analyst の、2018 年 11 月 9 日時点32で Communications Officer

の人員募集が掲載されていた。募集内容は次表の通り。 

 

表 2-3 CCC の人員募集情報 

募集ポジション 職務内容 応募条件 

Senior Analyst - Net 

Zero Emissions 

・GHG 削減の長期目標のレビュー 

・エコノミスト、科学者、技術者と

ともに事務局として従事 

・業務内容は該当者のスキルや経験

によるが、例えば以下の業務。 

✓ シナリオの費用便益分析 

✓ シナリオ実現のために必要

な個人のライフスタイル変

化の特定 

✓ 国際協力方法のレビュー 

✓ 特定課題に関する専門家ワ

ークショップの運営 

・机上分析、外部研究プロジェクト

のマネージ、広範なステークホルダ

ーとの関与、委員会への結果報告、

CCC のレポートの原稿作成なども行

う。 

・エネルギー・気候の専門

知識を有する政策アナリス

ト 

・2019 年春までの短期契約 

Power Sector 

Analyst 

・CCC 事務局において電力部門の脱

炭素化の責任を有するチームに従事 

・ヘッド、Scenior Analyst と Analyst

（今回募集するポジション）で構成

されるチーム 

・電力チームは、全発電技術、電力

市場、政策分析、間欠性の課題の研

究、低炭素エネルギー政策のエネル

・エコノミスト、リサーチ

ャー、統計・自然科学・社

会科学のアナリストに適し

たポジション 

                                                        
30 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 

31 CCC ウェブサイト https://www.theccc.org.uk/about/careers/（閲覧日：2018 年 11 月 9 日） 

32 CCC ウェブサイト https://www.theccc.org.uk/about/careers/（閲覧日：2018 年 11 月 9 日） 
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募集ポジション 職務内容 応募条件 

ギー価格や料金への影響に関する研

究などをカバーする 

・建物・熱、産業部門の脱炭素化に

ついても扱う可能性がある。 

Communications 

Officer 

・Communication 戦略の策定 

・メディア対応 

・レポート発行プロセス支援 

・デザイン関連の業務をリードする 

・ステークホルダーとの関与の支援 

・レポート発行やイベントの企画 

・委員会の権限のもとで全

てのタスクを請け負う能力

を有し、現場主義が求めら

れる。 

出典）CCC ウェブサイトより作成 

https://www.theccc.org.uk/about/careers/（閲覧日：2018 年 11 月 9 日） 

 

また、募集が無い時点においては、公平かつオープンな競争のため潜在的な候補者のデー

タベースは保持していないため、採用予定が無い時点では CV 等を受け取らない旨が記載さ

れていた33。 

気候変動委員会の枠組みを定めた文書では、スタッフの採用及び統制のルールは、包容的

な文化をつくることとされており、多様性を認め、職位・昇進はメリットに基づき、性別・

婚姻状況・性的思考・人種・肌の色・国籍・宗教・障害・出身・年齢による差別は一切認め

ないと定めている34。これらから推察するに、省庁からの天下り等ではなく、オープンな採

用を行っていると考えられる。 

 

なお、CCC の委員である Jim Skea 教授へのヒアリング35によれば、「CCC が実施する調査

については、1 名の委員が専門家として事務局と協力して行うものが主（後段で詳述）。委

員の稼働日数はもちろん、事務局の人員も限られているため、大規模な調査とは言えない。」

とのことである。 

(3) 気候変動委員会の委員の採用と役割 

CCC の委員である Jim Skea 教授へのヒアリングによれば、委員の枠は議長に加え 8 つ用

意されているが、全ての枠が常時埋まっているわけではない。英国における通常の採用プロ

セスと同様に、委員の求人・採用は公募によって行われ、一般からの応募を受け付けている。

もちろん一定以上の科学的知見が求められる。これに加え、応募の促進や応募者の選定を目

的としたヘッドハンターも活用している。これも英国においては通常の採用プロセスと言

える。省庁からの影響を極力制限するため、採用事務所は完全に独立した組織として稼働し

                                                        
33 CCC ウェブサイト https://www.theccc.org.uk/about/careers/（閲覧日：2018 年 7 月 2 日） 

34 Committee on Climate Change Framework Document April 2010, CCC）https://www.theccc.org.uk/wp-

content/uploads/2013/03/CCCFramework-Document.pdf（閲覧日：2018 年 7 月 4 日 

35 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 
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ている。一方で CCC の委員が採用活動に関わることはない。採用面接では同事務所からも

常に最低 1 名同席し、規定通りのプロセスで進められているか確認しているため、採用プロ

セスの透明性はかなり高い。委員の任期は基本的に 5 年間であり、1 期延長のオプションが

ついている36。 

 

また同教授によれば、上述の通り委員会は気候変動の問題について検討する上で、独立し

た立場から科学的見解を示すように努めているが、委員の中にはビジネス上の関心事項を

有するメンバーも在籍している。また、委員のうち数名は CCC の業務と平行して、自身の

コンサルティング会社などを運営している。CCC 委員の 1 年あたりの稼働日数は 20 日ほど

であるため、全員が当業務とは別に本業を持っている。 

委員会は夏休みシーズンを除いて毎月 1 回開催される。重要度の高い報告書の公開前に

は臨時のミーティングなどが開催されることもあるが、年間 20 回を超えることはない。委

員会では気候変動に関する総合的なトピックに加え、バイオマスや水素など、多様なテーマ

について議論が行われる。特定のテーマが委員会の議題としてあげられる前には、まず 1 人

の委員が専門家（“Champion”）の役割を割り振られる。Champion は Secretariat と協力して

担当する分野についてのスクリーニング・調査を行い、調査結果は委員全員によって確認さ

れる。 

スコットランド政府やウェールズ政府も予算を提供しているため、委員会にはそれぞれ

の政府とつながりを持つ人間を 1 名以上置く必要がある。Skea 教授自身がスコットランド

出身であるため、これまでスコットランド政府への提言は主に Skea 教授が行ってきた。 

(4) 第五次カーボンバジェット策定に係る資料 

次表に、第五次カーボンバジェット案の策定に際して公表されている資料とその概要に

ついて記す。 

 

                                                        
36 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 
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表 2-4 第五次カーボンバジェット案策定にかかるレポート 

No レポート名（発行者） 概要 

1 The Fifth Carbon Budget －

The next step towards a low-

carbon economy －
37November 2015 

（CCC）  

CCC によるバジェット案。モデル分析結果や影響評価を参照した上で、レベルを提案。 

・ UK MARKAL の後継である UK TIMES model (UKTM)を使って、2050 年 80％削減目標達成について

分析も実施。 

・ シナリオ設定のアプローチ方法についても記載。シナリオ詳細は下記資料３参照。 

・ Cambridge Econometrics に委託し排出量予測の不確実性の定量化も実施。部門別に定量化。 

・ バジェットを達成するための部門別コスト試算。 

2 Quantifying Uncertainty in 

Baseline Emissions 

Projections Final report for the 

Committee on Climate 

Change38 

24 November 2015 

（Cambridge Econometrics） 

CCC から委託を受けて、第五次カーボンバジェット提案に際して、排出量予測の不確実性の要因を評価。 

・ ①DECC の排出量予測と比較しうるベースライン排出量予測を開発、②モデルの特徴を考慮し、トッ

プダウンの経済モデル（DECC EDM や CE’s MDM-E3）が最新傾向や構造変化をとらえられる範囲に

おいて、推計された式に反映されていない近年・将来の傾向を分析、③データ更新、予測誤差、パラ

メータの仮定・不確実性に係る予測の不確実性評価。 

3 Fifth Carbon Budget Dataset 

（CCC） 

※エクセルファイル 

バジェット案作成に使用したデータセット。下記部門別のデータが整備されている。 

・ 部門：電力、産業、家庭、業務、国内運輸、農業、廃棄物・F ガス、全部門計 

・ 対象年：2015 年～2035 年 

・ データ：GHG 排出量、燃料種別消費量（電力、ガス、石油、固体燃料、バイオエネルギー、水素） 

                                                        
37 https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Committee-on-Climate-Change-Fifth-Carbon-Budget-Report.pdf（閲覧日：2018 年 7 月 3 日） 

38 https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/Quantifying-Uncertainty-over-Baseline-Emissions-Projections.pdf（閲覧日：2018 年 7 月 3 日） 

https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Committee-on-Climate-Change-Fifth-Carbon-Budget-Report.pdf
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/Quantifying-Uncertainty-over-Baseline-Emissions-Projections.pdf
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No レポート名（発行者） 概要 

4 Sectoral scenarios for the fifth 

carbon budget 

（CCC） 

バジェット案の一部であり、2028 年～2032 年の GHG 排出削減達成のための費用効果的な道筋を判断す

るために使用した各部門の排出削減シナリオ。 

・ エネルギー需要、人口、GDP、燃料価格シナリオ 

・ 電力部門：電源種別ごとの発電コスト等を踏まえた電源構成と、それによる消費者への影響

（MARKAL や TIMES（別途詳細資料あり）モデル分析結果も参照） 

・ 住宅・ビル：技術コスト、The National Household Model を用いた分析も踏まえシナリオ設定。 

・ 産業：業種別毎に想定される技術導入なども設定 

・ 交通：自動車は燃費シナリオ、車種ごとのコスト踏まえた普及割合、バイオ燃料、エコドライブなど

も考慮。船舶・航空も。 

・ 農業・森林、廃棄物・F ガス部門のシナリオ 

・ カーボンバジェット達成に必要なコスト 

5 Power sector scenarios for the 

fifth carbon budget 

（CCC） 

※参照データのエクセル有 

※参照している研究レポー

トのリンク有（下記 5） 

※表下に詳細を掲載 

バジェット案で参照している、2030 年における電力部門のシナリオを設定。 

・ シナリオ設定のためのプロセスは下図の通り。 
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No レポート名（発行者） 概要 

6 System Integration Costs for 

Alternative 

Low Carbon Generation 

Technologies 

（NERA） 

※表下に詳細を掲載 

上記 Power sector scenarios for the fifth carbon budget に補足情報を提供するため CCC より委託を受けた

NERA(NERA Economic Consulting)が作成したレポート 

・ 並行して Imperial College London によって作成されたモデルレポート（下記 6）の結果を踏まえ、

Contract for Difference (CFD)、Feed-in Tariffs (FITs)、および、容量市場の電力市場改革の影響や、低炭

素発電技術の統合コストについて、電力部門にもたらされる変化の影響を分析。 

・ 統合コストは、将来の電源構成に影響を及ぼす政策決定を政府が行う場合に考慮されるべき電力シ

ステムの材料費であることを示した。新しい発電投資を選択する際統合コストが考慮されることを

保証するため、現在の補助政策の変更が必要であること等を指摘。 

7 Value of flexibility in a 

decarbonised grid and system 

externalities of low-carbon 

generation technologies 

（Imperial College London） 

※表下に詳細を掲載 

CCC より委託を受けて Imperial College London が作成したレポート。上記 NERA のレポートで参照。 

・ 低炭素発電技術の統合による電力システムコストを、英国電力システムの基本モデルである Whole 

Electricity System Modelling Approach (WeSIM)を使用して推計。複数のシナリオを設定。 

・ 蓄電、デマンドレスポンス、連系など柔軟性を持たせることは、低炭素発電所の統合コストを制御し、

高いレベルの脱炭素を達成するのに効果的であると指摘。 

 

8 The scientific and international 

context for the fifth carbon 

budget 

（CCC） 

※参照データのエクセル有 

CCC がバジェット提案時に、気候変動法下で検討すべき科学的・国際的状況を分析したもの。 

・ パリ協定の方向性との合致、EU における 2030 年目標（1990 年比 40%減）との整合性、2050 年目標

（1990 年比 80%減）との整合性、パリ協定における raise ambition を超えるプロセスへの期待などを

踏まえて、第五次カーボンバジェットを設定すべきであり、それら状況を整理したもの。 

・ エクセルで公表されている参照データは、世界の CO2 排出量、各国燃費基準、電気自動車の電池コ

スト、EU-ETS のキャップなど。 

9 The fifth carbon budget – 

Responses to CCC call for 

evidence（CCC） 

バジェット提案に際して、根拠に基づく情報提供の照会（Call for evidence）を実施。 

・ 50 以上の団体（産業界、NGO、研究機関等）より回答を得、これを提案策定に反映。 

・ 質問リスト及び各団体からの回答書がすべて公表されている。 
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No レポート名（発行者） 概要 

10 Impact Assessment for the 

level of the fifth carbon budget 

（ビジネス・エネルギー・産

業戦略省 ; Department for 

Business, Energy & Industrial 

Strategy; BEIS39） 

CCC によるバジェット提案を受けて政府が実施した影響評価。カーボンバジェットのレベルを決定する

にあたって、４つのレベルオプションをさまざまな観点で分析・評価。その中で、下記も実施。 

・ 費用便益分析（電力価格への影響なども分析） 

・ 限界削減費用曲線による分析 

・ 最低コストの技術を特定するためのモデル（UK TIMES MODEL）による分析。 

11 The Clean Growth Strategy 

（BEIS） 

クリーン成長（＝GHG 排出量を削減しつつ経済成長を達成する）を加速するための包括的な政策・提案。

ファイナンス制度や省エネ、電源構成に至るまで広範囲にわたる 50 の政策が記載されている。 

12 An independent assessment of 

the UK’s Clean Growth 

Strategy: From ambition to 

action（CCC） 

※参照データのエクセル有 

※本資料概要説明 PPT 有 

政府が策定した上記クリーン成長戦略（Clean Growth Strategy）に対する CCC による評価 

・ カーボンバジェット達成に向けて、さらに必要な政策の提案を行っている。 

・ 使用したデータや、レポート公表時のプレゼン資料も公表されている。 

13 2050 Pathways Analysis 

（BEIS） 

モデルを使って 2050 年までのエネルギーの道筋を分析。 

・ 2050 年までの６つの道筋を描いており、全部門に対し多大な努力を要する道筋から、特定の部門の

最小限の努力（再エネ、バイオエネルギー、原子力、CCS など）で済む道筋までさまざまな道筋を

描いている。 

・ 2050 Pathways Calculator model を用いた分析。 

・ 本レポートは第四次カーボンバジェット設定に際して活用される予定と記載されており、また、上

記 Clean Growth Strategy でも参照されている。 

※ その他、バジェット案策定に際して参照した研究はすべてリンクが貼られており入手可能。 

https://www.theccc.org.uk/publication/the-fifth-carbon-budget-the-next-step-towards-a-low-carbon-economy/ 

                                                        
39 2016 年 7 月に DECC は廃止され、BEIS の一部となった。第 5 次カーボンバジェットの影響評価は、DECC 時代に実施されている。 

https://www.theccc.org.uk/publication/the-fifth-carbon-budget-the-next-step-towards-a-low-carbon-economy/
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(5) 第五次カーボンバジェットの提案 

CCC による第五次カーボンバジェット案は、「The Fifth Carbon Budget －The next step 

towards a low-carbon economy－」に取りまとめられている。本案とりまとめに際しては、外

部機関への委託研究も含め、モデル分析や調査の結果が踏まえられている。 

第五次カーボンバジェット案の構成は、以下の通りである。 

・ Chapter 1: Approach to setting the Fifth Carbon Budget 

・ Chapter 2: Overview of climate science and international circumstances 

・ Chapter 3: The cost–effective path to 2050 

・ Chapter 4: Wider economic and social considerations 

・ Chapter 5: Differences in national circumstances 

・ Chapter 6: Budget recommendation 

 

このうち、カーボンバジェット案をどのように構築しているかについて記載されている、

Chapter1 及び Chapter3 より、シナリオ構築やバジェット案策定方法に関する部分を以下に

取りまとめた。 

下記に記載していないが、排出量予測の不確実性の定量化を外部機関（Cambridge 

Econometrics）に委託して実施している点、バジェット案の費用便益分析を行っている点な

ども記載されている。 

1）カーボンバジェット案策定のアプローチ 

ここでは、主に Chapter1 に記載されている内容のうち、シナリオ構築やバジェット案策

定の方法やプロセスに関連する箇所について取りまとめる。なお、シナリオ設定方法の詳細

については、次に紹介する「Sectoral scenarios for the fifth carbon budget」において詳しく説明

されている。 

 

本提案作成にあたっては、2050 年に向けて排出削減するためのさまざまなシナリオを策

定し、中でも中枢シナリオ（central scenario）は、提案するバジェットを達成し 2050 年目標

に至る最も費用効果的な道筋であるが、必ず従うべき道筋ではないとしている。 

カーボンバジェット設定の際は、気候変動法で設定されている指標（気候変動に関する科

学的知見、気候変動に関する技術、経済状況、社会状況など）を考慮しなければならないが、

CCC は利用可能な最善の証拠とステークホルダーとの議論に基づき、これら指標の独立し

た評価を行っている。このプロセスは次図の通りである。 
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図 2-5 第五次カーボンバジェット案策定のための証拠とステークホルダーの関与 

出典）The Fifth Carbon Budget －The next step towards a low-carbon economy－, CCC 

 

政府は、本レポートにおける CCC の提案を考慮した上で、第五次カーボンバジェットを

2016 年 6 月末までに法制化しなければならず、気候変動法に則ってバジェット達成のため

の政策を公表する。CCC は法定の年次報告書の一部として、これら政策への評価を提供す

る。これらカーボンバジェット設定および達成に向けたプロセスを次図に示す。 

 

図 2-6 カーボンバジェット設定および達成のプロセス 

出典）The Fifth Carbon Budget －The next step towards a low-carbon economy－, CCC 
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1990 年比 80％削減の 2050 年目標と整合をもって、第五次期間内のバジェット達成に向

けた排出削減の機会の詳細な評価に基づき、CCC の提案は作成されている。シナリオ構築

のアプローチ方法を次図に示す。 

 

図 2-7 CCC によるシナリオ構築のアプローチ方法 

出典）The Fifth Carbon Budget －The next step towards a low-carbon economy－, CCC 

 

シナリオ策定にあたっては不確実性を考慮することが重要であり、最も費用効果的なシ

ナリオとして描いた中枢シナリオの両端の２つのシナリオを描くアプローチをとっている。

一つが障壁シナリオ（barrier scenario）であり、いくつかの低炭素対策が実施困難となり中

枢シナリオよりも削減が低調なシナリオ。もう一つが最大シナリオ（max scenario）であり、

いくつかの対策が想定より早く又は安く実現できる等により中枢シナリオ以上の削減が達

成されるシナリオである。また、削減レベルは中枢シナリオと同じであるが、技術の組み合

わせなど達成のための道筋がことなる代替シナリオ（alternative scenario）も描いている。代

替シナリオは各セクターに１つ以上設定されている。 

2）2050 年目標に向けて 

ここでは Chapter3 の内容のうち、シナリオ設定の方針や方法について取りまとめる。 

 

2050 年目標達成に向けた分析は、過去に MARKAL と Energy Technology Institute （ETI）

の ESME モデル用いて行われており、政府・学術界・産業界で類似のモデル分析が行われ、

さらに 2012 年には CCC も 2050 年目標をどう達成するかボトムアップ分析を行った。これ

らを補足するため、新しい UK-TIMES モデル（UKTM）を用いた分析を DECC に委託して

行った。UKTM の概要を以下に示す。 

 

⚫ UK TIMES（UKTM）モデルの概要 

・ UK MARKAL モデルの後継であり、もともとは UCL Energy Institute が開発したもの。 

・ MARKAL 等ほかのエネルギーモデルと同様に、技術が豊富なモデルであり、与えられ

たある排出目標達成のためのエネルギー需要をまかなうために、最小コストの技術を特
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定するためのモデル。 

・ 技術とエネルギー関連コストのみを取り扱うもので、広範な費用便益（経済成長など）

や、波及効果、技術を展開するための行動面など現実的な障壁については考慮されてい

ない。 

・ 約 1,500 の技術を扱うモデルであり、英国エネルギーシステムの重要な決定に対し見識

を提供する。 

・ モデルの品質保証としては、関連するステークホルダーによるレビューや、インプット

データベースの計算式の包括的な監査を行っている。 

・ 目標達成のための適切な戦略を直接提供するわけではないし、モデルで推計されたコス

トだけで長期戦略を判断するのは適切ではない。 

 

図 2-8 UK TIMES モデルの構造 

出典）Achieving long-term UK emissions reduction target in the light of short-term political and societal challenges, 

Professor Neil Strachan Dr Francis Li, University College London, ALPS conference, Tokyo 7th February 2017 プ

レゼン資料 

 

なお、UKTM は目標達成のための適切な戦略を直接提供するわけではないし、モデルで

推計されたコストだけで長期戦略を判断するのは適切ではない。このため実際、CCC の最

終的な提案は、広範な論拠、専門家の判断、分析に基づいている。 

 

また、モデル分析とは別に、第五次カーボンバジェットに向けたシナリオの見直しを行っ

た。シナリオ構築にあたっては、下記の点を考慮した。 
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・ 費用対効果。特に政府の公表した炭素価格より低いコストで利用可能な対策を含めた。 

・ 気候変動法に定める広範な指標。 

・ 対策が必要な時点で利用可能であること。技術の実証・普及、市場構築、サポートする

インフラ普及も含めて。 

・ ある解決策の普及の実現可能性。サプライチェーン制約や在庫回転等の障壁も考慮。 

・ 多くは 2020 年までの、政府が既に約束した行動。 

 

また、前述の通り不確実性の問題があるが、これら不確実性に対して CCC のシナリオは

保守的なアプローチをとっている。エネルギー需要の伸びを過去と整合して仮定したり、短

中期の急な行動変革は制限したりといった具合である。こうすることで、バジェットのレベ

ルが厳しすぎたり、過剰なコストを要したり、実現不可能であったりするリスクを最小化し

ている。 

また、UK-TIMES モデルをはじめ、BEIS など政府の所有するエネルギーモデルの計算結

果が CCC の分析のベースとして活用されることが多いが、CCC の委員である Jim Skea 教授

へのヒアリング40によれば、過去には BEIS が提供するモデルを活用することによって、CCC

の独立性が十分に保てるかが問題となったことがある。議論の結果、独自にモデルを開発す

るとしても１．BEIS のモデルとほぼ同じものになることが想像されること、２．その結果

BEIS と CCC のモデルのどちらが優れているか、という非生産的な議論が行われそうなこ

と、３．そのために予算、時間、手間を費やすことが不毛である、などの理由から継続して

BEIS のモデルを使うことになった経緯があるとのことである。 

(6) セクター別シナリオ 

CCC の第五次カーボンバジェット案の策定に際してのシナリオ設定の詳細について記載

された「Sectoral scenarios for the fifth carbon budget」の内容を、ここで取りまとめる。 

本レポートはバジェット案の一部であり、2028 年～2032 年の GHG 排出削減達成のため

の費用効果的な道筋を判断するために使用した排出削減シナリオを描いたもの。電力、住

宅・ビル、産業、運輸、農業・森林、廃棄物・F ガス、の部門ごとに記載されている。 

 

ベースライン需要の設定方法は、セクター毎に適切な方法を採っている。電力、運輸、住

宅については、以下の通りモデル計算に基づき設定している。 

・ 電力部門：DECC の電力需要予測をベースとし、省エネや電化による増減と、適切な電

源構成の CCC による評価を考慮して修正した。 

・ 道路交通部門：Department for Transport’s National Transport Model (NTM)による交通需要

予測に基づく。 

・ 住宅部門：DECC の National Household Model (NHM)による熱需要予測に基づく。 

上記以外の部門については、GHG 排出量のベースライン予測と、費用効果的な削減手段

                                                        
40 CCC 設立者であり現委員である Professor Jim Skea 氏のヒアリング（2018 年 11 月 30 日実施）による。 
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の CCC による評価に基づき設定した。2015 年 10 月に DECC から提供された中間予測を利

用した。部分的には Cambridge Econometrics に委託した排出量予測を反映している。

Cambridge Econometrics によるベースライン排出量予測は、DECC より約 4%低いが、不確実

性も指摘しており、不確実性は予測値の±10%までと CCC は結論付けた。 

なお、人口、経済活動、燃料価格については、政府機関の予測値を利用した。これらにつ

いても当然不確実性があり、エネルギー需要にも影響を及ぼす。 

 

例えば、住宅部門については以下のようにシナリオ設定された。 

National Household Model は、DECC 向けに開発されたミクロシミュレーションモデルで

あり、イングランド、スコットランド、ウェールズの詳細な住宅調査を利用している。これ

により、住宅ストックに対してより正確で詳細な分析が可能となる。2050 年に向けた既存

住宅における低炭素熱の詳細なシナリオを構築した。National Household Model におけるシ

ナリオは、以下のステップを含む。 

1. 2021 年までは Renewable Heat Incentive におけるヒートポンプとバイオマスボイラ

ーの予測に則り、2050 年に向けた熱ネットワークとエネルギー効率化のシナリオ

の幅を含む。 

2. 各年において、使用年数に応じた故障確率の増加を加味して、確率分布にもとづき

既存技術が故障し、新しいヒートポンプとバイオマスボイラーに、15～20 年後に

置き換わる。 

3. 消費者は割引された炭素を含むライフタイムコストに基づき、同種への交換と低

炭素技術とを選択する。 

4. 低炭素技術のレベルは、バイオマスの総利用可能量の制約のもとで、年販売増加

30%というサプライチェーンの制約を受ける。最もコスト低減できる消費者が優先

されるため、割当は最適化される。 

 

住宅部門については、まず家庭のシナリオを設定し、そのあと公共・商業建物のシナリオ

を設定してから、統合するアプローチをとっている。 

家庭については、まず中枢（central）シナリオを設定し、2030 年から 2050 年の家庭の変

化率を検討する前に、障壁（Brriers）シナリオと最大（Max）シナリオで与えられる 2030 年

の幅を検証する。 

中枢シナリオについて、2030 年までの削減ポテンシャルの半分は、低コスト省エネと断

熱壁導入によるものである。残りの半分は、ヒートポンプなどの低炭素技術による高炭素技

術の代替によるものである。ヒートポンプについては、2020 年代に熱ネットワークに接続

していない家庭に導入し、2030 年までに新築の 100%導入するシナリオを描いた。熱ネット

ワーク、断熱壁、その他省エネ対策についても第 4 次カーボンバジェット案の数値をもと

に、再検討する形でシナリオを描いている。 

 

なお、電力部門については、別途シナリオ設定方法等について詳細なレポートが公表され

ているため、その内容を次に取りまとめた。 
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(7) 電力部門のシナリオ設定 

電力部門については、シナリオ設定方法等について詳述されたレポートが別途ある。さら

に、シナリオ設定に際して外部機関に委託した分析結果を掲載したレポートも公表されて

おり、これらの内容について以下で取りまとめる。 

1）Power sector scenarios for the fifth carbon budget 

Power sector scenarios for the fifth carbon budget（2015 年 10 月、CCC）において、第五次カ

ーボンバジェット案に対するインプットとして、2030 年における電力部門のシナリオを設

定している。2050 年目標達成には、電力・熱・運輸でのエネルギー利用をほぼゼロにする

ことが求められることが、過去の研究での共通の見解である。この達成に向けて、低炭素エ

ネルギー源が重要であり、低炭素化した電力部門はこれを供給できる。本シナリオは、バジ

ェット案が達成できるかの検証のためツールを提供する。 

主なメッセージは以下の通り。 

⚫ 新たな投資は 2020 年代に必要となる。廃止される石炭・原子力発電所分と需要増分

に対して 200TWh/年までの新規発電容量が 2020 年代に必要である。 

⚫ 低炭素な選択肢は、多くがコスト競争力のある選択肢である。いくつかの低炭素発電

は 2020 年代までに成熟し、ガス火力が CO2 排出コスト41に直面した場合、補助金な

しで成り立つ。 

⚫ 未成熟の技術（主に洋上風力と CCS）については、補助金による支援を前提としてシ

ナリオに組み込む。 

⚫ ガス火力、国際連系、デマンドレスポンス、蓄電といった電力部門の柔軟性改善は重

要であり、これらのコストを組み込む。 

⚫ 【第五次カーボンバジェット案のシナリオ】2020 年までは既に約束されていて、石

炭火力閉鎖により電力部門の排出原単位は 450gCO2/kWh から 200-250gCO2/kWh ま

で削減できる見込み。2030 年に向けては 50-100gCO2/kWh が適切と以前特定してお

り、これには原子力及び CCS の遅れと再エネ技術の想定以上の進展も考慮している。

低炭素電源でなくガス火力に投資した場合と比べて、2030 年時点で約 55MtCO2 排出

量が少ない。 

⚫ 【消費者への経済影響】電力料金 500￡/年（約 72,000 円/年42）の平均的な家庭にお

ける、2020 年の低炭素電源への投資額は約 105￡/年（約 15,100 円/年）である。2030

年には約 120￡/年（約 17,300 円/年）に上昇し、その後先行投資分の負担消滅により

家庭負担は減少する。低炭素電源でなくガス火力に投資した場合と比べて、2025 年

                                                        
41 2030 年において£78/tCO2e（約 11,200 円/tCO2e。為替レート 144.05 円/£で換算。三菱 UFJ 銀行 2018 年

8 月 7 日における TTS 148.10 円/£と TTB 140.10 円/£の平均値を採用。）が想定されている。 

42 為替レート 144.05 円/£で換算。三菱 UFJ 銀行 2018 年 8 月 7 日における TTS 148.10 円/£と TTB 140.10

円/£の平均値を採用。 
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で 20￡/年（約 2,900 円/年）、2030 年で 40￡/年（約 5,800 円/年）負担が大きい。 

 

シナリオ作成にあたっては、現在の電源構成、既に開始された投資、既存政策を反映した。

2020 年に再生可能エネルギーのシェアを 30-35%にすること、2020 年代に原子力発電所最

低 1 基と CCS に適したプラント 2 基を支援すること、既存の石炭火力を 2020 年代に閉鎖

またはバイオマスへの転換を前提としており、これらにより 2030 年に 200gCO2/kWh まで

削減される。石炭火力に加え、既存原子力発電所も 2030 年までに廃止される見込みであり、

一方で電気自動車や電気ヒートポンプの需要増や経済成長などにより、省エネによる相殺

を考慮しても電力需要は増加し、2020 年代に 200TWh/年の新規電源が必要となる。 

 

シナリオ構築のアプローチ方法としては、2020 年までの投資は既に意思決定がなされて

いるのでそれ以降について焦点を当て、2050 年も見据えて再生可能エネルギーを電力シス

テムに統合していく。最終的な電源構成は不確かであるとの前提に基づきシナリオを構築

する。 

洋上風力と CCS は現時点で高コストであるが 2050 年目標を見据えると必要である。2020

年代前半に陸上風力と地上設置型太陽光を、後半に原子力と洋上風力を補助金なしで配置

する。外部委託して間欠・変動・非柔軟な電源を大規模に統合する際のシステムコストを分

析した結果、技術の多くの組み合わせは安定供給と柔軟性（デマンドレスポンス、連系、即

時調整可能な電源など）を保持できることが分かった。しかし、低炭素技術が 75%を上回る

と、課題は増え、システムコストも高くなることも示された。 

 

シナリオは、2050 年目標を達成し、安定供給を担保した上で、コストを最小化するよう

設計。 

・ システムセキュリティを維持し、柔軟性オプション（デマンドレスポンス、連系、蓄電、

柔軟なバックアップのガス火力容量）の増加に伴うコストも含む。 

・ 炭素コストを含めたガス火力のコストよりも低炭素電源のコストが安い場合に低炭素

電源を採用。再生可能エネルギー発電の間欠性により生じるコストも許容する。 

・ 2020 年代に完全商用化する洋上風力及び CCS の最低比率を設定。 

 

炭素価格や燃料価格を反映した低炭素電源のコストは次図の通り設定された。政府の炭

素価格は Climate Change Act の要求事項と整合しており、2030 年では 78￡/tCO2e（約 11,200

円/tCO2e）と想定されている。 
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図 2-9 低炭素電源の生涯コスト 

出典）Power sector scenarios for the fifth carbon budget, CCC, October 2015 

 

CCS の役割は重要であり、CCS なしでは 2050 年目標達成のためのコストが２倍との試算

結果もある。また、洋上風力は現時点では高コストであるが大きなポテンシャルがあり期待

されている。こうした評価を踏まえ、2030 年までに最低 4-7GW の CCS を導入、2020 年代

に最低 1-2GW の洋上風力を導入する前提でシナリオを策定した。 

 

また、ガス火力については、2014 年レベル（約 100TWh）を維持する前提とした。 

CCC は 2030 年の排出原単位の上限として 50-100 gCO2/kWh を以前提案した。75%を低炭

素電源が担い、うち 45-55％を再生可能エネルギーが占めるものである。このシナリオは

2050 年目標を最低コストで達成する。 

 

さらに、2020 年代に低炭素技術のパフォーマンスがよく、需要増がゆっくりであれば、

50gCO2/kWh の達成も可能であり、これらシナリオについても第五次カーボンバジェット案

では検討に含める。この新たなシナリオについては、低炭素電源の拡張に伴うシステムの柔
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軟性増加も含めている。 

 

図 2-10 2030 年の電力部門のシナリオ 

出典）Power sector scenarios for the fifth carbon budget, CCC, October 2015 

 

 

図 2-11 2030 年の電力部門の代替シナリオ 

出典）Power sector scenarios for the fifth carbon budget, CCC, October 2015 

 

洋上風力や CCS、原子力など電力部門のプロジェクトはリードタイムが長いため、政策
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リスクが高ければ投資が進まないリスクがある。このため、CCC は 2015 年の progress report

において、投資家に対し将来の低炭素市場の信頼性を増し、電力部門の低炭素化の継続の約

束を示唆することを目的とし、Levy Control Framework を 2025 年まで拡張することを提案

しており、現在でも優先対応事項として残っていると指摘。 

新たなプロジェクトに財源が利用可能であることを効果的に示唆するには、予測外の事

態が生じた場合に全体をどう調整するかを決定しなければならない。財源の拡張以外にも、

洋上風力や CCS を含む新規技術に対して分割して財源を確保しておく必要がある。低コス

トでの実現を担保するには、さらに CCS の商用化へのアプローチの設定、契約満了後の低

発電コストの恩恵を消費者に還元することの保証、すべてのコストを反映した投資意思決

定の保証、資本コストのさらなる削減をすべきであると政府に提案している。 

 

2）System Integration Costs for Alternative Low Carbon Generation Technologies（NERA） 

上記 Power sector scenarios for the fifth carbon budget に補足情報を提供するため CCC より

委託を受けた NERA(NERA Economic Consulting)が作成したレポートである。 

並行して Imperial College London によって作成されたモデルレポートの結果を踏まえ、

Contract for Difference (CFD)、Feed-in Tariffs (FITs)、および、容量市場の電力市場改革の影響

や、低炭素発電技術の統合コストについて、電力部門にもたらされる変化の影響を分析した

もの。 

 

Imperial のモデルでは、LCOE（発電原価）に対するプレミアムとして、各低炭素技術の

統合コストを定義する。電源構成が変化する際に統合コストが発生するのは、需要に見合う

最適な発電量が変化し、安全基準を満たすための投資が変化し、ネットワークインフラの要

求事項が変化し、アンシラリーサービスの要求事項が変化するためである。 

統合コストの定義・計算に単一の正しい方法で合意されたものは無く、Imperial のモデル

では統合コストの推計方法に３つの方法を採用している。まず初めに2030年に50gCO2/kWh

または 100gCO2/kWh を達成するための電源構成をベースラインシナリオとして定義し、こ

れが３つの方法の基礎となる。 

 

＜方法１＞ 

・ まず風力、太陽光、CCS の発電容量の適量（moderate amount）をシステムに追加すると

同時に、同量の原子力を削除する。つまり、負荷率 30%の風力 1GW を追加した場合、

負荷率 90%の原子力 333MW を削除する。 

・ モデルでは、炭素排出量が同じレベルを維持する制約がかけられている。削除された原

子力よりも追加された再生可能エネルギーの出力が小さい場合に、排出量増分はさらな

る CCS を追加することで相殺されるといった仕組みである。 

・ 交換するペアの技術の投資・運用コスト（つまり LCOE）を排除し、システムコスト合

計を計算する。この値を追加された技術の年間出力で除し、原子力に対する相対統合コ

ストとして算出する。 
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・ 上記と同じアプローチは他技術にも適用可能であるが、このアプローチの下では、統合

コストは他の技術に対する相対コストとして算出される。 

 

＜方法２＞ 

・ 原子力の適量（moderate amount）がシステムから削除され、原子力削除前の炭素排出量

を維持できる風力又は太陽光が追加される。追加する容量を選ぶ際には、風力/太陽光を

追加する、または、最小コストで同じ排出レベルを維持するための残りの発電所を再送

（re-despatch）する。 

・ 方法１と同様に、統合コスト合計の変化を風力または太陽光の発電出力増分で除し、相

対的な統合コストを算出する。モデルが、システムから削除された原子力のエネルギー

量よりも多い風力または太陽光を追加した場合、追加コストは統合コスト算出時に分子

に組み込まれる。 

 

＜方法３＞ 

・ 原子力、風力、太陽光、CCS の発電容量の適量（moderate amount）がシステムに追加さ

れ、排出レベル及び安全基準を維持しつつコストを最小化するために CCS 容量を再調

整する仕組みとなっている。 

・ 合計システムコストの削減分を、追加された技術の追加出力で除し、当該技術に対する

出力 MWh あたりの限界システム便益を算出する。この技術間の限界便益の差によって、

システムの統合コストを定量化できる。 

 

これら３つの方法を用いた、Imperial による統合コストの推計結果を次図に示す。

100gCO2/kWh に見合うよう原子力、風力、太陽光、CCS を前提としたものである。このほ

か、50gCO2/kWh の場合、同じく 50gCO2/kWh であるが太陽光がより多く導入された場合に

ついても、推計結果を掲載している。 
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図 2-12 統合コストの推計結果（2030 年に 100gCO2/kWh を目指す場合） 

注：OPEX=operational cost、CAPEX＝capital cost 

出典）System Integration Costs for Alternative Low Carbon Generation Technologies – Policy Implications, 

Prepared for the Committee on Climate Change, 19 October 2015, NERA Economic Consulting and Imperial 

College London 

 

CCC が過去に想定した電源構成では、化石燃料火力発電が高負荷で運転することとなる

ため実際にシステムをバランスするための十分なリザーブを提供できないため、目標レベ

ルを達成できない。そのため、他の電源から高いレベルの柔軟性を提供することで、システ

ムのバランスを保つ方法を検討する。追加的な柔軟性は下記である。 

・ 火力発電の柔軟性増加（例えば、より低負荷での運転や、より素早い負荷増減） 

・ 火力発電効率の向上 

・ 反応要求事項削減のため、システム運用における技術面・運用面での改善 

・ 蓄電容量、DSR、連系容量の増加 

・ 風力発電所による蓄電 

 

電力の排出原単位の削減や統合コストの削減には、これら柔軟性のレベルが効いてくる

ことが分かった。柔軟性を高めることで、太陽光や風力のシステムへの統合コストを削減で

きる。 

次図は、他電源によって提供される柔軟性が増すと、太陽光及び風力の最低コストの普及

率が増加し、原子力は減少することを示している。また、柔軟性が増すと、柔軟性と競合す

る電源であるため OCGT 及び CCS の最適な普及率は下がることもわかる。 



 

99 

 

 

図 2-13 2030 年に 50gCO2/kWh を達成するために WeSIM モデルが提案する電源構成 

出典）System Integration Costs for Alternative Low Carbon Generation Technologies – Policy Implications, 

Prepared for the Committee on Climate Change, 19 October 2015, NERA Economic Consulting and Imperial 

College London 

3）Value of flexibility in a decarbonised grid and system externalities of low-carbon 

generation technologies（Imperial College London） 

CCC より委託を受けて Imperial College London が作成したレポート。上記 NERA のレポ

ートは、本レポートの結果を受けて作成されている。低炭素発電技術の統合による電力シス

テムコストを、複数のシナリオを設定し、英国電力システムの基本モデルである Whole 

Electricity System Modelling Approach (WeSIM)を使用して推計したものである。 

 

⚫ WeSIM モデルの概要 

・ 統合システムにおける発電・送配電にわたって、短期の運用意思決定に対し、長期の投

資意思決定をバランスする分析モデルである。安定供給の十分なレベルを確保する中で、

経済的に最適な方法で需給バランスを達成するための、発電・ネットワーク・蓄電容量

への投資に対する最適な決定を提供する。 

・ 本モデルで扱う多数の需要側技術は、それぞれがボトムアップモデルを用いて詳細に研

究されたものである。ボトムアップモデルは、一般消費者に提供するサービスのレベル

と質を維持しつつ、これら技術によってもたらされる潜在的な柔軟性を定量化すること

を可能とするモデルである。 

・ WeSIM モデルは電力システムの投資と運用の最適化を行い、異なる二つの時間領域を

扱う。1 時間又は 30 分単位での短期運用と、主に１年単位での長期投資の意思決定であ
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る。投資と運用コストを含む全体のシステムコストを最小化するよう解を出す。 

・ NERA のディレクターである Daniel Radov 氏へのヒアリング43によれば、「主に容量種ご

とに電力システム上のコストを把握することが目的のモデルであり、特定の事例に対す

る予測を行うためにデザインされたものではなく、よりマクロな観点で市場を把握する

ために設計されている。」とのことである。 

 

図 2-14 WeSIM モデルの構造 

出典）Value of Flexibility in a Decarbonised Grid and System Externalities of Low-Carbon Generation Technologies 

For the Committee on Climate Change, October 2015, Imperial College London and NERA Economic 

Consulting 

 

⚫ WeSIM モデルの利点や正当性の主張など 

・ 将来の低炭素電力システムにおける柔軟な需給調整技術（flexible balancing technology）

の価値を評価する際、全体システムアプローチを採用することが必要であり、WeSIM は

この種の分析に特化して設計されたものである。 

・ 特に異なる殉難な技術（flexible technologies）間のトレードオフの影響を捉えるには、単

一の統合モデルの枠組みの中にすべてモデル化されることが非常に重要であり、この要

件に合うよう WeSIM は開発された。 

・ WeSIM は英国と EU の電力システム相互連携の過去の研究において、広くテストされて

きた。多くの従来モデルに対する WeSIM の利点は、システム運用の意思決定と、シス

                                                        
43 NERA Economic Consulting, Director Mr. Daniel Radov のヒアリング（2018 年 11 月 29 日実施）による。 
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テムへの容量追加を考慮できることである。リアルタイムの需給バランスや、送配電ネ

ットワーク・発電の制御に対する、代替削減技術（DSR や蓄電など）利用のトレードオ

フを定量化できる。例えば、モデルは「国レベルでの間欠運用支援における蓄電」と、

「ローカルな配電ネットワーク補強の削減」との間の潜在的な矛盾とシナジーを捉えら

れる。 

 

こうした WeSIM モデルを用いて、低炭素電源の電力システムへの統合コストを推計して

いる。推計方法は、上述した３つの方法があり、これらについて NERA のレポートよりも

詳述しており、方法間の比較も掲載している（次表参照）。 

その他の点についても、概要は NERA のレポートに記載されており、WeSIM モデルの詳

細、電力需要や各技術の発電原価などの前提条件や、感度分析結果など、より詳細が本レポ

ートに記されているというつくりである。 

 

表 2-5 システム統合コストの推計方法の比較 

 

出典）Value of Flexibility in a Decarbonised Grid and System Externalities of Low-Carbon Generation Technologies 

For the Committee on Climate Change, October 2015, Imperial College London and NERA Economic 

Consulting 

 

2.1.3 カーボンバジェットの進捗管理 

上述の通り、CCC はバジェット達成に向けた進捗を監視する役割を担うとされており、

毎年進捗状況についてレポートを発行している。その中でさらに必要な政策の提案も行い、

それに対し政府が回答も行っている。また、一度設定されたバジェットは所定の年に見直す

こととされており、見直し要否の評価も CCC が実施している。 
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表 2-6 カーボンバジェットの進捗管理にかかるレポート 

No レポート名（発行者） 概要 

14 Reducing UK emissions 

2018 Progress Report to 

Parliament（CCC） 

※参照データのエクセル有 

カーボンバジェットに見合う排出削減の進捗状況に関

する、CCC による年一回の評価レポート。部門別に進捗

状況を確認し、さらなる政策が必要な分野を特定し、提

案している。この中で、他機関の研究結果も参照。 

 

【参考：直近の年次報告書のタイトル】 

・2017 年「2017 Report to Parliament – Meeting Carbon 

Budgets: Closing the policy gap」 

・2016 年「Progress report 2016: meeting carbon budgets」 

・2015 年「Reducing emissions and preparing for climate 

change: 2015 Progress Report to Parliament」 

（下記でレポート詳細を紹介） 

15 Delivering Clean Growth 

Progress Against Meeting Our 

Carbon Budgets – The 

Government Response to the 

Committee on Climate Change

（ビジネス・エネルギー・産

業戦略省; BEIS） 

上記 14 に対する政府の反応。CCC の提案それぞれに対

し、部門別に政府の取り組みを回答。 

（下記でレポート詳細を紹介） 

16 Energy Prices and Bills Report 

2017（CCC） 

カーボンバジェットが家庭と産業界のエネルギー価格

に及ぼした影響についての CCC による独立した評価 

17 The Fourth Carbon Budget 

Review – part 1: assessment of 

climate risk and the 

international response 

（CCC） 

※参照データのエクセル有 

※参照研究のリンク有 

※Call for evidence で得た回

答も掲載 

第四次カーボンバジェットの見直しに関するペーパー。 

2014 年に見直すとされており、バジェット設定以降に

重体な状況変化が生じた場合に限りバジェット変更で

きるため、気候変動の科学、国際状況、EU の状況など

についてレビューを行い、変更要否を判断するもの。

IPCC による研究結果なども参照している。 

・ 重大な状況変化はないと結論づけ。 

・ IPCC AR5 などのレビューや、気候モデル（Met 

Office Hadley Centre と協業）を用いて気温上昇の予

測評価も実施。 

（下記でレポート詳細を紹介） 

18 The Fourth Carbon Budget 

Review – part 2: the cost 

effective path to the 2050 

target（CCC） 

上記 part1 の続き。影響は小さく、第四次バジェットを

達成することに伴い、エネルギーセキュリティの向上

や、大気環境改善、騒音改善などの利点もあると結論付

けている。 

（下記でレポート詳細を紹介） 
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No レポート名（発行者） 概要 

19 Fourth Carbon Budget Review 

– technical report 

Sectoral analysis of the cost-

effective path to the 2050 

target（CCC） 

第４次カーボンバジェットのレビューの一部であり、

2050 年に向けた費用効果的な道筋の分野別分析のアッ

プデート。The Fourth Carbon Budget Review – part 2 の主

に３章を補足するものである。 

（下記でレポート詳細を紹介） 

20 Updated energy and emissions 

projections: 2017 

（ビジネス・エネルギー・産

業戦略省; BEIS） 

2017～2035 年の GHG 排出量及びエネルギー需要の予

測。 

・ カーボンバジェットの進捗を監視する一手段とさ

れており、カーボンバジェットと予測値との比較な

どを行っている。 

・ 政策の排出量への影響分析なども実施。 

 

なお、毎年の排出量の算定については、各所で報告される値に違いが生じる理由について、

以下の通り説明されている44。 

主な理由は、地理的範囲の違いによるものであり、海外領土や王室属領を含めるか含めな

いかによるものである。また、LULUCF の排出について、UNFCCC ではすべての吸収・排

出を算定するのに対し、京都議定書では狭義の定義を用いているという理由もある。 

各報告値と、違いが生じる理由、地理的範囲について、次表の通りである。 

 

表 2-7 英国における報告対象による GHG 排出量の違い（2012 年排出量） 

 
注）海外領土（ケイマン諸島、フォークランド諸島、バミューダ諸島、モントセラト、ジブラルタル）、王

室属領（ジャージー、ガーンジー、マン島） 

出典）Alternative approaches to reporting UK greenhouse gas emissions: data tables and map より MRI 作成 

 

                                                        
44 英国政府ウェブサイト、https://www.gov.uk/government/publications/uk-greenhouse-gas-emissions-

explanatory-notes（閲覧日：2019 年 3 月 13 日） 

GHG排出量

(MtCO2e)

UNFCCCの算定結果

に占める割合(%)
UNFCCCとの違いの理由 地理的範囲

UNFCCC 577.3 100.0% ー
英国＋王室属領＋海外領土（すべ
て）

京都議定書 581.1 100.6%
京都議定書では、LULUCFにつ

いて狭義の定義を適用
英国＋王室属領＋京都議定書に批
准した海外領土（すべて）

EUモニタリング

メカニズム
574.0 99.4% 地理的範囲の違い 英国＋ジブラルタル

DECC統計 575.4 99.7% 地理的範囲の違い 英国＋王室属領すべて

カーボンバジェット 573.5 99.3% 地理的範囲の違い 英国のみ
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(1) Reducing UK emissions 2018 Progress Report to Parliament 

CCC は毎年、カーボンバジェットに見合う排出削減の進捗状況に関して、評価レポート

を発行している。気候変動の科学的な根拠の最新情報や、英国全体及び部門ごとの排出状況、

政策に対する提案、翌年に実施すべき事項などについて掲載されている。 

部門別には、設定したバジェットと比較して、現在の進捗がどの程度か、特にさらなる取

り組みが必要な分野を特定し、実施すべき政策を提案している。2018 年の年次報告書では、

カーボンバジェット達成に向けて、次図の通り４つのメッセージとして取りまとめている。 
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図 2-15 Four messages to Government to put emissions reduction on track 

出典）Reducing UK emissions 2018 Progress Report to Parliament, CCC, June 2018 

 

政策評価に際しては、以下の指標を用いている。 

・ 設計と実施：当該政策の設計と実施が適切な障壁を打破しようとしているか、根拠や過

去の類似政策の論拠に基づいて設計されたか、リスクがあるか、について評価する。政
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府自身の影響評価が、当該政策がもたらす削減レベルについて堅実な評価となってい

るかについても評価する。 

・ インセンティブ：必要な削減をもたらすために適切な金銭的または制度的インセンテ

ィブとなっているかを評価する。 

・ 資金：必要な場合、当該政策を実施するうえで現在および将来において十分な資金があ

るかを評価する。 

評価対象は主に Clean Growth Strategy であり、現在の分析ではカーボンバジェットに向け

た道筋に沿っておらず、リスクのある部分があり、より費用効果的な削減ポテンシャルのあ

る分野が多く残されているとしている。 

 

⚫ 電力部門 

部門（電力、建物、産業、運輸、農業・土地利用・森林、廃棄物、F-ガス）別のモニタリ

ングを実施しているが、電力部門についてその概要をここで整理する。 

 

電力部門の進捗管理に用いられている指標は次図の通りである。供給側と需要側に大き

く分かれており、供給側では CCS の導入、2020 年代における新規低炭素電源 145TWh の導

入、蓄電・連系線・デマンドレスポンス・柔軟性の高い発電、によって 2030 年までに

100gCO2/kWh 未満を達成するための進捗状況を確認しており、需要側では省エネにより

50TWh 削減、電気自動車で 20TWh の需要創出とヒートポンプ 200 万台導入、電力需要に影

響を及ぼす構造変化・行動変化、によって 2030 年までに電力需要 7%増加を達成するため

の進捗状況を確認している。 

例えば供給側の低炭素電源に関しては、2017 年時点で電源種別の導入量・導入見込み量

をリスト化し、4.7GW が建設済みで、2GW が建設中、3.3GW（うち、３つの洋上風力で計

3.2GW）が 2017 年 9 月に契約済みであることを確認。低炭素電源の既存容量で約 97TWh の

発電電力量を見込み、RO 制度と CfDs を通じて追加で 31GWh が 2021 年までに導入見込み

であり、2020 年までには 130TWh を達成できるであろう、といった具合に進捗確認を行っ

ている。 
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図 2-16 電力部門における進捗管理の指標 

出典）Reducing UK emissions 2018 Progress Report to Parliament, CCC, June 2018 

 

進捗確認を踏まえ、シナリオの見直しも行っている。 

再生可能エネルギーのコストが想定以上の速さで低減している、CCS の普及に多大なる

遅れが生じている、原子力発電所の進捗が限定的、という状況がある。発電原単位のさらな

る削減には、電力部門の低炭素化が高価にならないようにすること、低炭素技術の安定的な

普及によるコスト低減、輸送や熱源など他分野の電化、電力部門の早期の低炭素化によるリ

スク低減と部門横断的な効率的な低炭素化、により、最低コストでの低炭素化への道筋が残

されている。こうした変化を踏まえ、2030 年に向けた電力部門のシナリオをアップデート

し、５つのシナリオを用意した。100gCO2/kWh は上限と捉え、中には 50gCO2/kWh を見込

むシナリオもある。新しいシナリオの概観は以下と次図の通り。 

・ 原子力：追加で１基の原子力発電所が 2030 年までに建設されると、２つのシナリオで

想定。 

・ CCS：2030 年に 2GW の CCS プロジェクトがあり、2035 年までに４～７GW となると、

３つのシナリオで想定。電力部門での CCS が無いシナリオにおいても、産業部門や水

素製造において CCS が採用されることを想定。 

・ 再生可能エネルギー：コスト低減に伴い、過去のシナリオ（40～55％）より高い普及率

（45～60%）を想定。50%までは強い論拠をもって可能であるが、60%かそれ以上は技

術的には可能であるがコストについて十分な論拠がなく、電力システムへの統合のコ
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ストが許容可能なものとなった場合に可能である。 

・ 電力需要：電気自動車やヒートポンプの導入がゆっくりで、エネルギー効率が改善した

場合、当初の想定 365TWh から 330TWh まで削減できる。需要が小さいシナリオは追

加的な低炭素電源は建設せず、需要が大きいシナリオは低炭素電源を増やす想定。 

・ コスト：陸上風力・太陽光・洋上風力の間欠性も含めたコストは、ガス火力を新設する

よりも安く、炭素価格の上昇を見込めばガス火力の運転や電力輸入よりも安い場合が

あると想定。BEIS のコスト評価結果や、既に紹介した NERA & Imperial College による

システム統合コストの評価結果などを踏まえて、コストを想定している。 

 

表 2-8 CCC による電力部門の新しいシナリオ 

 

出典）Reducing UK emissions 2018 Progress Report to Parliament, CCC, June 2018 

 

次に、Clean Growth Strategy も含め現在の政策を評価し、費用効果的な道筋で低炭素化を

達成するためのギャップを評価した上で、現行政策のリスクを浮き彫りにする。次表の通り、

必要な削減対策に対し、現在の政策をリストアップし、次図のようにその評価結果を Green

（リスクは低い）、Amber（より強固な政策／実施が必要）、Red（新たな政策が必要）に分

類して整理している。 
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表 2-9 電力部門における政策評価（一部抜粋） 

 

 

出典）Reducing UK emissions 2018 Progress Report to Parliament, CCC, June 2018 

 

そして最後に、費用効果的な道筋とのギャップを埋め、政策執行のリスクを排除するため

に、必要となる主なアクションを、時期と共に提案している。 

 

(2) Delivering Clean Growth, Progress Against Meeting Our Carbon Budgets – The 

Government Response to the Committee on Climate Change 

上記 CCC による年次評価レポートに対応した政府（BEIS）によるレポートである。過去

12 か月の進捗報告と、CCC より提案された施策それぞれについて政府が取り組みを回答し

ている。また、Clean Growth Strategy においてコミットしたマイルストーンにおけるアップ

デートと、政策・提案をさらに発展させるための将来のマイルストーンの設定も行っている。 

「電力」「建物」「産業」「運輸」「農業・土地利用・森林」「廃棄物・F ガス」の各部門別

に、進捗と CCC の提案に対する回答を掲載する構成となっている。ここでは、電力部門に

ついて、その概要を以下に紹介する。 

まず、電力部門における進捗状況として、排出量の減少、再エネ発電容量の経年の増加、

洋上風力にも他国に率先して取り組んでいることなどについて言及している。その後、今後

に向けて CCC からの提案それぞれについて対応方針を述べている。CCC による提案とその

対応の概要を、次表に整理した。 
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表 2-10 CCC による提案に対する BEIS の対応方針（電力部門） 

CCC による提案概要 BEIS の対応方針概要 

1 低炭素電源の CfD オーク

ションの継続 

再エネ技術のコスト削減に貢献してきた支援であり、

継続に賛同。2019 年 5 月に次回オークション実施予定

であり、その後２年毎に実施予定。これは産業界に対

し、557 百万￡（約 802 億円45）を上限とする支援を示

唆している。 

2 2030 年代に規模を拡大し

て CCS を導入するための

新たな戦略的アプローチ 

40 人の産業部門の専門家で構成される CCUS Cost 

Challenge Taskforce が、CCUS の費用効果的な進展に必

要なアクションに対する見解をまとめたレポートを発

行した。政府は 2018 年末までにクリーン成長戦略の中

の CCUS Deployment Pathway を通じて、このレポート

に対して回答する。 

3 低炭素電源の開発や輸入

に関する遅延や中止があ

った場合の緊急対応策の

策定 

政府は状況変化に対応しながら 2 年ごとの CfD 割当実

施にコミットしていることから、原子力の建設が進ん

でおり、また必要となる再生可能電源の追加するため

の適切なツールと十分な柔軟性は保持していると認識

している。継続的に状況を監視し、遅延シナリオの検

討をさらに強めていく。 

4 補助金なしの CfD の検討

などを含む、将来の電力

市場の設計に関する協議 

再エネの安定性維持と適切な運用環境確保のための政

策改善のバランスが重要であり、政府は 2018 年 7 月に

CfD 割当を約２年毎に実施することを公表した。消費

者負担を低減しつつ再エネ導入を拡大させるべく、

CfD 政策の改正を検討していく。2021 年頃、政策改正

に関する協議を公表する予定。また、2018 年 8 月 8 日

再エネ容量市場開設に対する見解を求める Call for 

evidence（根拠に基づく情報提供の照会）を公開した。 

5 電力システムの柔軟性改

善の継続 

低炭素電源の導入、電気自動車、ピーク需要の削減な

どを含む Smart Systems and Flexibility Plan にコミット

している。これに含まれる 29 のアクションのうち 15

は実施済みであり、2022 年に向けた進捗も良好。 

出典）Delivering Clean Growth, Progress Against Meeting Our Carbon Budgets – The Government Response to the 

Committee on Climate Change（BEIS）より、MRI 作成 

 

                                                        
45 為替レート 144.05 円/£で換算。三菱 UFJ 銀行 2018 年 8 月 7 日における TTS 148.10 円/£と TTB 140.10

円/£の平均値を採用。 
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(3) The Fourth Carbon Budget Review 

気候変動法によれば、カーボンバジェットは制定された際の状況から重大な変化があっ

た場合に限り見直されることとなっている。そういった変化は、証拠と分析を通じて証明さ

れなければならないとされている。 

第４次カーボンバジェットのレビューでは、バジェット変更の要否を判断するため、こう

した重大な変化の有無を検証している。Part１では、気候変動の科学、国際状況、EU の状況

について、Part２では、バジェット達成の影響について検証している。また、Part2 を補足す

る Technical Report もあわせて発行されている。また、外部の研究機関等によるレポートも

多数参照している。 

これらの検証を踏まえ、重大な状況変化はなく、第４次カーボンバジェットを変更する必

要はないと結論付けている。 

 

1）Part１ 

気候変動の科学、国際状況、EU の状況について、IPCC を含め最新の研究結果や情報をレ

ビューすることで、重大な変化の有無を確認している。各章の概要を以下にまとめた。 

 

【科学的根拠】 

地球温暖化の要因は人為的活動によるものであることがより明確になった。改良された

モデルや異なる方法を活用した広範囲な研究のすべてが、1950 年以降の温暖化は主に人為

的活動に起因する温室効果ガスによるものであることを示している。人間活動の影響のシ

グナルは、雪氷の後退や異常気温や降雨にも表れている。 

気候システムは全体として温暖化を継続しており、グローバルに海洋の熱含有量は増加

し、雪氷は後退し、海面と海水温は上昇している。気温上昇の現在の鈍化は気候変動のタイ

ムスケールで見ると短く、基本的に温暖化の長期予測に変化はない。 

いくつかの単純なアプローチによれば IPCC 第４次報告書よりもやや低い値も出ている

が、CO2 濃度が２倍という最近の推計は過去の推計を裏付けている。 

過去には不十分とされていた気候システムにおける暫定的な推計値が利用可能となって

いる。その一つが、解け出した永久凍土からの炭素放出である。これは重大な温暖化をもた

らす可能性を秘めている。こうした新しい定量的なフィードバックにより、現在のモデルで

予測されているよりも温暖化が進む可能性があることが示唆された。 

現在の根拠は、人為的活動により引き起こされた気候変動の結果として、２１世紀におけ

る人間の福祉や生態系が大きなリスクにさらされていることを引き続き示している。温室

効果ガス排出削減のための国際的な行動によって、これらリスクは低減しうる。 

最新の根拠によれば、英国の 2050 年目標及び第４次カーボンバジェットを策定した際に

活用したものと類似の国際排出動向を示唆している。国際的な排出は 2020 年付近にピーク

に達し、その後著しく減少すべきである。 
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【国際状況】 

第 4 次カーボンバジェットの提案の際には、国際的な排出動向は目標と照らして実現可

能であり、英国政策の基礎として適切であった。さらなる発展、特に 2020 年以降の目標の

合意が必要であった。英国は野心的な国際合意に至る国際議論において重要な役割を果た

した。 

国際合意に向けた進展はゆっくりだが、概ね予想通りであった。主な課題は、気候目標を

達成するのと整合した 2030 年に向けた国際的な排出の道筋について合意を得ることである。

ダーバンプラットフォームは、2015 年末までにパリで合意に至るという目的に向けて、こ

の課題解決の機会を提供する。 

英国は一人で活動しているのではない。中国・米国を含む多くの国がコペンハーゲン合意

の実行に向けて活動している。これは、2020 年以降の野心的な国際合意の基礎となる。 

気候目標と国際排出の道筋は実現可能なままであるが、非常にチャレンジングである。石

炭の役割を限定的にし、低炭素技術への投資を加速する必要がある。2020 年に向けてコペ

ンハーゲン合意を達成し、2020 年以降の強度の排出削減の計画が必要である。 

気候目標と国際排出道筋は英国政策の基礎となるべきである。英国のカーボンバジェッ

トへの適切な示唆をもって、国際発展は引き続き注視すべきである。 

 

【EU の排出状況と目標】 

バジェットの取引部門は、一度合意された EU-ETS のキャップと一致する。2020 年にお

ける排出がバジェットと同じとの仮定は、現在合意されている 2020 年の EU-ETS のキャッ

プと整合している。EU-ETS のキャップについて、2020 年代を通して合意された道筋はな

い。EU-ETS の当初の軌道は、合意された道筋でも、第 4 次カーボンバジェットの基礎でも

ない。 

EC が発行した分析は、第４次カーボンバジェットは 2050 年目標に向けた費用効果的な

道筋を反映していることの、より確かな証拠とある。バジェットは、EC の分析に基づき EU

合意と密に足並みがそろうこととなる。 

第４次カーボンバジェットは、EU が議論してきた野心的な排出道筋の下限である。英国

政府が交渉の立場を達成した場合、バジェットはより厳しいものとなる見込みである。 

EU の発展は第４次カーボンバジェットを設計した当初の案と整合している。それゆえこ

れに基づけば、制御可能な影響ともった費用効果的なままであり、現在議論されている EU

の野心的な 2030 年の排出削減目標の下限である。現在の EU の状況を鑑みるに、バジェッ

トを変更する法的・経済的根拠はない。 

 

【国際排出動向と炭素価格予測】 

カーボンバジェット設計時には、いくつかの方法で国際的な排出の道筋を活用した。その

状況を次図に示す。 

  



 

113 

 

 

図 2-17 カーボンバジェットに活用した気候の科学と国際状況 

出典）The Fourth Carbon Budget Review – part 1: assessment of climate risk and the international response, CCC, 7 

November 2013 

 

・ 2050 年目標の適切なレベルの評価。低コスト対策の早期採用と、2050 年目標達成のた

めのオプション開発のための投資に基づき、カーボンバジェットのレベルを決定。 

・ 2050 年に向けて炭素価格予想を作成。カーボンバジェットの費用効果的な削減レベル

を特定するのに活用。 

・ 国際的な排出削減に対する英国の貢献を評価。国際行動におけるトップダウンの分担

に基づく。 

上記のうち上二つは、第４次カーボンバジェットの法制化に際しても反映されている。

CCC の結論としては、政府の炭素価格の範囲は適切であり、国際排出動向における不確実

性の範囲をよくとらえており、第４次カーボンバジェットのレビューの基礎としてふさわ

しい。炭素価格については、複数のモデルによる評価もいくつか参照した上で、DECC に

よる予測値の適切性を判断している。また、University College London (UCL)に委託し、国

際エネルギーシステムのモデルである TIAM-UCL を用いて、異なる排出の道筋による炭素

価格の検証も行っている。 

結論としては、政府の炭素価格の範囲は適切なレベルであり、国際的な排出状況において

適切な不確実性を捉えている。そのため、第４次カーボンバジェットのレビューにおいて適

切な基礎となっている。 
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⚫ TIAM-UCL の概要 

・ エネルギー・環境・経済システムの脱炭素を調査する、国際最適化モデルである。 

・ 本モデルにより、多くの脱炭素オプションの費用便益が理解できる。また、英国の国

内モデルでは不可能であった、例えば京都議定書や国際航空・開運などの国際的な気

候変動政策についても理解できる。 

・ 具体的には、単一地域、複数地域、世界全体のエネルギー・気候政策（炭素税やキャ

ップアンドトレード）の評価や、キャップアンドトレードや排出権取引制度を考慮し

た地域の GHG 限界削減費用の評価、地域特有の化石燃料価格の算出、国際的な内生

の技術学習が燃料電池や蓄電池などの主要な新生技術の費用便益をどう変化させるか

の理解、などが可能である。 

・ 世界を 16 地域に分けており、TIAM-UCL 内の各地域はそれぞれ独自のエネルギーシ

ステムを持ち、化石燃料及びバイオマス資源を他の地域と貿易することができる。 

・ 世界中のエネルギーフローと需要を、2005 年をベースイヤーとして計測されたデータ

を用いて補正する。このデータは「IEA Extended Energy Balances of OECD and non-

OECD countries」である。GDP、人口、産業生産額等の因子を用いて将来需要を推計

する。 

・ 地域は原油、石炭、パイプラインガス、LNG、石油製品、排出権の取引を通してつな

がっている。地域の化石燃料及び排出権取引は貿易モジュールにおいて定義される。 

・ また、TIAM-UCL は、GHG による気温上昇を計算する気候モジュールを持ってい

る。これにより、国際エネルギーシステムにおける、大気中 CO2 濃度、気温、放射の

変化を特定できる。 

 

図 2-18 TIAM-UCL モデルの構造 

出典）TIAM-UCL Global Model Documentation Working Paper, February 2011, UCL,  

https://www.ucl.ac.uk/drupal/site_energy-models/sites/energy-models/files/tiam-ucl-manual.pdf 

（閲覧日：2018 年 10 月 26 日） 

https://www.ucl.ac.uk/drupal/site_energy-models/sites/energy-models/files/tiam-ucl-manual.pdf
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2）Part２ 

2050 年目標達成に向けた最小コストの道筋と、この道筋に伴う広範な社会経済的影響の

評価のアップデートを行ったレポートである。結論としては、バジェットは実現可能で、経

済的に影響を受けやすく、制御可能な影響を保持続けている。これは、バジェットを変更す

るに足る法的・経済的根拠は無いとする Part１の結論を補強するものである。 

四章から成り、第一章ではレビューの全体概要を整理している。 

第二章では、Part１の結論を要約してまとめている。 

第三章では、2050 年目標達成に向けた費用効果的な道筋が、最新のエネルギー・排出量、

化石燃料・炭素価格、技術コストの予測、対策実施の実現可能な速度に対する最新の根拠に

基づき、大きく変更があるかについて検証している。 

第四章では、バジェットの達成が、安定供給、健康・環境問題、競争力等に及ぼす影響と、

地域への影響について考察している。 

主な結論としては、今回のレビューでは、低炭素対策の障壁等を考慮してもともとのバジ

ェットよりも堅実な想定を置いたが、費用効果的な道筋はより排出削減を達成する見通し

である。例えば住宅へのヒートポンプの導入数は少ないと想定する等したが、経済成長が低

調であったことからエネルギー需要の伸びは以前の想定よりも小さくなったこと等から、

バジェットの達成可能性はより確実性が増したと結論づけている。 

特に 2020 年までの期間において、費用効果的な道筋に沿って削減すれば、第４次カーボ

ンバジェットとは独立して政府が既に約束している政策に伴うコスト以上に、追加的なコ

ストがかかることはないと評価している。また、エネルギーセキュリティの観点でも、生活

の質の観点でも、低炭素技術への投資はプラスの影響があると結論づけている。 

社会経済的影響についても、第４次カーボンバジェットを法制化した時点から大きな変

化はなく、制御可能な状況のままであると結論づけている。 

ここでは特に第三章の内容を取りまとめる。第三章では、ベースライン排出量（前提とな

る GDP、人口も含む）、削減ポテンシャル、削減手段の費用対効果（低炭素技術の効果、燃

料価格、炭素価格）といった、2050 年目標達成に向けた費用効果的な道筋の新しい根拠に

ついて評価を行っている。これら根拠の詳細は、後述の Technical Report に掲載されている。 

ベースライン排出量の推計に際しては、DECC の保有するモデルの改良も行われた。電力

供給の新しいモデルを含み、過去のトレンドと現在の構造をよりよく反映するようエネル

ギー需要（特に産業部門）の計算式の改良が行われた。この結果、従前よりも排出量が少な

い結果となった。 

また、電力部門については、2013 年 5 月に CCC が発行した「Next steps on Electricity Market 

Reform」というレポートにおいて、低炭素技術の導入速度は第４次カーボンバジェット設計

時のまま実現可能であり、各技術は 2030 年に向けた投資を通じて費用効果的になるポテン

シャルがあると結論付けた。2030 年に 50gCO2/kWh を達成するためにさまざまな投資の道

筋がある。それら道筋によって、再生可能エネルギー、原子力、CCS、エネルギー需要削減

への投資バランスが異なる。各技術のコストの再評価結果も、当初の結論を裏付けるもので

あり、原子力と陸上風力は新設ガス火力と同等であり、洋上風力と CCS は少し高いという

結果であった。この評価結果をもとに、シナリオをアップデートした。アップデートされた、
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2030 年における電源種別の導入容量のシナリオを次図に示す。 

 

図 2-19 2030 年 50gCO2/kWh 達成に向けた電力部門のシナリオ（導入容量[GW]） 

出典）Fourth Carbon Budget Review – part 2 The cost-effective path to the 2050 target, Committee on Climate 

Change, l December 2013 

 

その他、建物の省エネ、熱と輸送の電化、バイオエネルギー等についても同様に、現在

の技術や対策の導入状況やコスト、消費者需要性等について再評価を行い、必要に応じて

シナリオのアップデートを行っている。その結果として、2030 年までの道筋をアップデー

トしており、その結果を次図に示す。 

 

図 2-20 2030 年に向けた費用効果的な道筋 

出典）Fourth Carbon Budget Review – part 2 The cost-effective path to the 2050 target, Committee on Climate 

Change, l December 2013 
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3）Technical Report 

Technical Report は The Fourth Carbon Budget Review -part2 の主に第三章を補足するもので

ある。ベースライン排出量、削減ポテンシャル、削減手段の費用対効果などの、2050 年目

標達成に向けた費用効果的な道筋の新しい根拠の詳細を整理したレポートである。 

章構成は以下の通りである。 

・ Chapter 1: The cost-effective path to the 2050 target – summary and overview 

・ Chapter 2: Reducing emissions from the power sector 

・ Chapter 3: Reducing emissions from buildings 

・ Chapter 4: Reducing emissions from industry 

・ Chapter 5: Reducing emissions from transport 

・ Chapter 6: Reducing emissions from agriculture and land use, land use change and forestry 

第一章は本レポートの概観であり、その要点は Part2で紹介した通りである。排出量予測、

および、削減オプションのコスト・実現可能性における新しい根拠に照らして、もともとの

シナリオをアップデートするものであり、新しい根拠の分析によれば 2020 年代の費用効果

的な道筋は以前の想定よりも排出量が少なく、大きなコスト削減をもたらすと結論づけて

いる。 

 

ここでは、第二章の電力部門を例にその内容を取りまとめる。第二章では、2020 年代の

電力部門の排出量のシナリオをアップデートする。これには、省エネ、建物・産業部門への

ヒートポンプ導入、電気自動車導入の評価と、低炭素発電への投資のための資金を含む

「Delivery Plan for Electricity Market Reform（2013 年 7 月）」における政府の最新の見解・分

析を含めた、電力需要の最新予測といった根拠を反映して評価する。 

対策を実施しない場合であるベースラインにおける電力部門の排出量予測は、DECC のエ

ネルギーモデルによる電力需要・発電の予測結果を用いている。 

削減オプションのコスト評価は、Pöyry（コンサル会社）に委託して「Next Steps on Electricity 

Market Reform – securing the benefits of low-carbon investment」というレポートに取りまとめ

られた。また、DECC も発電コストを再評価しており、CCC による今回のコスト評価結果

は DECC と大部分で整合している。コスト評価結果を次図に示す。レポートには、現在お

よび 2020 年についても同様に評価結果が掲載されている。 
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図 2-21 2030 年におけるガスに対する低炭素技術のコスト予測 

出典）Technical report – sectoral analysis of the cost-effective path to the 2050 target, CCC, December 2013 

 

低炭素技術の普及割合については、もともとは 2020 年からの 10 年間で 30～40GW の投

資が必要としていたが、再評価結果としては今後 20 年間で 60GW を追加するポテンシャル

がある。洋上風力、陸上風力、バイオマス、原子力、CCS のそれぞれについて、現在の導入

状況のレビューと、先ほどの Pöyry による導入見込み量の評価結果を整理している。 

また、2020 年代の低炭素技術導入に際しての主な障壁とその対応を整理している。投資

障壁に対しては長期契約を含む電力市場改革制度（Electricity Market Reform; EMR）を導入

しており、資金調達障壁に対しては特に CCS や洋上風力などリスクが高く資金調達が困難

な場合などに銀行等以外で可能性のある資金調達源を整理する等して対応している。 

 

今回アップデートされたシナリオについて、その策定プロセスと結果について説明され

ている。まず 2020 年における排出予測から出発するが、これは最新のエネルギー需要予測

や低炭素電源に対する政府ファンドなどの最新の EMR 達成計画に基づき予測する。2010 年

における第四次カーボンバジェット案の策定時よりも削減スピードは速いと予測され、こ

れは 10%程度の需要減に起因するところもあるが、バイオマスへの転換や CCS 付帯による

石炭火力からの排出減と、原子力のプラント寿命延長に主に起因する。2010 年時点で

109MtCO2 と予測された 2020 年における電力部門からの排出量は、64MtCO2 にアップデー

トした。原単位は 323gCO2/kWh から 210gCO2/kWh となった。 
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図 2-22 2020 年における電力部門のシナリオ 

出典）Technical report – sectoral analysis of the cost-effective path to the 2050 target, CCC, December 2013 

 

2030 年に向けては、電力需要は DECC のエネルギーモデル予測による 398TWh（2030 年）

を用い、当初案より約 3%減。建物、熱、交通部門において、照明の効率改善、ヒートポン

プ導入、電気自動車導入により、電力需要は当初案より約 13%減。上述の通り、2020 年に

おける排出予測が下がったことを受け、2030 年までの原単位改善（2030 年で 50gCO2/kWh）

は緩やかとなった。電源構成については、正確な予測は不可能で不必要であるが、低炭素技

術のポートフォリオは重要であり、本シナリオにおいては 2030 年に原子力 17GW 上限、陸

上風力 15~25GW、洋上風力 25GW 以上、CCS 5~15GW を例示しており、これは現在のプロ

ジェクトの計画や技術開発・コスト低減の想定、EMR 達成計画におけるシナリオに基づけ

ば実現可能である。また、DECC の最新の安全基準である電力損失 3 時間/年未満と整合を

取るよう設計された。これらを積み上げ、アップデートしたシナリオを作成した。 
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図 2-23 2010 年~2030 年における電力排出原単位の推移 

出典）Technical report – sectoral analysis of the cost-effective path to the 2050 target, CCC, December 2013 

 

シナリオは現時点で最適な証拠に基づき構築したが、例えば原子力のコストが思ったほ

ど下がらなかったり、CCS が効果的な脱炭素化技術として進展しなかったりといった不確

実性がある。この不確実性をモデルにより分析したが、100gCO2/kWh シナリオはそれでも

2050 年目標として十分であることが確認された。 

また、電力部門における早期の脱炭素化により、コスト削減にもなるとされている。削減

の遅延はコスト増につながり、そのコストを定量化している。例えば、2020 年代にガス火

力ではなく原子力に投資することで、炭素価格の上昇により、230 億￡（約 3.3 兆円46）の

便益があるといった試算をもとに、技術が確立した低炭素電源（原子力や陸上風力等）と未

成熟な低炭素電源（洋上風力と CCS）の両方に 2020 年代に投資することで、250~450 億

￡（約 3.6～6.5 兆円47）の便益が得られるとしている。このほかにも、早期脱炭素化による

便益として、脱炭素化に向けた主要技術である CCS の実用化による波及効果、課題解決へ

の対応や他の脱炭素化オプションの開発により時間をかけられ柔軟性が増すこと、低炭素

技術のサプライチェーンにおいてアドバンテージを得ること、エネルギーの輸入依存の削

減等を挙げている。 

 

 

 

                                                        
46 為替レート 144.05 円/£で換算。三菱 UFJ 銀行 2018 年 8 月 7 日における TTS 148.10 円/£と TTB 140.10

円/£の平均値を採用。 
47 為替レート 144.05 円/£で換算。三菱 UFJ 銀行 2018 年 8 月 7 日における TTS 148.10 円/£と TTB 140.10

円/£の平均値を採用。 
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2.1.4 適応計画 

気候変動への適応計画については、CCC の下部組織である Adaptation Sub-Committee（適

応分科会; ASC）が政府に対し専門的アドバイスを行う体制で策定・評価が行われている。 

 

表 2-11 気候変動への適応にかかるレポート 

No レポート名（発行者） 概要 

21 UK Climate Change Risk 

Assessment 2017（CCRA） 

（ Department for 

Environment, Food & Rural 

Affairs） 

・ 主要な気候変動によるリスク及び機会に対する英国政

府の見解を示すもの。5 年毎に発行される。 

・ 適応分科会が特定した６つの優先リスク分野（洪水・

海岸変化、高温による健康被害、水不足、天然資源、食

糧生産・貿易、害虫・外来種による病気）について言

及。 

22 National Adaptation 

Programme（NAP） 

（ Department for 

Environment, Food & Rural 

Affairs and Department of 

Health and Social Care） 

・ リスクに対処し機会を創出することで、将来の気象状

況にうまく適応するのを手助けする政策・行動につい

てまとめているもの。同じく 5 年毎に発行される。 

23 2017 Report to Parliament – 

Progress in preparing for 

climate change 

（ASC） 

政府が策定した適応計画に対する CCC による評価 

・ 適応計画について次図の通り見直しや評価を実施。 

・ 本レポートでは必要な政策や研究の提案などが記載さ

れている。本レポートに対する政府の回答も別途ある。 

 

※ 適応関連の資料は主要なもののみリストアップしている。  
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2.2 ドイツ 

2.2.1 ドイツにおける中長期的なエネルギー・温暖化関連の政策・目標策定プロセス 

ドイツは 2016 年 11 月に Climate Action Plan 2050 を採択し、これをパリ協定に基づく長期

低炭素発展戦略として国連にも提出した。2013 年の連立合意において 2050 年までに GHG

排出量を 1990 年比 80～95%削減する目標を定め、この達成に向けた具体策を広範囲な対話

プロセスを経て設定したのが Climate Action Plan の始まりである。2030 年に 1990 年比 55%

削減との中間目標達成に向けて、Climate Action Plan ではセクター毎に必要となる発展の道

筋を描き、対策をリスト化し、政策・対策をモニタリングし更新するプロセスを記している。 

Climate Action Plan は広範囲な対話プロセスを経て策定されたことが大きな特徴であり、

策定プロセスを次図に示す。2015 年 6 月から開始されたプロセスでは、連邦州・自治体・

各種団体などが参加し、2030 年までの戦略的な対策を検討し、2016 年 3 月に 97 の対策を

連邦政府に提出した。これを加味し、また科学的研究・シナリオ48に基づき、連邦環境・自

然保護・原子炉安全省（Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear 

Safety ; BMU）が主体となって Climate Action Plan を策定した。2018 年末までに 2030 年目標

の達成に向けた、削減効果を定量化しうる対策（programme of measures）が連邦議会下院で

のコンサルテーションを経て開発される予定となっている。 

今後 Climate Action Plan は 5 年毎に見直すこととされており、最初の見直しは 2019 年後

半又は 2020 年前半を予定しており、対策の見直しも伴う。自然・社会科学分野から選ばれ

る研究機関で構成されるプラットフォーム49が、見直しに必要な科学的分析など広範なサポ

ートを担う予定であり、見直し時にも広範な対話プロセスを実施予定である。また、2015 年

に政府が設立した The Climate Action Alliance と呼ばれる連邦州・自治体・社会のあらゆるグ

ループの代表で構成される同盟が、Climate Action Programme 202050の対策実施と共に、

Climate Action Plan 2050 の対策実施のサポートをする。なお、政府は進捗確認のため毎年レ

ポートを準備する。 

 

 

                                                        

48 下表の文献５～９を指すものと考えられる。 

49 プラットフォームを構成する機関はドイツ政府が今後任命する予定

https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/greenhouse-gas-neutral-germany-2050/

（閲覧日：2018 年 7 月 18 日） 

50 Climate Action Programme 2020 は、2014 年 12 月に承認されたもので、2007 年に設定された 2020 年まで

に GHG 排出量を 1990 年比 40%削減との目標達成のためのアクションプログラム。詳細は、下記 URL 参

照。https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/climate-action-programme/（閲

覧日：2018 年 7 月 6 日） 

https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/greenhouse-gas-neutral-germany-2050/
https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/greenhouse-gas-neutral-germany-2050/
https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/national-climate-policy/climate-action-programme/
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図 2-24 Climate Action Plan 2050 の策定プロセス 

出典）Climate Action in Figures Facts, Trends and Incentives for German Climate Policy 2017 edition, BMU 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_in_zahlen_2017_en_bf.pdf 

（閲覧日：2018 年 7 月 5 日） 

 

2.2.2 Climate Action Plan 2050 の策定 

前述の通り、Climate Action Plan は広範囲な対話プロセスを経て策定されたことが大きな

特徴であり、本対話プロセスで検討された 2030 年までの 97 の対策を反映している。対話

プロセスでは、①連邦州・自治体・各種団体（100 以上の団体が参加。Federation of German 

Industries; BDI、Association of German Chambers of Commerce and Industry; DIHK、 German 

Renewable Energy Federation ; BEE 、Die Waldeigentümer e. V. – AGDW (Forest Owners’ 

Association)など）の代表、②一般市民、の二つの参加プロセスが設定され、①の代表はさら

に５つのワーキンググループ（農業・土地利用 WG、産業・貿易・商業・サービス WG、エ

ネルギーWG、建物 WG、運輸 WG）に分かれての議論も行われた。 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_in_zahlen_2017_en_bf.pdf
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図 2-25 Climate Action Plan 2050 の対話プロセス 

出典）Broad dialogue on the German government’s Climate Action Plan 2050, BMU 

https://www.bmu.de/en/publication/broad-dialogue-on-the-german-governments-climate-action-plan-2050/ 

（閲覧日：2018 年 7 月 5 日） 

 

なお、Climate Action Plan は BMU が主体となって策定されたが、BMU の作成した当初案

に基づき、経済エネルギー省（Federal Ministry for Economic Affairs and Energy; BMWi）と協

議が行われた。その結果、セクターごとの排出削減目標が削除される、運輸部門は不相応に

高い CO2 削減が求められていたのが野心的な貢献に修正される等の調整が行われた。 

 

Climate Action Plan 2050 策定に際して公表されている資料と、その概要について次表に記

す。 

 

 

https://www.bmu.de/en/publication/broad-dialogue-on-the-german-governments-climate-action-plan-2050/
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表 2-12 Climate Action Plan 2050 策定にかかるレポート 

No レポート名（発行者） 概要 

1 Climate Action Plan 2050 – 

Principles and goals of the 

German government's climate 

policy 

（連邦環境・自然保護・原子

炉安全省 ; Federal Ministry 

for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear 

Safety ; BMU） 

・ 2050 年までに GHG 排出量を 1990 年比 80-95％削減することを目指し、中間目標である 2030 年 55%

削減達成のため、セクター毎に 2030 年目標を定め、必要な対策を定めている。また、Climate Action 

Plan の更新スケジュールについても定めている。 

・ エネルギー部門については、経済・エネルギー省（Federal Ministry for Economic Affairs and Energy; 

BMWi）により設立予定である委員会で対策を検討し、可能であれば 2018 年内に結果を出す予定。 

・ エネルギー部門のほか、産業部門、建物部門、運輸部門、農業部門、土地利用・森林部門についても、

それぞれ対策が記載されている。 

2 Climate Action in Figures 

Facts, Trends and Incentives 

for German Climate Policy 

2017 

（BMU）2017 年 4 月 

・ Climate Action Plan 2050 に関して最も重要な情報を要約したもの。 

3 Broad dialogue on the German 

government’s Climate Action 

Plan 2050 

（BMU）2017 年 1 月 

・ Climate Action Plan 2050 策定に際して実施された広範な対話プロセスの詳細を記している。 

・ ①連邦州・自治体・各種団体、②一般市民、に分かれて議論し、①での議論に際して、科学的根拠に

ついては、Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg (IFEU)の支援を受けて、Wuppertal 

Institute for Climate, Environment and Energy が提供した。 

・ ①②の代表出席による会合などを経て、両者の提案を統合し、９７の対策を提案としてまとめた。 
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No レポート名（発行者） 概要 

4 Evaluation of stakeholder 

involvement in the compilation 

of Climate Action Plan 2050 

（Prognos AG（BMU が委

託））2017 年 8 月 

・ BMU は Prognos AG に、Climate Action Plan 2050 の作成プロセスへのステークホルダーの関与の評価

を委託した。本研究では、Climate Action Plan 2050 の対話プロセスがステークホルダーや市民の建設

的な関与を育むこと、対話プロセスの正当性・透明性・説明責任に対する負の影響を持つことを明ら

かにする。 

・ 主な評価手法は、インタビュー、グループディスカッション、資料の分析である。対話プロセスの参

加者に対しインタビューを行い、彼らを集めてシンポジウムを開催し、Climate Action Plan 2050 の見

直し等における今後の対話プロセスへの提案をまとめた。その他資料やインタビューの結果からも

今後の対話プロセスへの提案をまとめた。 

 

・ 今後に向けた提案としては、誰が対話プロセスに参加するか決定する際にプロセスの目的やグルー

プへの期待を明確に伝えること、参加者の期待を確認・モニターする等によりモチベーションを維持

すること、役割とタスクをプロセス開始前の段階で定義すること、議論と意思決定の枠組みについて

プロセス開始前に合意すること等があげられた。 
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No レポート名（発行者） 概要 

5 Climate Protection Scenario 

2050 

（ Öko-Institut e.V. 、

Fraunhofer ISI（BMU が委

託））2014 年 8 月 

※ドイツ語のみ 

・ 下記文献 6 の第一弾レポート。 

・ ただし、第二弾と同様に３つのシナリオ分析を実施しているが、シナリオ③は 95%削減ではなく、

90%削減となっている。 

・ Climate Action Plan 2050 の科学的根拠とされたのは、下記第二弾である。 

6 Climate Protection Scenario 

2050 second final report 

（ Öko-Institut e.V. 、

Fraunhofer ISI（BMU が委

託））2015 年 11 月 

※ドイツ語のみ。要約版は

英語もあり。 

※ ドイツ語版より、電力部

門の分析手法についてまと

めたものを MRI にて作成。 

・ Scientific bases for the Climate Action Plan 2050 として掲載されている文書 

・ BMU は科学者のコンソーシアムに委託し、2050 年目標をどう達成できるか、その達成手段がマクロ

経済にどのような影響を及ぼすかを検討した。 

・ この結果、３つのシナリオが分析される。①現在実施されている手段に基づくもの（現行手段シナリ

オ）、②2050 年までに GHG 排出量 80%削減を仮定したもの、③95%削減を仮定したもの。 

・ 要約版には、2 つのシナリオ（2050 年までに GHG 排出量 80％削減（1990 年比）、95％削減）の分析

結果のみが掲載されている。 

・ フルバージョン（2015 年 12 月発行）には、3 つのシナリオ（現行政策シナリオ、GHG 排出量 80%削

減、GHG 排出量 95%削減）、分析手法、分析結果に関する詳細情報が掲載されている。 
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No レポート名（発行者） 概要 

7 Overview of different 

scenarios for climate action in 

Germany 2050 

（ Öko-Institut e.V. 、

Fraunhofer ISI、IREES GmbH

（BMU が委託））2016 年 6

月 

※ドイツ語のみ 

・ Scientific bases for the Climate Action Plan 2050 として掲載されている文書 

・ BMU は、ドイツ国内における長期の気候変動対策行動のシナリオの過去の分析に照らして、複数の

シナリオの結果を分類する研究を委託した。 

・ 本研究において複数のシナリオが、Climate Action Plan 2050 に対する強固な声明と主な戦略を特定す

るために比較・評価された。評価は、部門横断で、マクロ経済的アプローチにより行われた。具体的

には、Climate Action Plan 2050 の科学的根拠として作成されたシナリオ（文献 5 の GHG90%削減、文

献 6 の GHG80％削減、GHG95％削減）と、2013 年に連邦環境庁（Umweltbundesamt; UBA）が公表し

たシナリオ（文献 8）、2014 年に BMWi が公表したシナリオ、2012 年に BMU が公表したシナリオの

分析結果について、様々な角度から比較評価を行っている。 

・ 次のステップでは、シナリオ分析に基づき、個々のセクターにおける削減戦略と選択肢の深い評価を

行い、本研究を補足するだろう。 

8 Background paper Germany 

2050 a greenhouse gas-neutral 

country 

 ( 連 邦 環 境 庁 ; 

Umweltbundesamt; UBA) 

2014 年 4 月 

・ Scientific bases for the Climate Action Plan 2050 として掲載されている文書 

・ 本研究は、2050 年目標によって達成される GHG ニュートラルの技術的な実現可能性を示すことを

目的としており、2050 年までに 1990 年比 95%削減が原理上は可能であることを示している。 

・ 現在利用可能な最善の技術に基づいた分析を行っており、新たな発明は想定していないが、既存技術

さらなる発展は想定している。また、本研究は異なるライフスタイルや消費パターンの変化などの行

動変革は想定していない。環境や健康側面による制約は考慮するものの、本研究は目標達成に向けた

技術的な解決策に注力している。ただし、技術的な解決策と行動変革を通じた GHG 削減とには密接

な関係がある場合（例えば交通、農業、廃棄物など）、議論している。 

・ ドイツは輸出超過であり、産業国であり、GDP 年成長率を平均 0.7％と想定。また、人口は 2005 年

の 8,250 万人から 2050 年までに約 12.5％減る前提。出生率は 1.4 人/女性で一定とし、平均寿命は増

加、平均 15 万人の移民を見込む。 
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No レポート名（発行者） 概要 

9 Energy Scenarios for an energy 

concept of the German 

Government 

※リンク切れのため詳細不

明 

・ Scientific bases for the Climate Action Plan 2050 として掲載されている文書 
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(1) Climate Protection Scenario 2050 second final report（Klimaschutzszenario 2050 2. 

Endbericht） 

Climate Action Plan 2050 を策定するにあたり、BMU は、自治体、関係団体、国民との対話

プロセスを通して措置を検討する一方、学術的根拠とするための 2050 年までのシナリオ分

析を Öko-Institut と Fraunhofer-ISI に委託した。シナリオ分析は、大きく変動するエネルギ

ー・政策状況を考慮し、毎年更新して実施され、2014 年 8 月に第 1 弾、2015 年 11 月に第 2

弾のシナリオ分析報告書「Climate Protection Scenario 2050」が公表された。 

そして、第 2 弾の報告書が、Climate Action Plan 2050 作成のための学術的根拠となる最終

報告書とされた。この中には、シナリオの定義、分析方法、パラメータ、シナリオ分析結果、

経済的影響などについて記載されており、その概要についてここで紹介する。 

 

本レポートの主な調査課題は下記である。 

・ 現在のエネルギー・気候変動政策を続けた場合、GHG をどの程度削減可能か。 

・ 気候変動対策目標を達成するために、どのような措置と戦略が必要か。 

・ 消費者や経済に対し、どのような費用・便益（効果）が生じるか。 

本レポートでは、以下 3 通りのシナリオが分析された。 

・ 現在（2012 年 10 月）の政策を 2050 年まで実施する設定（現行政策シナリオ） 

・ 2050 年までに GHG 排出量 80%削減（1990 年比）を仮定したもの 

2050 年までに GHG 排出量 95%削減（1990 年比）を仮定したもの（第 1 弾では 95％の代

わりに、90％削減のシナリオを分析） 

1）シナリオ分析に使用した前提条件、モデル 

分析では、人口の推移、経済・経済構造の発展、エネルギー価格の推移、政策・措置の推

定について仮定を置き、これをベースとしてシナリオ分析を行った。 

また、部門別の GHG 排出量や必要な情報・係数の算出に利用したモデルは次表のとおり

である。また、GHG 排出量収支は、ドイツにおける 2013 年の温室効果ガスインベントリ報

告書のロジックに基づいて算出している。 

 

表 2-13 エネルギー由来の燃料プロセスによる GHG 排出量算定に利用するモデル 

部門 モデル開発機関 モデル名 

建物（住居・非住居の熱需要） Fraunhofer ISI ERNSTL 

EE-Lab 

INVERT 

産業・商工業・家庭機器 記載なし FORECAST（エネルギー

需要モデル） 

交通 Öko-Instituts TEMPS 

Fraunhofer ISI ASTRA-D 
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部門 モデル開発機関 モデル名 

化石燃料・再エネ発電 Öko-Instituts ELIAS 

PowerFlex 

Fraunhofer ISI PowerACE 

エネルギー消費量の統合、一次エネ

ルギー消費量やその他変換部門の

エネルギー投入量の計算 

Öko-Instituts 記載なし（統合モデル） 

出典）Climate Protection Scenario 2050 second final report（Klimaschutzszenario 2050 2. Endbericht）, 2015 年

12 月 18 日, Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 

 

 

図 2-26 使用したモデルの概要 

出典）Climate Protection Scenario 2050 second final report（Klimaschutzszenario 2050 2. Endbericht）, 2015 年

12 月 18 日, Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 

 

2）電力部門のモデル化 

電力部門をモデル化するために、3 つのモデル PowerACE、ELIAS、PowerFlex が使用され

た。 

まず、EUMENA 地域（ヨーロッパ、中東、北アフリカ）全体の発電所投資と発電所利用

（運転）を最適化する発電所モデル PowerACE を用いて、ドイツを EUMENA 地域の一部と

燃料、地域熱需要 
電力需要 

発電電力（総） 
再エネ発電 

コージェネ熱生産 

発電 

コージェネ調整 

家庭 

商工業 

交通 

産業 

最終エネルギー消費 一次エネルギー消費 

その他発電所 

温水供給設備 

変換部門 

精製 

産業用発電所 

公的供給用発電所 

精製用発電所 

GHG 排出量計算 
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見なし、ドイツに輸入、ドイツから輸出される電力フローを時間単位で計算する。この電力

フローが、ELIAS・PowerFlex に外因として提供される。 

投資モデル ELIAS(Electricity Investment Analysis)で、ドイツの発電所の展開（閉鎖、投資

（新設・改修）等）を調べる。ELIAS で導き出された今後の発電所構成を電力市場モデル

PowerFlex に入力する。PowerFlex は、電力需要を満たすよう、従来型発電所、再エネ設備や

揚水、デマンドレスポンス等柔軟性を最小コストで利用する方法を算出する。ここで算出さ

れた発電所の利用時間を ELIAS に戻して、発電所の閉鎖、投資について再計算する。発電

所の構成と発電所の電力供給に関する収束結果が出るまで、ELIAS、PowerFlex 間のやり取

りを繰り返す。その結果、EUMENA 地域からのドイツへの電力輸入を考慮に入れた、ドイ

ツの発電所の構成と燃料ミックスが得られる。 

 

図 2-27 電力部門に使用する 3 つのモデルの相互関係 

出典）Klimaschutzszenario 2050 2. Endbericht（Klimaschutzszenario 2050 2. Endbericht）, 2015 年 12 月 18 日, 

Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI , 62 頁）に日本語による説明を MRI 追記。 

3）再エネ・化石燃料由来の発電電力量の算出に利用するパラメータ 

年度別の発電所の構成は、既存容量とモデル計算された増設容量（新設）から成る。 

既存容量については、電力市場向けでない発電所等の場合は、予め設定された技術的な

寿命で閉鎖とされる。電力市場に供給している従来型発電所の場合は、経済的な運転が可

能かどうか（売電利益が年間の固定費用を上回るか）により、寿命を過ぎても改修して運転

するか、もしくは早めに停止（一時的に停止し系統安定化用として活用）するか、モデル

（ELIAS）を用いて決定される。  

既存発電所の閉鎖と電力需要推移から必要な発電所の増設容量が決まる。その際、最低

限の増設容量が予め定められている再エネ等を考慮に入れる。また、新設される従来型発

電所やコージェネを計算するため、予めタイプ別の経済的平均費用を設定する。この費用

計算には、投資費用、建設期間中の利子、固定運転費（従業員、保守管理、保険にかかる

費用）や燃料費、CO2 価格、発電所に関係する政策などが含まれる。 

入力情報 
・需要 
・燃料価格 
・投資コスト 
・学習曲線 
・… 

PowerAce (ISI) 
EUMENA 地域について 
・発電所投資 
・発電所ディスパッチ 
・越境電力フロー 
を最適化する 

輸入／ 

輸出 

ELIAS (ÖI) 
ドイツについて 
・発電所閉鎖 
・発電所投資 
を最適化する 

利用時間 

PowerFlex (ÖI) 
・発電所ディスパッチ 
を最適化する 

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツの 
電源構成 
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なお、再エネの導入量については、再エネ法（EEG）で定められている普及拡大の目標を

考慮しながら、現在の状況や参考資料の情報を加味して、シナリオごとに設定した。 

表 2-14  EEG2014 による再エネ導入目標（参考） 

再エネの種類 導入目標 

太陽光 2,500MW／年（グロス） 

陸上風力 2,500MW／年（ネット） 

洋上風力 総設備容量を 2020 年までに 6.5GW、2030 年までに 15GW 

バイオマス 100MW／年（グロス） 

出典）Klimaschutzszenario 2050 2. Endbericht（Klimaschutzszenario 2050 2. Endbericht）, 2015 年 12 月 18 日, 

Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 

 

上記のほか、廃棄物発電、電力消費量（柔軟性オプションの利用による消費量含む）、柔

軟性と蓄電設備、電力輸出入、排出量取引などを考慮に入れる。 

4）分析結果 

シナリオ分析の結果として、全体のGHG排出量の推移と、発電電力量の推移を以下に示

す。英語サマリーに示された結果と、電力部門についてはドイツ語本編に示されたさらに

詳細な結果を掲載した。 

 

表 2-15 1990 年と 2050 年における GHG 排出量および削減率 

 

出典）Climate Protection Scenario 2050, Summary of second final report, Study conducted on behalf of the German 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Berlin, 26.07.2016, 

Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 
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図 2-28 80%削減シナリオにおける発電電力量及び電力輸出入の推移 

出典）Climate Protection Scenario 2050, Summary of second final report, Study conducted on behalf of the German 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Berlin, 26.07.2016, 

Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 

 

図 2-29 95%削減シナリオにおける発電電力量及び電力輸出入の推移 

出典）Climate Protection Scenario 2050, Summary of second final report, Study conducted on behalf of the German 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Berlin, 26.07.2016, 

Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 
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凡例： 

Kernenegie:原子力 Braunkohle：褐炭 Steinkohle：石炭 Erdgas：天然ガス 

Erneubare：再エネ Sonstige:その他 Pumpspeicher：揚水  

Backup-Kraftwerke バックアップ電源 

 

図 2-30 現行政策シナリオにおける発電電力量推移 

出典）Climate Protection Scenario 2050, Summary of second final report, Study conducted on behalf of the German 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Berlin, 26.07.2016, 

Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 
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図 2-31 80％削減シナリオにおける発電電力量推移 

出典）Climate Protection Scenario 2050, Summary of second final report, Study conducted on behalf of the German 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Berlin, 26.07.2016, 

Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 

 

図 2-32 95％削減シナリオにおける発電電力量推移 

出典）Climate Protection Scenario 2050, Summary of second final report, Study conducted on behalf of the German 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Berlin, 26.07.2016, 

Öko-Institut e.V. Berlin office and Fraunhofer ISI 
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(2) Background paper Germany 2050 a greenhouse gas-neutral country 

2050 年目標の技術的な実現可能性を示す目的で UBA が実施し、Climate Action Plan 2050

の科学的根拠の一つとされた研究。エネルギー・交通・産業・廃棄物及び廃水・農業・LULUCF

の部門別に検証した結果として、2050 年までに 1990 年比 95%削減が原理上は可能であるこ

とを示している。 

現在利用可能な最善の技術に基づいた分析を行っており、新たな発明は想定していない

が、既存技術さらなる発展は想定している。また、本研究は異なるライフスタイルや消費パ

ターンの変化などの行動変革は想定していない。また、ドイツは輸出超過であり、産業国で

あり、GDP 年成長率を平均 0.7％と想定。また、人口は 2005 年の 8,250 万人から 2050 年ま

でに約 12.5％減る前提。出生率は 1.4 人/女性で一定とし、平均寿命は増加、平均 15 万人の

移民を見込む。こうした前提に基づき分析を行っている。分析に使用した具体的なモデルの

説明等は掲載されていない。 

 

ここでは、エネルギー部門を例に、その内容を取りまとめる。エネルギー部門は以下の構

成となっている。 

１． 概要 

２． 2010 年のエネルギー供給 

３． GHG ニュートラルなエネルギー供給に向けた技術的可能性とポテンシャル 

４． 2050 年の最終エネルギー消費 

５． 2050 年の GHG ニュートラルなエネルギー供給 

６． まとめ 

１．では、本章の目的を整理しており、再生可能エネルギー源により完全に GHG ニュー

トラルなエネルギー供給をバーチャルには達成可能であることを示すこと、また、さまざま

な形態の最終エネルギーを提供するための技術オプションも提供すること、GHG ニュート

ラルなエネルギー供給は再生可能エネルギーを主要な電源とすること、長期目標を CCS や

原子力なしで省エネ・エネルギー効率向上・再エネ活用で達成しうることを示すとしている。 

 

２．では、現状の一次エネルギー供給・電力供給・熱供給・最終エネルギー消費の燃料構

成、エネルギー貯蔵の容量、エネルギー起源 GHG 排出量、を俯瞰している。 

 

３．では、まず再生可能エネルギーの種別（太陽光、水力、地熱、バイオマス、洋上風力、

陸上風力）ごとに、ドイツ国内のポテンシャルを推計し、エネルギー効率化対策が並行して

実施されるのであれば、少なくとも 2050 年までは再生可能エネルギーの技術的なポテンシ

ャルに制限はないとしている。 

また、ドイツの電力供給全てを再生可能エネルギーに転換できる可能性については、ドイ

ツ環境省のエネルギー目標 2050 の中で示されている。風力・PV といういずれも変動する

エネルギー源が主要な電力供給源となった場合、数年間の気象データと各種仮定のもと残

余需要（総需要から変動電源による発電量を差し引いた値）を算出したシミュレーションで

は、正の値となることも負の値となることもある結果となった。これに対応するには、状況
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に適した蓄電技術を組み合わせる必要があり、バックアップ電源なども用いる。 

さらに、GHG ニュートラルなエネルギー供給における、水素とメタンの役割の重要性に

ついても言及している。Power-to-gas は発電のみでなくエネルギー市場全体で重要な役割を

担い、特に運輸部門で早期の実現が予想され、技術が確立されれば GHG ニュートラルな原

材料の提供も可能となる。研究開発への支援の必要性などを訴えている。 

最終エネルギー消費の大部分を占める熱については、大きな省エネポテンシャルがあり、

再生金王エネルギー源での GHG ニュートラルシステムへの転換が可能であるとし、エネル

ギーの輸入については、輸入形態、輸入先の距離などでコストが異なり、いずれにしてもイ

ンフラ整備が必要としている。 

 

４．では、家庭、交通、商業、産業の部門別に最終エネルギー消費量の推計をしており、

長期的に再生可能エネルギー源による供給への完全な転換は可能であるが、その達成には

エネルギー効率化が必要としている。産業プロセスや空調・交通で電化が進むが合計電力消

費は現在と同程度でこれを可能にするのは省エネである。家庭部門の熱需要は大幅削減、産

業・商業部門の最終エネルギー消費は 2010 年比おおよそ半減などのシナリオとなっている。 

 

５．では、推計された最終エネルギー消費をもとに、損失などを考慮した上で、電力、熱・

原料利用、交通燃料向けの必要エネルギー量を推計している。また、GHG ニュートラルな

エネルギー供給を実現するためには、再生可能エネルギー電気が大部分を占める必要があ

ること、再エネ起源の水素なしでも GHG ニュートラルは達成可能だが、活用した方がエネ

ルギー効率の点で有益であることなどにも言及している。 

 

６．では、まとめとして、長期目標達成には電力供給の GHG ニュートラル化のみならず、

熱・輸送燃料も含むエネルギー供給の GHG ニュートラル化が必要であり、技術的には可能

であること、長期的には電化が想定されるため、電力需要の大幅削減は困難であること、な

ど、これまでの内容をまとめて締めくくっている。 

2.2.3 進捗管理 

Climate Action Plan の進捗確認のため、政府は毎年レポートを準備することとなっている。

これまで主に Climate Action Programme 2020 の進捗状況確認を目的として、Climate Action 

Report が毎年準備されてきたが、これを継続する予定である。 

また、今後 20 年の排出削減効果をモデル分析した Projection Report が 2 年に一度発行さ

れているが、Climate Action Report において参照されている。 
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表 2-16 Climate Action Plan 2050 進捗管理にかかるレポート 

No レポート名（発行者） 概要 

10 Climate Action Report 2016 

On the German government’s 

Climate Action Programme 

2020 

(BMU) 

 

・ 目標達成状況を定期的に審査するため毎年レポー

トを準備しているが、現在は Climate Action 

Programme 2020 の進捗確認が主目的であるが本レ

ポートは 2020 年以降も継続する予定。 

・ 現在の削減手段や各分野の排出傾向、予想削減量な

どの進捗を示すため、レポート形式は既存フォーマ

ットを考慮して決定する。 

11 Projection Report 

※最新版は 2017 年 5 月発行 
・ ２つのシナリオ下での、今後 20 年の気候変動対策

による排出削減効果をモデル分析したレポート。 

・ 2 年に一度発行されるもので、EU 加盟国としての

義務によるもの。 

12 Climate Protection Report 

※最新版は 2017 年 6 月発行 

※ドイツ語のみ 

・ Climate Action Plan 2050 の年一回のモニタリングと

評価を掲載するものと説明されている51。 

・ 最新の 2017 年版では、2020 年における GHG 排出

量は 1990 年比 32％減と予測され、目標値である

40%減を達成できない見込みとされている。目標値

とのギャップを埋めるために採択された Climate 

Action Programme 2020 では不十分であり、予期せ

ぬ経済成長や人口増も目標不達成見込みの一因と

説明している52。 

(1) Climate Action Report 

Climate Action Report2016 に掲載されている主な内容は以下の通りである。 

1. 排出量実績・予測値 

2. 部門別の排出傾向・予測 

3. 主要な対策の評価 

4. 連邦州・自治体等の取り組み 

5. 経済影響 

6. Climate Action Alliance や Climate Action Plan 2050 について 

 

                                                        
51 環境省 第 7 回長期低炭素ビジョン小委員会（2016 年 11 月 20 日）, 資料 3 CLIMATE ACTION PLAN 

2050, 32 ページ https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-07.html 

52 現時点では German Energy Blog 2018 年 6 月 14 日記事” National 2017 Climate Protection Report: Germany 

to Miss Its 2020 Greenhouse Gas Emissions Target”より記載（閲覧日：2018 年 7 月 23 日） 

http://www.germanenergyblog.de/?p=20101 
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１では、排出量実績をガス別・部門別に整理し 1990 年比での増減を報告。また、上記

Projection Report でのモデル分析結果である 2035 年までの排出予測値について、主にどの部

門でどの程度削減が起こるかを考察している。Projection Report では、レポート作成時点ま

でに実施されたすべての対策を織り込んだ対策シナリオ（With-Measures Scenario; WMS）と、

追加対策の効果を織り込んだシナリオ（With-Additional-Measures Scenario; WAMS）の２つの

シナリオを分析している。WAMS に Climate Action Programme 2020 の対策が組み込まれて

いる。 

2 では、エネルギー産業、産業、商業・貿易・サービス、家庭、運輸、農業、土地利用・

森林、その他（主に廃棄物部門のメタン・窒素酸化物について）、の８つの部門に分けて排

出傾向を分析している。排出実績値の増減の要因についての考察や、Projection Report にお

ける２つのシナリオの排出予測値の差がどういった対策の結果生じるのかについて説明を

記している。 

３では、Climate Action Programme 2020 における主な対策のそれぞれの削減効果について、

専門家に委託し評価した結果を掲載している。事前の評価のためおおまかな評価であると

の断りのもと、対策ごとの 2020 年までの削減量を示している。対策実施の資金、排出量取

引、発電、省エネ、建物、運輸部門、非エネルギー起源排出、廃棄物処理、農業、土地利用・

森林、ベストプラクティス提示における政府の役割、研究開発、普及啓発等の分野を対象と

し、各分野の中で個々の対策毎に削減量を示している。 

４では、連邦州および自治体が実施している気候変動対策の概要を BMUB のウェブサイ

トに掲載したこと、市民らによるボトムアップのイニシアティブは重要であり、市民のアイ

デアに各種団体等が出資できる仕組み等を通じて今後も支援していくことを記載している。 

5 の経済影響については、Climate Action Programme2020 等に位置付けられた対策を実施

した場合の費用便益分析を外部機関に委託して実施した結果、省エネメリットは投資を

1500 億ユーロ上回り、特に家庭部門では 260 億ユーロの便益が出る。連邦政府の歳出やそ

の他部門にも恩恵があるが、エネルギー産業だけは天然ガス等高価な一次エネルギー利用

が増えることから約 100 億の負担が増え、エネルギー転換部門は便益はでない。また、労働

市場では 2020 年に 43 万人の雇用が追加で創出されるとの試算結果が出た。 

６のうち Climate Action Alliance については下記で詳述する。Climate Action Plan 2050 につ

いては、ちょうど策定が進められている段階であったことからその概要が紹介されている。 

 

なお、2019 年 2 月 6 日に 2018 年の報告書が承認53され、ドイツにおける 2020 年の温室効

果ガス排出量は、目標が 1990 年比で 40%削減であるのに対し、約 32％削減となると予測さ

れている。2020 年目標は達成できないことがほぼ確実となったが、1990 年比 55％削減とい

う 2030 年目標に向けて対策を進めることとなる。 

 

                                                        
53 BMU プレスリリース, 閲覧日：2019 年 3 月 11 日 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/kabinett-billigt-klimaschutzbericht-2018/ 



 

141 

 

(2) Climate Action Alliance 

Climate Action Programme 2020（以下、プログラム）を採択した際に、プログラムの実施

を支援する目的54で、BMUB を主導機関として政府が設立したのが Climate Action Alliance で

ある。Climate Action Alliance のメンバーは、プログラム実施のモニタリングと、2020 年目

標達成に向けた独自のイニシアティブの開発が義務付けられている。 

連邦州、自治体、市民団体、すべての部門を網羅する団体の代表で構成され、分野横断的

なアプローチの開発を促したり、政府の代表と議論したりする。Alliance の会合が半年に一

度、春と秋に開催され、プログラムの下で提案する対策などについて参加者が作成する説明

資料に基づいて議論が行われる。Alliance にはテーマごとに 16 のグループがあり、他のテ

ーブルから関心のある参加者も参加してテーブル毎に議論が行われる。例えば 2015 年秋の

会合では、運輸テーブルにおいて、長距離旅客輸送の CO2 排出削減、乗用車の CO2 排出削

減、鉄道と環境提携の強化、代替燃料の利用について、現状の紹介と具体的な提案がなされ、

合意に至った。また、2016 年秋の会合では BMUB が作成した Climate Action Report のドラ

フトに対して意見が出され、後に政府がそれを考慮した。 

参加者が作成した説明資料で挙げられた課題の多くは、既に連邦政府レベルでの議論が

行われている。いくつかの提案は 2020 年以降を見据えており、Climate Action Plan 2050 の

対策の議論に組み込まれている。 

ドイツ政府は対策実施を伴う際、Climate Action Alliance の形態が適切であると分かったた

め、Climate Action Plan 2050 の採択時に Alliance を 2020 年以降も継続することを決定して

いる。 

なお、Climate Action Alliance の加盟団体の例を次表に示す。これは第 1 回の会合における

テーマごとの発表者と推察される。なお、2019年 11月に開催予定の会合のアジェンダでは、

参加者数は 170 人を予定していることが記されている。 

次表は Climate Action Alliance が設立された 2015 年時点でのグループを整理しているが、

2019 年 11 月開催予定のものはやや改変されたグループ構成となっており、これを次の表に

示した。 

 

表 2-17 Climate Action Alliance グループごとの加盟団体例（第 1 回会合時） 

グループ 団体名 

連邦州 バイエルン州環境省 

ノルトライン・ヴェストファーレン州気候保護・環境・農業・

自然保護・消費者保護省 

バーデンビュルテンベルク州環境・気候・エネルギー産業省 

自治体 公益有限会社 ドイツ都市学研究所 (Difu) ／公共団体 ドイツ

都市会議 (DST) の代理 

テルトー・フレーミング郡 

社団法人 気候連携機構 (Klima-Bündnis) 

                                                        
54 第 1 回会合では、環境大臣により、Climate Action Alliance の設立趣意として、「2020 年目標達成にはセ

クター横断的な視点が不可欠であるため組織された。ここでは数値化（具体化）できない対策を議論する

ことも意図されている。」と述べられている。 
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グループ 団体名 

横断的 

経済分野 

工業、製作業・商業・

サービス業 

（業界団体） 

社団法人 ドイツ工業連邦連盟 (BDI) 

社団法人 環境志向型経営連邦ドイツ研究会 (B.A.U.M.) 

同族企業・中小企業・

手工業 

（業界団体） 

社団法人 ドイツ手工業中央連盟 (ZDH) 

 

建物産業、住宅産業、個人世帯（業

界団体） 

社団法人 連邦建築家会議 (BAK) 

社団法人 ドイツ家屋・土地中央連盟 (Haus & Grund) 

社団法人 ドイツ住宅・不動産企業連邦連盟 (GdW) 

エネルギー産業（業界団体） 社団法人 冷暖房・電熱併給エネルギー効率連盟 (AGFW) 

社団法人 連邦再生可能エネルギー連盟 (BEE) 

社団法人 バイオガス技術連盟 (FvB) 

交通（業界団体） 社団法人 ドイツ航空交通産業連邦連盟 (BDL) 

社団法人 ドイツ交通クラブ (VCD) 

社団法人 鉄道連携機構 (ApS) 

廃棄物、その他排出物（業界団体） 社団法人 ドイツ廃棄物産業協会 (DGAW) 

農業（業界団体） 社団法人 油脂・タンパク質植物振興連合会 (UFOP) 

環境保護、自然保護、気候保護（統

括団体） 

社団法人 GenderCC「気候公平性を求める女性たち」 

(GenderCC)／社団法人 LIFE 内 genanet「ジェンダー・環境・持

続可能性統括本部」 (genanet) 

社団法人 教育への１セント (BildungsCent) 

財団法人 緑の都市 (Die Grüne Stadt)／連邦造園・修景連盟 

(DGGL) 

社団法人 ドイツ環境・自然保護連合 (BUND) 

社団法人 ジャーマンウォッチ (Germanwatch) 

労働組合、社会保障団体 任意団体 ドイツ労働総同盟 (DGB) 

財団法人 ドイツ・オリンピック・スポーツ連合(DOSB) 

社団法人 ドイツ煙突清掃者中央連盟 (ZDS)  

消費者保護団体、賃借者保護団体 社団法人 ドイツ菜食者連合 (VEBU)  

社団法人 消費者本部連邦連盟 (vzbv) 

社団法人 ドイツ賃借者連合 (DMB) 

社会成長協力 社団法人 司教奉仕団 Misereor (Misereor) 

社団法人 福音教会福祉・成長奉仕団内 奉仕活動「世界のパ

ン」 (BfdW)  

学術 社団法人 フラウンホーファー協会システム・技術革新研究所 

(FhG ISI) 

有限会社 Ecofys Germany (Ecofys) 

有限会社 Adelphi (Adelphi) 

なし 連邦環境・自然保護・国土開発・原子炉安全省 (BMUB) 

出典）BMU, Auftaktsitzung Aktionsbündnis Klimaschutz, , 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Aktionsprogramm_Klimaschutz/aktionsbuendnis_klima

schutz_protokoll_auftaktsitzung_bf.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 5 日）より MRI 作成 
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表 2-18 Climate Action Alliance におけるグループ（2019 年時点） 

1.  建物産業、住宅産業、個人世帯 

2.  交通 

3.  エネルギー産業 

4.  自営業、商業、サービス業 

5.  経済一般、工業 

6.  消費者保護、賃借者保護 

7.  廃棄物産業、その他排出物産業 

8.  環境・自然・気候保護 

9.  金融部門、銀行 

10. 労働組合、社会保障団体、社会福祉団体 

11. 学術 

12. 社会成長協力 

13. 農業、林業 

14. 同族企業、中小企業、手工業 

15. 自治体 

＊  連邦州（積極的オブザーバーの地位） 

出典）BMU, Auftaktsitzung Aktionsbündnis Klimaschutz, , 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Aktionsprogramm_Klimaschutz/aktionsbuendnis_klima

schutz_protokoll_auftaktsitzung_bf.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 5 日）より MRI 作成 

 

2.2.4 今後の予定 

Climate Action Plan 2050 は 2016 年 11 月に決定されたばかりであり、関連するプロセスが

動いている最中である。既に言及しているが、直近で予定されている主な動きは下記の通り

である。 

・ 【2018 年末まで】2030 年目標の達成に向けた、削減効果を定量化しうる対策が連邦議

会下院でのコンサルテーションを経て開発される予定とされていたが、2018 年次報告

書の 2019 年 2 月 6 日の承認時においても、2030 年に 1990 年比 55％削減の目標につい

て、連邦政府が 2030 年の気候目標を確実に達成するための一連の対策を策定すること

が規定されているとするに留まっている。 

・ 【可能であれば 2018 年内】エネルギー部門について、経済・エネルギー省（BMWi）

により設立予定である委員会で対策を検討し、結果を出す予定。 

・ 【2019 年後半又は 2020 年前半】Climate Action Plan 2050 の最初の見直し実施。併せて

対策の見直しも実施。5 年毎の見直しを予定。 

 

このほか、2019 年 2 月に環境省が気候行動法の草案を首相府に送付した55。この案には、

以下のような内容が盛り込まれている。まだ議会にも提出される前の段階であり、この草案

                                                        
55 気候行動法案, https://www.klimareporter.de/images/dokumente/2019/02/ksg.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 11

日） 
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が今後どうなるかは不透明である。 

・ 1990 年比で 2020 年 40%削減、2030 年 55%削減、2040 年 70%削減という、これまで法

律に規定されていない目標値を盛り込む。 

・ 上記目標に対し、セクターごとの年間目標値を設定。 

・ セクターの所管省庁は、セクターの目標達成に責任を負い、目標達成に必要な措置を導

入し、目標未達の場合には他国から排出権を購入する費用も各省庁の予算で賄う。 

・ 独立した専門家団体（７人で構成）を設立し、毎年 Climate Action Report を評価し、勧

告を行う年次報告書を発行する。 
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2.3 フランス 

2.3.1 フランスにおける中長期的なエネルギー・温暖化関連の政策・目標策定プロセス 

(1) 低炭素発展国家戦略（SNBC：National Strategy for low-carbon development）の制定 

フランスでは縮原子力政策を推進することを目的としてエネルギー移行法案を制定し、

温室効果ガス削減と同時に再生可能エネルギー発電量比率を引き上げることを目指してい

る。エネルギー移行法案はカーボンバジェットを制定した法律によって補完されるとして、

分野ごとの排出削減目標について言及した政策文書である低炭素発展国家戦略（SNBC）が

2015 年 11 月に制定された。カーボンバジェットに関しては 2028 年までに 3 回のレビュー

を行い、目標を更新するとしている。第一回目の見直しは、2019 年 7 月までには行われる

予定である。 

 

 

図 2-33 国家低炭素戦略における分野ごとの排出削減目標 

出典）地球環境戦略研究機関「日本・フランス二国間連携長期シナリオ協力プロジェクト 2016-2017」 
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図 2-34 2028 年までの国家低炭素戦略のスケジュール 

出典）フランス環境・エネルギー・海洋省(2016 ) , ”French experience on long term energy & climate 

planning” 

 

カーボンバジェットは以下の図に示されるように、EU の基準を考慮し、セクター別に設

定されている。なお、2028 年までのカーボンバジェットが設定された時点では、土地利用

から生じる排出量についてフランスと EU の間で合意が行われていなかったため、ここでは

考慮されていないが、2019 年に設定される予定である 2029 年～2033 年のカーボンバジェ

ットには含まれることになっている。 

 

表 2-19 2015 年～2028 年の期間別のカーボンバジェット 

 

出典）フランスエコロジー・持続可能開発・エネルギー省(2015), ”France National Low-Carbon Strategy” 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC_France_low_carbon_strategy_2015.pdf 

 

SNBC のガイドラインとして設定されているより詳細なカーボンバジェットは、次頁の表

に示される通りである。このガイドラインは、2012 年から 2013 年に開催された全国討論会

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC_France_low_carbon_strategy_2015.pdf
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で使用された研究56と、2015 年にエコロジー省と ADEME によって行われた研究57などの先

行研究に基づいて設定されている。 

 

表 2-20 セクター別のカーボンバジェットのガイドライン 

 

出典）フランスエコロジー・持続可能開発・エネルギー省(2015), ”Stratégie Nationale Bas-Carbone : 

France National Low-Carbon Strategy” 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC_France_low_carbon_strategy_2015.pdf（閲覧

日：2018 年 12 月 6 日） 

 

 

                                                        

56 2020–2050 Trajectories Committee (2012), “Pathways 2020-2050 : Towards a low-carbon economy in France”. 

57 Ministry for the Environment and ADEME (2015), “Scenarios prospectifs 

Energie – Climat – Air pour la France a l’horizon 2035”. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC_France_low_carbon_strategy_2015.pdf
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表 2-21 国家低炭素戦略の分野別の対策 

 

出典）フランス環境・エネルギー・海洋省(2016 ) , ”French experience on long term energy & climate planning” 
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カーボンバジェットは 2015 年～2028 年にかけて、3 期にわたって設定されているが、以

下の図に示すように、毎年の目標も決められている。 

 

表 2-22 カーボンバジェットの年次目標 

 

出典）フランスエコロジー・持続可能開発・エネルギー省(2015), ”Stratégie Nationale Bas-Carbone : 

France National Low-Carbon Strategy” 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC_France_low_carbon_strategy_2015.pdf（閲覧

日：2018 年 12 月⒙日） 

 

各期間の終了時に、カーボンバジェットの達成状況の評価は EU 委員会あるいは国際連 

合枠組条約に報告される。評価指標は全体的な指標と EU 委員会などからの勧告に関する

指標の双方に分類されている。勧告に関する指標は分野横断的な指標とセクター別の指標

に分類され、各勧告については SNBC 中に記載されている。 

 

 

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNBC_France_low_carbon_strategy_2015.pdf
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表 2-23 カーボンバジェットの評価指標 

 Monitoring indicators Reference scenario Unit Measurement frequency 

O
ve

ra
ll in

d
ic

a
to

rs
 

Carbon footprint of France and French 

citizens. 

 MtCO2eq & 

MtCO2eq/h 

Annual (TBC) 

Total greenhouse gas emissions from 

France 

carbon budgets MtCO2eq annual 

Carbon capture by forests (Biological 

growth net of mortality, or the "carbon 

pump" effect) 

A reference scenario may be established later 

on, based on the PNFB-MEP-SNMB figures and 

CSF projections. 

MtCO2eq, based on 

Mm3 (IGN volume, 

and total air volume 

annual 

Annual variation in carbon stored in soil  MtCO2 annual 

Greenhouse gas emissions by sector and 

category 

trajectory forecast MtCO2eq annual 

Sectoral "Scope 2" emissions (dividing the 

emissions from the "energy production" 

sectors between those sectors which 

consume the energy 

 MtCO2eq annual 

(estimated overall contribution of the) 

agricultural sector 

including agricultural activities and those 

sectors upstream (agricultural supplies) and 

downstream (the food industry), for a better 

estimate of the substitution effects made 

possible by the bio-economy. 

MtCO2eq annual 

(estimated overall contribution of the) 

forestry-wood sector 

variation in forestry stock and wood products 

+weighted sum of material (incorporating 

substitution effects) and energy (idem) uses. 

Coefficient and reference year to be determined. 

A reference scenario may be established on the 

basis of the PNFBMEP-SNMB 

MtCO2eq annual 

Population 2015: 66.17M – 2035: 71.68M pop. annual 

GDP/capita Hypotheses from reference scenario €2010/hab annual 

Final energy consumption per unit of GDP AMS2 results Toe/person annual 

Average GHG emissions per unit of energy AMS2 results TCO2eq/Toe annual 

Surface area of home / resident Hypotheses from reference scenario m2 frequency to be confirmed 

出典）フランスエコロジー・持続可能開発・エネルギー省(2015), ”Stratégie Nationale Bas-Carbone : France National Low-Carbon Strategy” 
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 Monitoring indicators Reference scenario Unit Measurement frequency 

O
ve

ra
ll 

in
d

ic
a
to

rs
 

public investment (government) in creating a 

low-carbon society 

N/A M€ annual 

Estimate of total investment (private and 

public, including local authorities) in creating a 

low-carbon society 

N/A M€ annual 

C
o
m

p
e
titive

n
e
s
s
 a

n
d

 c
o
s
t 

Household transport budget Assessment of redistributive impact: compared with 

the trend-based scenario for all households, fuel 

savings of €215/year 2015-2028. 

% every 5 years 

Household energy budget Assessment of redistributive impact: compared with 

the trend-based scenario for all households, heating 

savings of €100/year for families in existing homes in 

the period 2015-2028 (improvement made possible 

by renovation work, see details infra). 

% every 5 years 

Cost of energy for companies (industry, with 

estimations for tertiary sector and agriculture 

based on their consumption trends) 

to be compared with European benchmark % value 

added  

every 5 years 

E
m

p
lo

ym
e
n

t 

Job offers and demand for green and 

green-related posts 

N/A index Base 

100 in 2010 

annual 

E
n

e
rg

y 

p
o
ve

rty 

People at risk of energy poverty  N/A % every 3 years 

A
ir 

Evolution of the air pollution index in 

urban environments 

N/A index Base 

100 in 2010 

annual 

R
e
s
o
u

rc
e
s 

Domestic consumption of materials and 

intensity 

N/A index Base 

100 in 2010 

annual 
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表 2-24 分野横断的な勧告の実施に関するカーボンバジェットの評価指標 

Number 

 

Chapter Recommendation Monitoring indicator Reference scenario / Reference 

based on past level 

1 

 

C
a
rb

o
n

 

fo
o
tp

rin
t 

Encouraging the inclusion of "Scope 3" elements in the 

greenhouse gas emission accounts (BEGES), when 

corresponding actions may be taken, while also supporting 

action plans to reduce these emissions. 

Number of BEGES which 

incorporate Scope 3 

emissions - Number of 

voluntary commitments 

Involving these emissions 

N/A 

2 

R
e
o
rie

n
tin

g
 

in
ve

s
tm

e
n

ts
 

 Increasing the price of carbon in domestic energy 

consumption taxes from €22/tCO2 in 2016 to €56 in 2020 

and €100 in 2030 (in € at 2015 value). This increase will be 

offset by a tax break on other products, activities or forms of 

revenue. 

Price levels indexed against 

carbon prices (min, max, 

weighted average) 

Price of CO2 under the ETS (excluding 

electricity): 7/tCO2eq (2015),  

10/tCO2eq (2020), €14/tCO2eq (2025), 

€35/tCO2eq (2030) Price of CO2 

outside ETS: carbon component of the 

TICPE (€22/tCO2 in 2016, 56 in 2020, 

100 in 2030 - in € at 2010 value) 

3 
Creating and deploying a guarantee fund for the energy 

transition 

private investment in the 

energy transition 

Results of the reference scenario 

4 

Making these fiscal advantages conditional upon the use of 

the money for green purposes (e.g. sustainable development 

accounts) 

  

5 

Promoting initiatives which further our ambition of 

establishing a carbon pricing system which covers the 

majority of the world's greenhouse gas emissions. 

Percentage of global 

emissions subject to carbon 

taxes 

Emissions covered in 2015 (see 

figure in section 3.2.ii) 

6 

Improving analysis of the carbon footprint and green 

footprint of assets held by institutional stakeholders (e.g. 

BPI France), improving non-financial reporting to provide 

clear information and ultimately implement compulsory 

greening of these investments. 

  

7 
Ensuring that financial stakeholders take carbon risk into 

account in their operational decisions 

  

出典）フランスエコロジー・持続可能開発・エネルギー省(2015), ”Stratégie Nationale Bas-Carbone : France National Low-Carbon Strategy” 
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Number 

 

Chapter Recommendation Monitoring indicator Reference scenario / 

Reference based on past level 

8 

S
u

s
ta

in
a
b

le
 

L
a
n

d
 m

a
n

a
g
e
m

e
n

t 

For agricultural land which has been temporarily abandoned or is no 

longer used for food production, we need to find innovative solutions to 

ensure that land resources are managed sustainably, capitalising on 

their productive potential for high-value-added food and non-food-

related purposes and/or uses which can directly or indirectly replace 

fossil fuels 

  

9 

Substantially reducing artificialisation by 2030 and stopping it entirely 

thereafter, while ensuring that we are still able to meet 

the requirements of our growing population, particularly in terms of 

housing 

Artificialisation of land 

(5-year development) 

in % 

80% reduction in artificialisation 

by 2035, stopped on long term 

10 

Improving analysis of the carbon footprint and green footprint of assets 

held by institutional stakeholders (e.g. BPI France), improving non-

financial reporting to provide clear information and ultimately implement 

compulsory greening of these investments. 

Percentage of French 

land covered by 

territorial cohesion 

plans (SCOT) 

incorporating criteria 

to reduce land 

consumption 

2014 level: 11.2% 

11 

S
u

p
p

o
rtin

g
 

lo
c
a
l p

ro
je

c
t im

p
le

m
e
n

ta
tio

n
 

Harmonising, in a progressive and iterative manner, the consistency of 

the quantitative objectives set at different levels 

Emissions by region N/A 

12 

Multiplying local projects, supporting their work and promoting their 

contribution (labels and certificates such as "positive-energy territories 

for green growth" and (TEPCV) "zero-waste, zerorefuse territories" 

(ZGZD)), while also making it easier to experiment 

Number of project 

zones (TEPCV, ZGZD) 

N/A 

13 

Getting all inter-municipal authorities involved with territorial Air-

Energy-Climate Plans (PCAET) or similar, facilitating access to the data 

required to produce local carbon accounts and action strategies. 

Number of PCAET put 

in place (proportion of 

eligible local 

authorities who have 

adopted a PCAET, 

within the post-LTECV 

context and calendar) 

Majority of France covered in the 

long term 

 

 



 

154 

 

Number 

 

Chapter Recommendation Monitoring indicator Reference scenario / 

Reference based on past level 

14 

R
e
s
e
a
rc

h
 a

n
d

 

in
n

o
va

tio
n

 

Nurturing the development and rapid spread of 

future technologies, moving towards a low-carbon 

planet 

Percentage (or volume) of investments in 

energy R&D devoted to low-carbon 

technologies, distinguishing between 

energy efficiency schemes and low-carbon 

energies (renewables and nuclear) 

2013 results : 167 M€ in energy 

efficiency and 787 M€ in low 

carbon energy production 

15 

Forming clusters of excellence in renewable 

energies, low-carbon technologies and energy 

efficiency, becoming industrial leaders in the field 

of low-carbon systems. 

Public spending on R&D covered by the 

DPT Climate policy document (including 

the 'Future Investment' scheme) 

 

16 E
d

u
c
a
tio

n
 

Involving schools in the implementation of the 

actions contained in the regional energy transition 

and green growth plans and programmes. 

Number of sustainable development 

education projects launched in primary, 

middle and high schools. 

N/A 

17 

Accelerating the transition to "sustainable" 

campuses, ensuring that schools and universities 

lead the way in terms of energy and ecological 

performance. 

  

18 

T
ra

in
in

g
 

Supporting the regional management strategies for 

jobs and skills (GTEC), with special focus on 

facilitating career changes linked to the ecological 

transition 

  

19 
Boosting the professional skills and reputation of 

the energy audit sector 
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Number Chapter Recommendation Monitoring indicator Reference scenario  

20 

T
ra

n
s
p

o
rt 

Improving the energy efficiency of vehicles: 

achieving an average of 2L/100 km for all 

vehicles sold in 2030 

Unitary consumption (fuel/km) of 

new and old cars 

Fall in unitary consumption (average of 

2l/100km for new vehicles by around 2030). 

21 
Developing the essential refuelling 

infrastructure 

Developing the essential refuelling 

infrastructure 

Developing the essential refuelling 

infrastructure 

22 
Introducing quotas for low-emission vehicles in 

public sector fleets (including buses) 

  

23 

Deployment [coordinating the deployment] of 

low carbon transport solutions [by all 

stakeholders] 

  

24 

Encouraging modal transfers by: Promoting 

clean, green mobility (walking and cycling, e.g. 

with tax incentives for cycling) Massification of 

rail and river transport 

Public transport and active 

mobility as a proportion of total 

passenger transport Percentage of 

freight transport by road/rail 

Between 2013 and the conclusion of the 3rd 

carbon budget: 2% reduction in road and 

domestic air travel as a proportion of all 

motorized passenger transport, -7% for 

freight transportation 

25 

Keeping the demand for transport under control, 

particularly by: reducing the distance between 

the place of production and place of 

consumption by nurturing the circular economy 

and short circuits, and encouraging the inclusion 

of remote working in companies' transport 

strategies and collective agreements 

km travelled per person and 

transportation of goods per unit of 

GDP (t.km/€) 

+2% km travelled/person by the end of the 

3rd carbon budget (compared with 2013), 

stabilising the number of tonnes x km/unit of 

GDP by 2050 (at 2013 level) 

26 

Supporting the development of car-sharing and 

mobility services allowing us to increase the 

rate of occupancy of vehicles 

average rate of occupancy of 

private vehicles 

+8% rate of occupancy for passenger 

transport by the end of the 3rd carbon 

budget (compared with 2013) 

27 

Improving the load factor of freight containers, 

supporting voluntary schemes such as the 

"Transporters' Programme" and "FRET21" 

Average load factor for HGVs +10% increase in the average load factor of 

HGVs by the end of the 3rd carbon budget 

(compared with 2013) 
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Number Chapter Recommendation Monitoring indicator Reference scenario  

28 

R
e
s
id

e
n

tia
l/ T

e
rtia

ry 

Reinforcing the use of life cycle analysis to assess the 

environmental impact of new buildings under future thermal 

regulations. Preparing for these regulatory changes with new 

quality labels etc. 

GHG emissions from 

construction (life-cycle analysis) 

N/A 

29 

Massification of energy renovations, focusing both on thermal 

insulation and the energy efficiency and environmental 

performance of systems (heating, hot water, cooking) 

private investment in the energy 

transition (Construction) 

Assumptions of the reference 

scenario 

30 

Removing barriers to investment, supporting energy 

renovation for low-income households and urging the 

financial sector to come up with dedicated instruments (such 

as third-party financing solutions) 

  

31 

Cutting down consumption by changing habits and minimising 

specific electricity usage, with information and 

communication campaigns aimed at consumers (focusing on 

hidden consumption and energy-saving techniques) as well as 

the use of price signals and regulations. 

Energy consumption by source 

and by use (12 lines) 

Assumptions of the reference 

scenario 

32 

Encouraging the replacement of the most carbonintensive 

heating systems (emissions of over 300gCO2/kWh of usable 

energy) with other, less GHGintensive heating systems – 

particularly renewable sources. 

 Assumptions of the reference 

scenario 

33 

Developing local chains devoted to the production and 

installation of low-carbon construction and renovation 

materials, (particularly bio-based materials such as wood), 

while also supporting the recycling of 

construction materials and waste which can be included in a 

buildings' life cycle analysis 

Volume of wood consumed by 

the construction sector; volume 

of wood used in buildings 

N/A 

34 
 Percentage of construction 

waste reused/recycled 

N/A 
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Number Chapter Recommendation Monitoring indicator Reference scenario  

35 

A
g
ric

u
ltu

re
 

Optimising the nitrogen cycle, supporting 

low-input farming practices and replacing 

mineral fertilisers with organic alternatives 

Sales of nitrogen-based 

fertilisers (in tonnes of nitrogen 

per year) 

average decrease of 30 units of mineral nitrogen 

per hectare by 2035 (from 2010 level, including the 

development of low-input practices, dosage 

optimisation and use of alternative fertilisers) 

36 

 efficiency of nitrogen fertilisers 

(sales of fertilisers / average 

yield of cereal crops) 

 

37 

Developing legume crops, increasing the 

duration of crop rotation periods and 

diversifying the crop mix 

Surface area planted with 

legumes 

more than 2M ha of legumes by 2035, of which 

900,000ha of large protein-crop farms 

38 
Optimising animal feed rations and working 

towards protein autonomy 

 developing legume crops and reducing the protein 

rations provided to over 50% of dairy cattle by 2035 

39 

developing legume crops and reducing the 

protein rations provided to over 50% of 

dairy cattle by 2035 

Surface area of permanent 

grassland and length/surface 

area of hedgerows 

restricting the reduction in permanent grassland to 

490,000 ha between 2010 and 2035 

40 

Developing soil coverage and increasing 

the proportion of organic matter in our soils 

Number of methanisation units 

on farms and volume of biogas 

produced 

40% of usable excrement to be methanised 

41 
Developing agricultural methanisation Percentage of construction 

waste reused/recycled 

N/A 

42 

F
o
re

s
ts

 -w
o
o
d

 -b
io

m
a
s
s 

Improving the management of small forest 

parcels to ensure that their rate of renewal 

is sufficient, for example by encouraging 

unification of separate parcels 

surface area of private forestry 

resources (under X ha) (10, 20, 

25?) 

 

43 
 Number and total surface area of 

GIEEF forestry groups 

cf. PNFB and the Strategic Contract for this sector 

44 

Introducing fiscal incentives for dynamic, 

sustainable resource management 

Minimum bar for effective 
property tax on small forestry 
parcels Monitoring the 
implementation of management 
strategies, supporting forestry 
investments. 
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Number Chapter Recommendation Monitoring indicator Reference scenario  

45 

In
d

u
s
try 

Encouraging the efficient use of bio-based resources in 

industry, construction, interior design, packaging, 

energy etc. 

- Volume of French wood used in the French 

construction, furniture, packaging, panel and 

paste-making sectors; volume exported for material 

uses. 2 - Volume of French wood used for energy 

purposes in France; average energy efficiency; 

volume of wood exported for energy use. 

 

46 
Attentively monitoring sustainability, particularly the 

impact on soils and biodiversity 

to be specified in the PNFB and/or SNMB (national 

biomass strategy) 

 

47 
Enhanced and shared monitoring of the flows of 

materials and economic data, 

(setting up the wood and forestry module and 

establishing joint economic monitoring) 

N/A 

48 

Improving energy efficiency to reduce the amount of 

energy and materials required to deliver a given output, 

with the help of GHG accounts and energy audits 

Energy intensity of industrial production 

(particularly the 7 most energy-intensive activities) 

Results of the 

reference scenario 

49 

Developing high-quality, universally-recognised energy 

efficiency services, and making us of third-party 

financing 

Share of investments devoted to energy saving 

measures in industry 

Results of the 

reference scenario 

50 
Promoting fatal heat recycling in industrial facilities 

and via heat networks 

MWh reused 10 TWh of fatal heat 

recovered in 2030 

51 

Developing the circular economy and increasing the 

rate of reuse and recycling, reducing the total quantity 

of waste in order to deliver products to market with 

lowemission, high-efficiency life cycle credentials. 

Material productivity and domestic consumption of 

materials, per capita 

N/A 

52 
Reducing the prevalence of high-GHG emission energy 

sources as a proportion of total energy supply 

Different sources as a proportion of total energy 

used by industry 

Results of the 

reference scenario 

53 E
n

e
rg

y 

p
ro

d
u

c
tio

n
 

Accelerating increases in energy efficiency, focusing 

our efforts on the most carbon-intensive energy 

sources 

Primary energy intensity of GDP Results of the 

reference scenario 

54 

Smoothing out seasonal and daily consumption peaks, 

in order to reduce the use of carbonised energy 

sources 

Average power requirement and  

peak consumption times 

N/A 
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Number Chapter Recommendation Monitoring indicator Reference scenario  

55 

E
n

e
rg

y p
ro

d
u

c
tio

n
 

Radical decarbonisation of the energy mix and 

centralised energy production by 2050 (Factor 10) 

gCO2/kWh ratio of electricity 

and heat networks 

N/A 

56 

Avoiding investing in new power stations running on 

fossil fuels. These will become useless in the medium 

term, as renewable energy sources continue their rise 

Authorised power from fossil 

fuels to meet basic or semi-basic 

energy requirements, since 

publication of the SNBC 

N/A 

57 

Increasing the flexibility of the system without increasing 

emissions, integrating renewable energies while also 

increasing the flexibility of the hydroelectric energy 

sector, intelligent networks and storage capacities. We 

must also take care to maintain and develop 

interconnections with neighbouring countries. 

Share of renewable energies in 

gross electricity production 

respecting our legal objectives (Art. L-

100-4) 

58 

Developing district heating networks and steering 

production towards renewable heat and recovery of fatal 

heat 

Share of renewable and 

recovered heat used in heat 

networks 

respecting our legal objectives (Art. L-

100-4) 

59 

W
a
s
te

 m
a
n

a
g
e
m

e
n

t 

Reducing the volume of waste produced (ecodesign, 

extending the lifespan of products, repairs, minimising 

food waste etc.) and promoting reuse 

Household waste Waste by sector (Base 100): In 2010 / 

2030: Storage ISDND :100 / 43 

Incineration UIDND: 75 / 64 Material 

reuse :44/ 62 Composting :33/ 57 

Methanisation: 3 / 14 

60 
Making better use of waste material which cannot be 

avoided (recycling) 

Flow of waste to storage ISDND  

61 
Using unavoidable waste which cannot be reused in 

material form for energy purposes 

  

62 

Reducing methane emissions from landfills and 

treatment plants, particularly non-recoverable gas 

Volume of methane captured 

and number of facilities 

connected for biomethane 

injection 

ISDND storage 2010/2030: rate of 

capture (%): 38%/70% Reuse of 

captured biogas (%): 59%/80% 

63 
Stop incineration unless the energy is captured andused.   
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炭素価格については、2008 年の 1 トン当たりの価格を 32 ユーロとして、2030 年には 100

ユーロを目標値としている。2030 年以降については、年率 4.5％の上昇率（後に 4.0％に S

修正）正）を継続することを目標としている。 

 

 
図 2-35 2050 年までの炭素価格の目標値 

出典）フランスエコロジー・持続可能開発・エネルギー省(2015), ”Stratégie Nationale Bas-Carbone : France 

National Low-Carbon Strategy” 

 

SNBC では、主にトレンドシナリオ（AME シナリオ：現状の対策が維持される場合）と

参照シナリオ（AMS2 シナリオ：SNBC で規定されている各種の対策が適用された場合）の

2 つのシナリオに基づいて、環境に関する政策がマクロ経済に与える影響についての予測を

行っている。予測には ADEME とエコロジー・持続可能開発・エネルギー省が開発した

THREEME モデルに加え、SEURECO58－ERASME が開発した NEMESIS (New Econometric 

Model of Evaluation by Sectoral Interdependency and Supply)モデルを使用し、二つのモデルの

推計結果を用いて分析が行われている。 

 

・THREEME モデルの概要 

THREEME(Multi-sector Macroeconomic Model for the Evaluation of Environmental and Energy 

policy)モデルは、需要が供給を決定するニューケインジアン・モデルであり、その構造は次

頁の図に示される通りである59。 

 

                                                        
58 SEURECO はエコール・サントラル・パリの ERASME チームの研究支援に従事する民間企業である。

ERASME チームは経済モデルの開発を行っている。 

59 THREEME モデルの概要は http://threeme.org/documentation.html に記載されている。 

http://threeme.org/documentation.html
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図 2-36 THREEME モデルの構造 

出典）THreeME Model : Documentation, http://threeme.org/documentation.html（閲覧日：2018 年 12 月 6 日） 

 

 

THREEME モデルからは、24 セクターの需要に関する推計結果も得られる。これらのセ

クターは製造業と農林水産業を含む各種産業（13 産業）・サービス業（2 産業）・運輸業（5

産業）・エネルギー産業（4 産業）に分類される。 

 

 

表 2-25 THREEME モデルにおけるセクター分類 

産業分類 含まれる産業 

１．各種産業 ①農林水産業 

②食料品・飲料 

③自動車、トレーラー、セミトレーラー 

④ガラス・ガラス製品 

⑤窯業・建築用材 

⑥紙・ボール紙製品 

⑦無機化学製品 

⑧有機化学製品 

⑨プラスチック製品 

http://threeme.org/documentation.html　（2018年12
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産業分類 含まれる産業 

１．各種産業 ⑩鉄鋼・フェロアロイ 

⑪その他金属 

⑫その他産業 

⑬建築・土木 

２．運輸業 ⑭鉄道輸送（乗客・貨物） 

⑮陸上輸送（乗客） 

⑯陸上輸送（貨物）・パイプライン輸送 

⑰海上輸送 

⑱航空輸送 

３．サービス業 ⑲民間サービス 

⑳公共サービス 

４．エネルギー ㉑石炭・褐炭鉱業 

㉒石油精製製品 

 －原油 

 －バイオ燃料 

㉓発電、送電・配電 

 －原子力 

 －燃料 

 －複合ガス 

 －石炭 

 －風力 

 －太陽光 

 －水力 

 －コージェネレーション（熱電併給システム、CHP） 

㉔ガス産業・供給業 

 －天然ガス 

 －木ガス 

 －バイオガス 

 －廃棄物焼却 

 －地熱 

 －コージェネレーション（熱電併給システム、CHP） 
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・NEMESIS モデルの概要 

NEMESIS（New Econometric Model of Evaluation by Sectoral Interdependency and Supply)モデ

ル60は、EU27 各国（ブルガリアとキプロスを除く）とノルウェー、米国、日本を対象とす

るマクロ経済モデルである。経済モデルが核となり、地域、土地利用、エネルギー・環境、

農業の４つの分野に関しても試算結果が得られる。 

 

 

図 2-37 NEMESIS モデルの構造 

出典）The NEMESIS Reference Manual 

 

NEMESIS モデルの中心である経済モデルの構造は、図 2.40 に示される通りである。産業

別に分類された需要が産業別に分類された供給を決定し、生産サイドである供給が生産要素の

需要を決定していく。また NEMESIS モデルの特徴の一つとして、R&D 支出の蓄積により形成

される R&D ストックなどの変数により、知識が経済に与える影響をモデル内に取り込んでいる

ことがあげられる。 

経済モデルの主要なインプットは利子率、為替レート、卸売価格、人口関連の変数 

（人口、労働力人口、労働参加率など）、政策関連の変数（直接税、間接税、社会保障）、政府

支出（防衛、医療、教育、インフラなど）と投資、エネルギー・環境関連の変数（エネルギー税、

炭素税など）などである。主要なアウトプットは各種マクロ変数（GDP、最終消費、投資、輸出、

輸入など）や産業別付加価値（生産）・雇用などである。また NEMESIS モデルのエネルギー・

環境モジュールでは燃料・技術別のエネルギー需給、各種の排出量（CO2、SO2、NOX、HFC、

PFC など）、炭素価格などに関するアウトプットも得られる。 

                                                        
60 NEMESIS モデルについては、公式サイト http://www.erasme-team.eu/modele-economique-econometrie-

nemesis-vp14.html からダウンロードできる同モデルのマニュアルである”The NEMESIS Reference Manual”

に、詳細な説明が記載されている。 

http://www.erasme-team.eu/modele-economique-econometrie-nemesis-vp14.html
http://www.erasme-team.eu/modele-economique-econometrie-nemesis-vp14.html
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図 2-38 NEMESIS の経済モデルの構造 

出典）The NEMESIS Reference Manual 

 

NEMESIS モデルの産業は、EU-KLEMS データベースに基づいて、表 2-26 に示されるよ

うに 30 程度に分類されている。 

 

表 2-27 NEMESIS モデルの産業分類 

産業分類 

①農林水産業 ⑯食品、飲料、たばこ 

②石炭・コークス ⑰繊維、履物 

③石油・ガス採掘 ⑱紙製品・印刷 

④ガス供給 ⑲ゴム・プラスチック 

⑤石油精製 ⑳その他製造業 

⑥電力 ㉑建設業 

⑦水供給 ㉒宿泊・飲食業 

⑧鉄・非鉄金属 ㉓流通業 

⑨非鉄金属鉱業 ㉔陸上輸送 

⑩化学製品 ㉕海上・航空輸送 

⑪金属製品 ㉖その他輸送業 

⑫農業・産業機器 ㉗通信業 

⑬事務機器 ㉘銀行・金融・保険業 

⑭電気製品 ㉙その他民間サービス 

⑮輸送機器 ㉚公共サービス 

出典）The NEMESIS Reference Manual, Figure I.9.(p.38)より作成 
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2.3.2 フランスにおける環境政策に関与する主な機関 

フランスでは国民議会に設置されたエネルギー会議、科学技術選択評価局（OPECST）な

どを通じて、各行政機関がエネルギー政策の決定に深く関与している。エネルギー会議は、

1994 年 3～12 月に実施された「エネルギーと環境に関する全国討論」の結果を受けて設置

された。また国家評価委員会（CNE）以外にも首相の命による評価、国会議員による評価な

どがある。 

 

表 2-28 フランスのエネルギー政策決定に関与する機関 

 機関 概要 

１ 経済・生産再建・デジタル

省 

フランスの経済成長と競争力強化を目的とした経

済・消費活動・取引基準に関する政策、社会経済成

長の促進、国家予算と税金に関する政策の立案と実

施の権限を有している。 

２ エコロジー・持続可能開

発・エネルギー省 

持続可能な開発の促進、気候変動対策・交通インフ

ラ・都市計画・自然保護に関する政策の立案と実

施、リスク回避のための横断的政策調整、航空市場

規制・監督・認証の実施、海洋水産資源規制の実施

等の権限を有している。 

3 エネルギー・気候総局 エコロジー・持続可能開発・エネルギー省

（MEDDE）の傘下にあり、エネルギー関連政策を統

括している。 

4 国家原子力政策会議 2008 年に創設された原子力に特化した閣僚間調整機

関。大統領が統括し、メンバーは首相など閣僚数名

と原子力・代替エネルギー庁（ＣＥＡ）長官などに 

限定される。研究や輸出なども含めた、原子力利用

に関するあらゆる政策について審議・決定する権限

を持つ。 

5 エネルギー会議 フランス国民議会に設置され、エネルギー政策の民

主化・透明化を目的としたエネルギー政策のパブリ

ック・アクセプタンスの場となっている。エネルギ

ー政策決定に対する強制力は持たない。 

6 科 学 技 術 選 択 評 価 局

（OPECST） 

フランス国民議会に設置され、行政機関のエネルギ

ー政策決定に報告書を提出する形で関与している。 

7 国家評価委員会（CNE） 施行後のエネルギー政策の評価を行っている。 

8 CETE (Committee of experts 

for energy 

Transition) 

・2015 年の SNBC に関する検討に参加。 

・8 人の学者から構成される委員会。 
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 機関 概要 

９ CNTE (National Council for 

Ecological Transition) 

・2015 年の SNBC に関する検討に参加。 

・議員、労働組合、雇用者組織、地方自治体組織、環

境 NGO 等 50 人の委員から構成される委員会。 

出所：野村総合研究所（2015）「平成 27 年度エネルギー環境総合戦略調査 平成 27 年度エネルギー環境総

合戦略調査（エネルギーを巡る状況に関する動向調査）調査報告書」、フランス環境・エネルギ

ー・海洋省(2016 ) , ”French experience on long term energy & climate planning”より作成。 

 

また、現在では縮原子力政策が国家の目標になっているが、既述のように従来フランスの

電力供給においては、原子力発電が主要な位置を占めてきた。原子力行政には、以下の各機

関が関与している。 

 

図 2-39 フランスの原子力行政体制 

出典）野村総合研究所（2015）「平成 27 年度エネルギー環境総合戦略調査 平成 27 年度エネルギー環境総

合戦略調査（エネルギーを巡る状況に関する動向調査）調査報告書」 

 

環境連帯移行省は各種機関・学校などを管轄しており、その一つとして環境・エネルギー

管理庁（ADEME）があげられる。同庁が担当する主要な分野は再生可能エネルギー、省エ

ネルギー、廃棄物管理、土壌・大気汚染防止、騒音対策等である61。環境・エネルギー管理

庁は調査・研究も実施しているが、独自の研究所は持たず、国の研究機関や大学、企業等を

活用して研究を推進している。日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構とは以前より情

報交換を行っており、地球環境戦略研究機関の協力研究機関にもなっている。 

ADEME は 2015 年には、2050 年までにフランスの発電量の 100％を再生可能エネルギー

から供給する可能性に関するレポートを公表している62。このレポートによれば、2050 年ま

                                                        
61 桜井洋子（2006 年 1 月 11 日）「フランス環境・エネルギー管理庁とのジョイント WS 開催」、『ＮＥＤ

Ｏ海外レポート』No.970。 

62 新エネルギー・国際協力支援ユニット 新エネルギーグループ「フランス：100％再エネの実現可能性
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でに 100％再エネを達成するためのコストは、現在の政府の目標（原子力 50％、再エネ 40％、

化石燃料 10％）を達成するためのコストをやや上回り、目標達成は困難であるとの見方を

示している。加えて、2050 年の再エネの内訳（風力 63％、ソーラー17％、水力 13％、熱エ

ネルギー7％）の予想も行っている。 

また 2017 年には、ADEME と非営利団体の CDP は、企業の低炭素経済への移行の実行能

力について評価方法を開発する「ACT」の第一段階の成果を発表した63。これはエネルギー

移行法による企業の排出削減の実現可能性を評価する方法を、部門別に開発しようとする

ものである。第一段階では電力、自動車、小売りの 3 部門における評価方法を検討してお

り、企業はビジネスモデルを根本的に変革する必要があり、現在の排出量だけでなく、将来

の排出量を決定づける現在の選択（火力発電所やガソリン車などについて）を変えるべきこ

となどの結論を出している。たとえば電力部門では、ビジネスモデルを変えなければ大半の

企業が 2015～2050 年の排出可能量を 5～15 年で使い尽くすことになるとしている。また

企業によって移行への能力には大きな差があることも指摘している。 

 

2.3.3 最近時のフランスにおける環境政策 

フランスは 1980 年代以降原子力発電の増加によりエネルギー自給率を高めてきたが、近

年は温室効果ガス削減と縮原子力政策の両立を目的としてエネルギー・環境政策が検討さ

れるようになってきた。福島原発事故後には、フランスではさらに原子力推進政策の見直し

が進められるようになった。当時のサルコジ政権は再エネ開発や省エネ推進には積極的で

あったが、2012 年 2 月には報告書において原子力を維持することを主張した。続くオラン

ド政権では縮原子力政策が急速に進み、エネルギー移行政策が推進され、2015 年には「エ

ネルギー移行法案」の可決に至った。 

 

表 2-29 「エネルギー移行法」採択に至る経緯 

年次 できごと 

2012 年 2 月 政府は報告書「énergies 2050」で、原発の運転期間を40年からさらに延

長 

し原子力を維持することを主張。 

2012 年 5 月 新政権のオランド大統領が2025年の原子力発電比率を75%から50%に低

減する「縮原子力政策」を表明。 

2012 年 9 月 大統領、主要閣僚が参加する国家原子力政策会議において、海外への原

発輸出戦略を再確認。 

2012 年 11 月～

2013 年 7 月 

政府は縮原子力政策の法制化に先立ち、国民の意見を広く徴収する「全

国討論会」を開催。 

                                                        

を示唆する政府レポートに注目、一方で再エネをめぐる国内の意見調整は難航」、『IEEJ』2015 年 6 月。 

63 国立環境研究所「環境展望台」2017 年 3 月 23 日。 
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年次 できごと 

2013 年 9 月 全国討論会の結果を総括した報告書が環境会議で政府に提出され、一般

に公開。 

2014 年 6 月 政府は最も古いフェッセンハイム原子力発電所を閉鎖、原子力発電量比

率を2025年までに50％に引き下げ、発電設備容量の上限を現行の6,320 

万kWとするなどの内容の「エネルギー移行法案」を発表。 

2014 年 8 月 エネルギー移行法案がフランス国民議会（下院）に上程される。 

2014 年 10 月 国民議会（下院）がエネルギー移行法案を審議。 

2015 年 3 月 3 日 修正法案を元老院（上院）で審議。 

・原子力発電容量の上限を6,485 万 kW に上方修正。 

・原子力発電を電力の50％にするが、達成年限を「最終的に」とする。 

・2030年までに再生可能エネルギーを40％とする。 

2015 年 3 月 10 日 上下両院での合同協議会における協議が行われたが、合意に至らず、最

終審議のための法案が下院に再提出された（憲法では、上下両院不一致

の場合の最終議決権を下院に認めている）。 

2015 年 7 月 ・国民議会（下院）でエネルギー移行法案が可決。 

・発電電力量に占める原子力発電比率を現行の75%から2025年まで50％

に引き下げ。 

・原子力発電設備容量の上限を現行の 6,320 万 kW に設定。 

・再生可能エネルギー発電量比率を2025年までに40％に引き上げ（2030

年までにエネルギー消費量全体の32％に引き上げ）。 

・化石燃料消費量を2030年までに2012 年比30％削減、総エネルギー消

費量を2050年までに2012 年比50％削減。 

・温室効果ガスを2030年までに1990年比40％削減、2050年までに1990年

比25％削減。 

出典）野村総合研究所（2015）「平成 27 年度エネルギー環境総合戦略調査 平成 27 年度エネルギー環境総

合戦略調査（エネルギーを巡る状況に関する動向調査）調査報告書」、電気事業連合会「フランス

の電気事業」https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_jigyo/france/detail/1231618_4779.html（閲覧

日：2018 年 12 月 6 日）、フランス原子力・代替エネルギー庁（CEA）（2015）「原子力エネルギ

ー：フランスの「エネルギー移行法」における柱（日本原子力産業協会（JAIF）資料フォーラム資

料」より作成。 

  

https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_jigyo/france/detail/1231618_4779.html
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表 2-30 フランスの主要なエネルギー・環境関連法案 

年次 名称 内容 

2003 年 「エネルギーに関

する国民討論」 

国民の意見を徴収するため「エネルギーに関する国民討

論」が開催される。 

2005 年 エネルギー政策指

針法 

・今後30年間のエネルギー政策の指針を示す。 

・2050年までに温室効果ガスを75％削減する。 

・最終的なエネルギー効率を2015年までは毎年平均2％

以上、2015年～2030年には毎年平均2.5％改善する。 

・2010 年までにエネルギー、発電での再エネ比率（エ

ネルギー消費に占める再生可能エネルギー割合）をそ

れぞれ10％、21％にまで引き上げ 

・2020年に向けた原子力発電オプションを維持するため

に、2015年目処に既存原子力炉の代替となる新規原子

力炉を完了させる。 

2009—2010

年 
環境グルネル法 ・「環境グルネル会議」で、政府は「原子力に頼らない

気候変動問題への挑戦は幻想」として原子力維持を強

調。EU 各国のエネルギー・環境政策動向を勘案し再

生可能エネルギー導入促進に注力する方針を示した。 

・2009年に具体的な再生可能エネルギー導入数値目標を

掲げた「環境グルネル実施計画法（グルネルⅠ法）」を

制定。2010年に同法の目標達成に向けた施策を盛り込

んだ「環境に対する国内取組法（グルネルⅡ法）」を

制定。 

2010 年 再生可能エネルギ

ーアクションプラ

ン 

・「EU 再生可能エネルギー促進指令（2009 年 6 月公

布）」における再生可能エネルギー導入目標（最終エ

ネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合

2020 年までに 23％とする）を達成するために制定さ

れた。 

・再生可能エネルギー電力の割合を2020年までに27％と

する目標が設定されている（2010年現在15.5％）。 

2015 年 7 

月（8 月に

発効） 

グリーン成長とエ

ネ ル ギ ー 移 行 法

（Green Growth and 

Energy 

Transition Act, 

LTECV） 

・縮原子力政策を推進することを目的とする。 

・発電電力量に占める原子力発電比率を現行の 75%か

ら 2025 年までに 50％に引き下げ、原子力発電設備

容量の上限を現行の 6,320 万 kW に設定。 

・再生可能エネルギー発電量比率を2025年までに40％に

引き上げ（2030 年までにエネルギー消費量全体の 

32％に引き上げ）。 

・温室効果ガスを2030 年までに1990 年比40％削減、

2050 年までに1990年比25％削減。 
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年次 名称 内容 

・カーボンバジェットを制定した法律によって補完。

2028年までの国全体に排出量の上限値を設定し、5年

ごとに達成状況を確認。 

・カーボンバジェットの目標 

第1期（2015-2018年）442MtCO2/年 

第2期（2019-2023年）399MtCO2/年 

第3期（2024-2028年）358MtCO2/年 

2015 年 11 

月 

低炭素発展国家戦

略（National Strategy 

for low-carbon 

development, SNBC） 

・分野ごとの排出削減目標について言及した政策文書。 

・2030 年に 1990 年比で 40％の GHG 削減、2050 年に 1990

年比で 75％の GHG 削減を長期目標とする。 

・2028 年までに 3 回のレビューを行い、目標を更新する

としている。 

出典）野村総合研究所（2015）「平成 27 年度エネルギー環境総合戦略調査 平成 27 年度エネルギー環境総

合戦略調査（エネルギーを巡る状況に関する動向調査）調査報告書」、地球環境戦略研究機関「日

本・フランス二国間連携長期シナリオ協力プロジェクト 2016-2017」、環境省（2016）「低炭素

社会に向けた動向（第１回長期低炭素ビジョン小委員会資料４）」、電気事業連合会「フランスの

電気事業」https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_jigyo/france/detail/1231618_4779.html, （閲覧日：

2018 年 12 月⒙日） 

 

2017 年に成立したマクロン政権でもエネルギー移行法案の遂行は進められているが、ユ

ロ環境移行相は 2017 年 11 月 6 日の閣議後の記者会見で、政府の 2025 年に原子力発電比率

を 50％にするという目標達成は困難であり、計画の先送りを示唆している。 

気候変動対策に関しては、マクロン大統領は 2017 年 11 月 15 日、COP23 での演説におい

て、2022 年までという目標を 1 年前倒しして、フランス国内の石炭火力発電所（5 基、300

万 kW）を 2021 年までに全廃する方針を示した64。また、欧州大での炭素価格を 30 ユーロ

／tCO2 にまで引き上げるよう努力するとの方針もあわせて示した。マクロン政権は 2017 年

7 月に「2050 年までにカーボンニュートラル」という目標を掲げる等、気候変動対策に積極

的な姿勢を示している。 

しかし 2018 年 11 月に公表した多年度エネルギー計画案では、総発電電力量に占める原

子力比率を現行の 75％から 50％に縮減するという目標を、当初規定されていた 2025 年で

なく 2035 年までに達成すると表明しており、目標達成の時期は先送りされている。 

  

                                                        
64 一般社団法人 海外電力調査会 「世界の電気事業の動き」）2017 年 11 月 15 日 

https://www.jepic.or.jp/world/2017.html（閲覧日：2018 年 12 月 20 日） 

https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_jigyo/france/detail/1231618_4779.html
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2.4 米国 

2.4.1 米国における中長期的なエネルギー・温暖化関連の政策・目標策定プロセス 

(1) Annual Energy Outlook 

アメリカでは、1977年のエネルギー省組織法（Department of Energy Organization Act）にお

いて、エネルギー省のエネルギー情報局（EIA：Energy Information Administration）が毎年エ

ネルギーの需給状況についてトレンドと予測を公表することが規定されている。これに基

づき、エネルギー情報局は、1979年から毎年「Annual Energy Outlook (AEO)」を公表し、そ

の中でモデル分析に基づく長期予測を発表している。最新版の「Annual Energy Outlook 2018」

では、2050年までの長期予測が掲載されている。 

AEOの予測に用いられているモデルは、エネルギー省で開発されたNational Energy 

Modeling System (NEMS)である。NEMSはエネルギー需給にエネルギーの国際動向やマクロ

経済、電力市場なども加えた12のモジュールから構成され、起こりうる様々な前提に基づい

てシミュレーションを行い、前提の内容や詳細な試算結果をAEOで公表している。 

 

図 2-40 NEMS の構造 

出典）U.S. Energy Information Administration, “Analysis and Projections : Assumptions to AEO2018”. 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/assumptions/（閲覧日：2018 年 12 月 4 日） 

 

各モジュールの前提条件は必要に応じて毎年更新している。例えば、電力市場モジュー

ルにおける各発電設備種の建設単価をAEO 2017とAEO2018で比較すると、火力発電や原子

力発電はインフレ率を踏まえて1%程度価格が上昇しているが、太陽発電や風力発電等は技

術開発の進展等を踏まえて価格が下落している。 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/assumptions/


 

172 

 

 

 

また、NEMSを用い、EIAではLevelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation 

Resources in the Annual Energy Outlook 2018を公表し、均等化発電原価（LCOE）に加え、回

避可能原価（当該発電設備を1kWh増加させた場合に削減できる費用、LCAE）を試算して

いる。LCOE＜LCAEとなる場合、当該設備を建設することがコスト面では適切という評価

となる。 

EIAでは学識経験者をはじめとする外部の専門家による、予測で使用するデータやモデ

ル、行われた予測や分析に関する評価を定期的に行い、評価、提言を記載した報告書を作

成している。たとえばAmerican Statistical Association Committee on Energy Statisticsは、半年

に一度定期的にEIAと研究会を開催している。大学教授、コンサルタント、エネルギー関

係の調査企業に所属する研究者などから同委員会は構成され、EIAからの報告を受け、技

術的なアドバイスを提供している。 

NEMSに関しては、その改良や新たなモジュール（例として、Liquid Fuels Market Module

と22-Region Electric Module）の追加などについて、EIAは独自に産業界や学界の有識者か

らの提言を受けている。また、NEMSを研究に使用している、あるいは使用したことのあ

る機関からは、フィードバックやコメントを受け入れている。 

 

表 2-31 各電源の LCOE、LACE の比較 

 

 

出典）U.S. Energy Information Administration, “Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation 

Resources in the Annual Energy Outlook 2018” 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/electricity_generation.pdf（閲覧日：2018 年 12 月 4 日） 
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表 2-32 AEO 2018 の予測の前提条件：電力市場モジュール 

 

出典）U.S. Energy Information Administration, “Analysis and Projections : Assumptions to AEO2018”, https://www.eia.gov/outlooks/aeo/assumptions/（閲覧日：2018 年 12

月 20 日） 
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表 2-33 AEO 2017 の予測の前提条件：電力市場モジュール 

 

出典）U.S. Energy Information Administration, “Analysis and Projections : Assumptions to AEO2017” 

https://www.eia.gov/outlooks/archive/aeo17/assumptions/ 
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図 2-41 AEO 2018 の長期予測結果：最終エネルギー消費（総量） 

出典）U.S. Energy Information Administration (2018), “Annual Energy Outlook 2018” 

 

(2) United States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization 

オバマ政権ではパリ協定の批准、クリーン・パワー・プランなどの環境政策が積極的に進

められてきた。2016 年 11 月に米国の長期戦略である「United States Mid-Century Strategy for 

Deep Decarbonization：米国大規模脱炭素化のための 21 半世紀戦略」が UNFCCC 事務局に提

出された。「米国大規模脱炭素化のための 21 半世紀戦略」は米国大統領府環境諮問委員会

（CEQ：Council on Environmental Quality）がドラフトを作成し、エネルギー省（DOE）、国

務省（DOS）、ならびに環境保護庁（EPA）が中心となって調査が行われ、作成された。 

同戦略では、2050 年に 2005 年比で 80%の GHG 排出削減というこれまでの目標を確認し

ており、シナリオ分析により 2050 年 80%削減を達成する複数の道筋を提示している。そし

て 2025 年の 26～28%の削減目標を達成するには、2020 年からの削減スピードを 2 倍に加速

する必要があり、そのペースを 2050 年まで継続する必要があると明記している。シナリオ

分析では、①森林・土地利用に関する分析用のモデルやデータベース（Global Timber Model : 

GTM、US Forest Assessement System Service Model : USFAS, USFS Model, US Forest Service 

Forest Inventory amd Analysis Database）、②エネルギーセクターの分析用のデータ（Advanced 

Technology Case, Stretch Technology Case）、③排出量に関する分析用のモデルやデータベース

（U.S. Greenhouse Gas Inventory, U.S. Non-CO2 Marginal Abatement Cost (MAC) Model and 

Report）と共に、Pacific Northwest National Laboratory が開発した気候モデルである Global 

Change Assessement Model (GCAM)と、エネルギー省で開発された National Energy Modeling 

System (NEMS)が用いられ、これらの各種の分析ツールを用いて詳細な分析が行われている。 

「米国大規模脱炭素化のための 21 半世紀戦略」の分野別目標については、低炭素エネル
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ギーシステムへの移行、炭素隔離、二酸化炭素以外の排出量の削減の３つがあげられている。

図 2-42 は、「米国大規模脱炭素化のための 21 半世紀戦略」のベンチマークシナリオにおけ

る、これら 3 つの分野の内容を示したものである。また、同戦略のベンチマークシナリオに

おける分野別の米国のエネルギーシステムの推移は図 2-43 に示される通りである。 
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図 2-42 米国長期戦略におけるベンチマークシナリオの分野別削減量内訳 

出典）The White House (2016), “United States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization” 
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図 2-43 米国長期戦略におけるベンチマークシナリオの部門別エネルギー消費量推移 

出典）The White House (2016), “United States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization” 

 

(3) Social cost of carbon（社会的炭素価格） 

米国政府は省庁横断的な WG を組織し Social cost of carbon（社会的炭素価格）を試算し、

温暖化政策検討に活用している。この WG は DICE、PAGE、FUND の３つのモデルを利用

し、経済成長、気候感度、割引率について 150,000 ものシナリオを想定して社会的炭素価格

を計算している。前政権時の 2016 年 8 月に改定された試算値では、割引率 3%のときの 2020

年平均社会的炭素価格は$42/tCO2（2007 年米ドル）となっている。 

 

2.4.2 米国における環境政策に関与する主な機関 

米国における環境政策には多数の省庁が関与しており、主要な機関として米国大統領府

環境諮問委員会（CEQ：Council on Environmental Quality）、環境保護庁（EPA）、エネルギー

省（DOE）などがあげられる。発電事業などに関しては州政府が果たす役割も大きい。 
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図 2-44 アメリカの環境行政機構 

出典）及川敬貴（2005）「アメリカ合衆国におけるトップレベルの環境行政―協働に基づく地域生態系保

全を促進するための調整活動」，『鳥取環境大学紀要』第 3 号 

 

表 2-34 アメリカの環境行政に関連する組織の担当業務 

組織名 担当業務 

米国大統領府環境諮問委員会 環境政策、環境インパクトに関する声明 

農務省 土壌保全、森林 

商務省 海洋・大気モニタリング 

エネルギー省 エネルギー政策、石油割当 

保険福祉省 健康問題 

内務省 絶滅危惧種、エネルギー、鉱物、国立公園、公共地 

司法省 環境関連法・訴訟 

労働省 労働衛生 

国務省 環境に関する国際条約 

運輸省 公共輸送、道路、流出油、航空機の騒音 

環境保護庁 大気・水質汚染、騒音、殺虫剤、廃棄物管理、放射能、

有害廃棄物 

原子力規制委員会 原子力発電所の認可 

行政管理予算局 省庁の調整と予算 

出典）European Parliament (2015), ”The United State Environmental Policy update”より作成。 
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(1) 大統領府環境諮問委員会 

 CEQ は 1970 年に成立した NEPA（国家環境政策法）に基づいて、1970 年に大統領府内に

創設された。大統領府内に設置され、政策立案や省庁間の政策調整などを行ってきた機関で

ある。規模としては定員は数十名程度と小さいが、大統領に近い機関である CEQ は環境行

政ではトップレベルで機能し、EPA 等の各機関に対して直接の指揮命令系統はないが、政策

立案や省庁間の調整などを行い、省庁横断型の政策立案を行っている。 

2017 年 1 月のトランプ大統領就任以来、米国の環境政策は前政権から大きく変化してお

り、CEQ の委員長は現在空席である。トランプ大統領は 2017 年 10 月に Kathleen Hartnett 

White 氏を推薦したが、上院の支持が得られなかったため 2018 年 2 月に撤回された。 

 CEQ は上院の承認後に大統領から任命される 3 名の委員（うち一人が委員長）と、専門

スタッフにより構成される。CEQ の主要な活動の内容としては、以下の 4 項目がある。 

 

表 2-35 CEQ の主要な活動内容 

 内容 概要 

１ NEPA の監視 NEPA の内容が連邦行政機関により履行されているかど

うかを監視する。 

２ 環境関連データの収集・評

価 

・年次報告書『Environmental Quality』を発行。 

・各種調査を行い、その結果を報告書として発行。 

3 政策立案 ・環境に関連する政策上の助言を行う。 

・各種法令や大統領令を起草する。 

4 政策調整 政策協議の推進、連邦省庁間での紛争処理などの様々な

調整活動。 

出典）及川敬貴（2005）「アメリカ合衆国におけるトップレベルの環境行政―協働に基づく地域 

生態系保全を促進するための調整活動」，『鳥取環境大学紀要』第 3 号より作成。 

 

(2) 環境保護庁（EPA：Environmental Protection Agency） 

環境に関する中央行政機関としては、EPA がある。EPA は 1970 年に公害規制を扱う省庁と

して設置され、それまで政府内に分散していた環境関連の諸権限が EPA に統一されること

となった。環境保護庁は規模としては CEQ よりも大きく、定員は一万名以上であり、連邦

政府の中でも大規模な省庁となっている。2017 年 2 月に就任したプルイット EPA 長官は、

2018 年 7 月に辞任した。 

環境保護庁では大気、気候変動、エコシステム、公衆衛生、国土安全保障、健康リスク評

価、土地・廃棄物管理、安全な化学物質、水質などの各分野について、場合によっては他の

機関と共同でモデルや分析手法、データベースを開発し、分析に使用している。Annual Report

をはじめ調査結果を公表し、開発しているモデルに関しては、公式サイトで詳細を公表して

いる。 
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図 2-45 環境保護庁の組織図 

出典）一般財団法人 高度情報科学技術研究機構「原子力百科事典 ATOMICA」より転載 

http://www.rist.or.jp/atomica/data/pict/13/13010205/01.gif（閲覧日：2018 年 12 月 20 日） 

 

(3) エネルギー省（DOE：United States Department of Energy） 

エネルギー省（DOE）は米国のエネルギー、環境、核の安全保障を発展させる責務を担

い、これらの責務を支援する科学技術革新の推進、物理科学基礎研究への支援、国家保有

核関連兵器複合体の環境浄化の実現に取り組んでいる。環境政策に関しては、気候変動行

動計画やエネルギー政策をサポートするための研究を実施してきた。特にオバマ前政権で

は、大統領の気候変動行動計画作成のための研究を推進してきた。 

DOE内の機関であるエネルギー情報局（EIA : Energy Information Administration）はエネ

ルギーに関する詳細なデータ・情報収集、分析、予測を実施しており、その結果を公表し

ている。取り扱うデータは日次・週次・月次・年次にわたり、既述のように毎年公表して

いる「Annual Energy Outlook (AEO)」では、長期予測の詳細な試算結果を発表している。

EIAは外部の有識者のレビューも経て、このように多くの統計データ作成・分析を行って

いるが、外部機関に調査を委託するという事例も見られる。一例として、EIAはマクロ経
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済への影響評価を外部の民間機関であるNERA Economic Consultingに委託している65。EIA

は2012年1月に、LNG輸出のガス価格への影響に関する調査を公表し、この調査で分析を

行っていないマクロ経済への影響分析を外部機関であるNERA Economic Consultingに委託

し、2012年12月に公表した。 

EIAは1980年以来Independent Expert Review Programという制度を実施しており、データ

や調査結果について外部有識者の評価を受けている。これらの評価とEIAへの提言につい

ては、報告書が作成されている。特にEIAが作成しているCommercial Buildings Energy 

Consumption Survey (CBECS)とResidential Energy Consumption Survey (RECS)に関しては、

EIAはNational Academy of Science's (NAS) Committee on National Statistics (CNSTAT)にパネル

の開催を依頼し、これらのエネルギー消費に関するデータの質の調査方法などの改善につ

いて検討を行った。最初の報告書は2010年の春に公表され、最終報告書は2012年2月に刊

行され、今後のCBECSとRECSに対する様々な提言が報告されている。 

エネルギー情報局の職員数は約370名であり、2016年の予算は1億2000万米ドルであっ

た。エネルギー情報局は広報・事務的な業務も含めて４つの部署に分けられており、調査

業務に関しては、統計を扱うOffice of Energy Statisticsと、分析を行うOffice of Energy 

Analysisの2つの部署がある。Annual Energy Outlookを所管しているのは、Office of Energy 

Analysisである。 

  

図 2-46 エネルギー情報局の組織図 

出典）https://www.eia.gov/about/eia_offices.php（閲覧日：2018 年 12 月 20 日） 

 

                                                        
65 杉野綾子（2012）「米エネルギー省委託の LNG 輸出マクロ経済影響調査に関する論点整理」日本エネル

ギー経済研究所特別速報レポート。 

https://www.eia.gov/about/eia_offices.php
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前政権時に発表された「米国エネルギー省戦略計画2014年～2018年」に記載されたDOE

の目的の一つとして、「基礎科学を発展させ、エネルギー技術を革新し、政策を左右する

情報を開示することで、米国の経済成長や雇用創出、エネルギー安全保障、そして環境保

全を強化すると同時に、気候変動のリスク軽減および回復力強化を目的とした大統領の気

候変動行動計画の推進を重視する。」ことが提唱されている。同戦略計画では、大統領令

の政策に基づくエネルギー資源の堅実な開発、導入、効率的利用をサポートし、大統領の

気候変動行動計画における目的・目標を前進させ、新たな雇用や産業も創出するとしてい

る。具体的な内容として、2020年までに温室効果ガス排出を2005 年レベルに比して約17%

削減し、2020年以降もさらに削減するなどの目標が記載されている。 

 

 

図 2-47 DOE の組織図 

出典）一般財団法人 高度情報科学技術研究機構「原子力百科事典 ATOMICA」 

http://www.rist.or.jp/atomica/database_fig.html（閲覧日：2018 年 12 月 20 日） 

 

(4) Energy Modeling Forum 

EMF（Energy Modeling Forum）はスタンフォード大学において、エネルギー・環境問題に

おけるモデル分析を発展させるという目的で、1976 年に創設された。産学官、またその他

の研究機関からの研究者達が、共同でプロジェクトを実施している。 

 EMF を主体的に運営しているのはスタンフォード大学の Department of Management 

http://www.rist.or.jp/atomica/database_fig.html
https://emf.stanford.edu/
https://emf.stanford.edu/
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Science and Engineering であり、同学部の John Weyant 教授が理事長、Hillard Huntington 教

授が常任理事である。他にも同大学のLawrence H. Goulder教授（Department of Economics）、

Charles Kolstad 教授（Stanford Institute for Economic Policy）、James Sweeney 教授（Department 

of Management Science and Engineering）、Frank Wolak 教授（Economics Department）が EMF

に参加している。 

 EMF ではこれまでに 30 件のプロジェクトを実施してきており、現在は 4 件のプロジェク

トが遂行中である。 

 

表 2-36 EMF が現在実施しているプロジェクト 

番

号 

件名 調査担当 

34 North American Energy 

Trade and Integration 

John Weyant（Stanford University） 

33 Bio-Energy and Land Use John Weyant（Stanford University） 

32 US GHG and Revenue 

Recycling Scenarios 

John Weyant (Stanford University), Francisco de la 

Chesnaye (Stanford University), Allen A. Fawcett (US 

Environmental Protection Agency), Jim McFarland (US 

Environmental Protection Agency), Adele Morris 

(Brookings Institution), Brian Murray (Duke University） 

30 Short Lived Climate Forcers 

/ Air Quality 

John Weyant (Stanford University） 

 Oil Disruption Risks（2005

年に実施した評価の再推

計） 

Hillard Huntington（Stanford University） 

出典）Stanford University Energy Modelling Forum Official Website より作成。 

https://emf.stanford.edu/（閲覧日：2018 年 12 月 20 日） 
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表 2-37 EMF がこれまで実施してきたプロジェクト 

番号 件名 調査担当 

31 North American Natural Gas Markets in 

Transition 

John Weyant (Stanford University） 

29 The Role of Border Carbon Adjustment in 

Unilateral Climate Policy 

John Weyant（Stanford University） 

28 The Effects of Technology Choices on EU 

Climate Policy 

John Weyant (Stanford University), Brigitte Knopf (Mercator Research Institute on Global 

Commons and Climate Change), Enrica De Cian (Ca’ Foscari Unversity), Ilkka Keppo (UCL 

Energy Institute), Detlef van Vuuren (Utrecht University） 

27 

 

Global Model Comparison Exercise John Weyant (Stanford University), Elmar Kriegler (Potsdam Institute for Climate Impact 

Research), Geoffrey Blanford (Electric Power Research Institute), Volker Krey (International 

Institute for Applied Systems Analysis), Leon Clarke (Joint Global Change Research Institute), 

James Edmonds (Pacific Northwest National Laboratory), Richard Richels (Electric Power 

Research Institut), Detlef van Vuuren (Utrecht University), Keywan RIAHI (International 

Institute for Applied Systems Analysis), Tavoni Massimo (Fondazione Eni Enrico Mattei), 

Steven K. Rose (Electric Power Research Institute), Gunnar Luderer (Potsdam Institute for 

Climate Impact Research), Allen A. Fawcett (US Environmental Protection Agency) 

26 Changing the Game? Emissions and Market 

Implications of New Natural Gas Supplies 

Hillard Huntington（Stanford University） 

25 Energy Efficiency and Climate Change 

Mitigation 

Hillard Huntington（Stanford University） 

24 U.S. Technology and Climate Policy 

Strategies 

John Weyant (Stanford University), Allen A. Fawcett (US Environmental Protection Agency) , 

Leon Clarke (Joint Global Change Research Institute) 

23 World Natural Gas Markets and Trade Hillard Huntington（Stanford University） 

22 Climate Change Control Scenarios John Weyant（Stanford University） 

21 Multi-Gas Mitigation and Climate Change John Weyant (Stanford University), Francisco de la Chesnaye (Stanford University)  
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番号 件名 調査担当 

20 

 

Natural Gas, Fuel Diversity and North 

American Energy Markets 

Hillard Huntington（Stanford University） 

19 

 

Climate Change: Technology Strategies and 

International Trade 

John Weyant（Stanford University） 

18 

 

International Trade Dimensions of Climate 

Policies 

John Weyant（Stanford University） 

17 

 

Prices and Emissions in a Restructured 

Electricity Market   

Hillard Huntington（Stanford University） 

16 The Costs of the Kyoto Protocol John Weyant (Stanford University), Richard Richels (Electric Power Research Institut) 

15 A Competitive Electricity Industry Hillard Huntington（Stanford University） 

14 Integrated Assessment of Climate Change John Weyant（Stanford University） 

13 Markets Energy Efficiency   Hillard Huntington（Stanford University） 

12 Controlling Global Carbon Emissions - 

Cost and Policy Options 

John Weyant (Stanford University), Darius W. Gaskins (Energy Policy Research Foundation, 

Inc.) 

11 International Oil Supplies and Demands Hillard Huntington（Stanford University） 

10 Electricity Markets and Planning Hillard Huntington（Stanford University） 

9 North American Natural Gas Markets Hillard Huntington（Stanford University） 

８ Industrial Energy Demand, Conservation 

and Interfuel Substitution 

John Weyant（Stanford University） 

7 Macroeconomic Impacts of Energy Shocks Hillard Huntington (Stanford University), James Sweeney (Stanford University) 

6 World Oil Energy Modeling Forum  

5   U.S. Oil and Gas Supply Energy Modeling Forum  

4  Aggregate Elasticity of Energy Demand Energy Modeling Forum  
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番号 件名 調査担当 

3  

 

Electric Load Forecasting: Probing the 

Issues with Models 

Energy Modeling Forum 

2 Coal in Transition 1980-2000 Energy Modeling Forum 

1 Energy and the Economy Energy Modeling Forum 

出典）Stanford University Energy Modelling Forum Official Website より作成。 

      https://emf.stanford.edu/（閲覧日：2018 年 12 月 20 日） 

https://emf.stanford.edu/
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2.4.3 最近時の米国における環境政策 

 2017 年 1 月に発足したトランプ政権では、前政権の環境政策の見直しや、前政権の大統

領令の撤廃などが進められている。 

 

表 2-38 2017 年 1 月以降の米国の環境政策における動き 

日付  内容 概要 

1 月 30 日 「規制緩和と規制コ

スト管理（通称ツー・

フォー・ワン）」に関

する大統領令署名。 

・ 新しい規制を 1 つ提案する代わりに撤廃する規制

を少なくとも 2 つ提案する。 

・ 2017 年に決定される全ての規制にかかるコスト

は、撤廃する規制コストを上回ってはならない。 

3 月 28 日 「エネルギー自立と

経済成長」に関する

大統領令署名。 

・ 既存規制・指令・ガイドラインなど（法制化され

ているものや、政策と一致するものは除く）を見

直す。 

・ オバマ前政権の気候行動計画や、気候変動政策に

関する過去の大統領令は破棄する。 

・ CEQ は作成した温室効果ガス（GHG）の検討や気

候変動影響に係るガイドラインを破棄する。 

・ EPA のクリ－ン・パワー・プランおよびその関連

規制（固定発生源の GHG 排出基準など）も見直

す。 

・ GHG 排出削減による社会コストなどを検討して

きた連邦省庁間作業部会（IWG）は解散し、分析

した資料は取り下げる。 

・ 規制に関するコスト分析は、長年使用されている

「規制分析実施のためのガイドライン（OMB 

Circular A－4）」を使用する。 

・ 国有地の石炭鉱区リース規制は改定もしくは破棄

し、内務省はリース活動を開始する。 

・ EPA の石油・天然ガス部門の排出ガス規制、内務

省の国有地におけるシェールオイル・ガスの水圧

破砕法（フラッキング）規制なども見直すとして

いる。 

3 月 EPA と運輸省道路交

通安全局（NHTSA）

による燃費基準見直

しの開始。 

・ 前政権下の 2016 年 11 月に最終決定された自動車

燃費基準を見直す。 

・ カリフォルニア州大気資源局（CARB）は上記の自

動車燃費基準を州の燃費基準として最終決定。 
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日付  内容 概要 

6 月 1 日 大統領による「パリ

協定」からの脱退宣

言 

・ 大統領による「パリ協定」からの離脱の正式表明。 

・ 同日に、ニューヨーク州・カリフォルニア州・ワ

シントン州の知事が、パリ協定の目標達成に取り

組む州政府の共同体「米国気候同盟」の結成を発

表。6 月 5 日には新たに 10 州が加盟したと発表。 

 

2017年 10

月 

EPA による社会的炭

素価格の再試算、ク

リーン・パワー・プ

ラン（CPP）」の撤廃

を提案 

・ トランプ大統領は 2016 年 8 月に公表された社会

的炭素価格の試算が過大と批判、2017 年 10 月に

EPA が発表したクリーン・パワー・プランの影響

評価報告書案では、2030 年の平均社会的炭素価格

（割引率 3%）を$7/tCO2（2011 年米ドル）という

試算結果を出した。 

・ 米環境保護庁（EPA）のプルイット長官が、国内電

力部門からの温室効果ガス排出量削減を目指して

オバマ前政権が導入した「クリーン・パワー・プラ

ン（CPP）」政策の撤廃を提案すると発表。 

2018 年 9

月 

「原子力革新対応

法」が成立。 

 

・ トランプ大統領が 9 月 28 日に、超党派議員団から

提案されていた NEICA2017 法案に署名し、同法が

成立。 

2019 年 1

月 

「原子力技術革新・

規制最新化法」が成

立 

・ トランプ大統領が 1 月 14 日付けで「原子力技術革

新・規制最新化法案 (NEIMA：Nuclear Energy 

Innovation and Modernization Act(S.512))」に署名し、

同法が成立。主要な内容は、①原子力規制委員会

による現行の手数料徴収システムを、原子力産業

界が直接起因する活動に対して支払い義務を負わ

せるシステムに変更、②先進的原子力施設の性能

判定基準を設定するとともに議会に報告すること

を原子力規制委員会に義務付ける、③天然ウラン

の抽出に関する認可期間を 20 年に倍加し、関連す

る業務については、定額料金制を導入するための

試験プログラムの開発を原子力規制委員会に指示

している、などである。 

出典）日本貿易振興機構「JETRO ビジネス短信 2017 年 4 月 14 日」、電気事業連合会「海外電力関連 

トピックス情報 2017 年 6 月 14 日・2018 年 10 月 31 日・2019 年 2 月 14 日」、一般社団法人日本

原子力産業協会「海外ニュース 2017 年 10 月 12 日」より作成。 
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2.5 EU による中長期目標 

EU ではパリ協定に基づき 2030 年の GHG 削減目標を 1990 年比▲40%と定めている。同

目標の実現のために“ 2016 Clean Energy for All Europeans package”として、エネルギー効率指

令や再生可能エネルギー指令の改正案を欧州委員会が発表している。2018 年には主要な指

令が採択され、これらの指令が完全に実行されれば、2030 年の GHG 排出量は 1990 年比▲

45%まで深掘りされることが期待されると推計している。 

 

⚫ エネルギー効率指令：2030 年までに BAU 比▲32.5%の効率改善 

⚫ 再生可能エネルギー指令：2030 年までに最終エネルギー消費における再生可能エネル

ギーの比率を 32%とする 

 

欧州議会は、2018 年の COP24 に先立ち、2018/10/25 に 2030 年目標を▲40%から▲55%と

する決議案を採択している。ただし、これはパリ協定の目標を直ちに修正するものではない。 

 

長期的な大幅削減に向けては、欧州委員会は 2018/11/28 に 2050 年までの脱炭素化のビジ

ョンを描いた“Clean Planet for All”を発表している。同ビジョンでは 8 つのシナリオを描い

ており、2 つが 100%GHG 削減（森林吸収源含む）、1 つが 90%削減（森林吸収源含む）、

5 つが 80%削減（森林吸収源含まず）の削減水準となっている。同ビジョンは議論のたたき

台として欧州委員会が発表したものであり、政策的にはまだ何も決定していない。 

以降に、Clean Planet for All の内容について紹介する。 
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表 2-39 Clean Planet for All におけるシナリオ 

 

出典）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf（閲覧日：2019 年 3 月 25 日） 
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2.5.1 一次エネルギー供給 

一次エネルギー供給量を見ると、ベースラインにおいても 2015 年比 2 割以上の削減であ

り、化石燃料比率も 2015 年の 70%強から約 50%にまで低減している。省エネ最大シナリオ

（EE）ではベースライン比約 2 割減であり、逆に再エネ電力を用いた合成燃料の利用を拡

大する Power to X シナリオ（P2X）では合成燃料製造時のロス等があるため、一次エネルギ

ー供給はベースラインよりも 2 割弱大きい水準となる。 

いずれのシナリオでも再エネ比率は 50%を超えており、1.5℃上昇に抑える 1.5TECH、

1.5LIFE シナリオでは原子力等も含めたゼロエミッションエネルギー比率は 8 割を超えてい

る。原子力の比率はいずれのシナリオでも 15～20%程度の水準である。 

 

 

図 2-48 シナリオ別の一次エネルギー供給 

出典）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf（閲覧

日：2019 年 3 月 25 日） 

 

2.5.2 最終エネルギー消費 

最終エネルギー消費のシナリオ別の傾向は、P2X シナリオを除くと一次エネルギー供給

と概ね同様である。エネルギー源別の構成を見ると、ベースラインにおいて電化率は約 40%

と 2015 年からほぼ倍増している。各削減シナリオでは、水素利用を拡大する H2 シナリオ

及び P2X シナリオを除くと、電化率は約 5 割まで拡大し、電化が CO2 削減に有効と評価さ

れている様子が伺える。 
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図 2-49 シナリオ別の最終エネルギー消費 

出典）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf（閲覧

日：2019 年 3 月 25 日） 

 

2.5.3 電源構成 

シナリオ別の設備容量を見ると、最終エネルギー消費の電化率増加に伴い設備容量も大

きく増加している。電源種別に見ると太陽光発電や風力発電が大半を締め、火力発電の割合

は僅かに留まる。いずれのシナリオでも CCS 付火力は 0、ないしは無視できるほど小さい。

他方、CCS 付バイオマス発電（BECCS）は僅かながら導入されている。 

 

 

図 2-50 シナリオ別の電源構成（設備容量） 

出典）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf（閲覧

日：2019 年 3 月 25 日） 
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燃料種別の発電量の比率を見ると、2015 年に 40%超であった火力発電の比率はベースラ

インシナリオで 10 数%、削減シナリオでは数%まで減少し、逆に 2015 年に 30%程度であっ

た再エネ比率がベースラインシナリオで 8 割弱、削減シナリオでは 8 割強にまで増加する。

原子力は 2015 年の 26%から 2 割弱まで微減となっている。 

なお、再エネ比率の増加に伴い蓄電量も増加し、削減ケースでは蓄電池に加えて水素や合

成燃料による蓄電も必要となっている。 

 

 

図 2-51 シナリオ別発電量比率 

出典）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf（閲覧

日：2019 年 3 月 25 日） 

 

 

 

図 2-52 シナリオ別蓄電量 

出典）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf（閲覧

日：2019 年 3 月 25 日） 
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2.5.4 運輸部門 

各シナリオにおける乗用車の車種構成を見ると、2015 年にはほぼ 0 であった電気自動車

の比率が、いずれのシナリオにおいても大きく拡大している。プラグインハイブリッド自動

車も含めると、削減シナリオでは乗用車の電動化比率は 8 割を超える水準となっている。電

気自動車に比較すると燃料電池自動車の導入量は限定的であり、H2 シナリオや 1.5TECH シ

ナリオ、1.5LIFE シナリオにおいても 2 割弱の導入比率に留まっている。内燃機関車は、P2X

シナリオを除く削減シナリオでは、数～10 数%と大きく減少する。 

運輸部門全体としての燃料消費量を見ると、1.5TECH シナリオ、1.5LIFE シナリオを除く

と化石燃料の利用割合は 40～50%程度と、引き続き一定の役割を担う。航空機や船舶、大型

貨物等においてバイオ燃料や合成液体燃料等の液体燃料が化石燃料とともに利用され、全

体としての電動化割合は 25%程度である。 

 

図 2-53 シナリオ別乗用車比率 

出典）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf（閲覧

日：2019 年 3 月 25 日） 

 

図 2-54 シナリオ別輸送用燃料比率 

出典）https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf（閲覧

日：2019 年 3 月 25 日）
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