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はじめに 
 
 

パリ協定を契機とし、21 世紀後半における GHG の排出量を全体としてゼロとする脱炭
素の潮流の中、各国は脱炭素化に向けたエネルギー転換を推進している。我が国において
も、３E+S を同時達成しつつ、脱炭素化に向けてエネルギー転換を推進することが求めら
れている。 
 本事業においては、環境機運の高まった 1990 年頃からの各国エネルギーに関する情報
を整理しつつ、各国の長期目標などを定量的・具体的に分析した。アメリカ、カナダ、イ
ギリス、ドイツ、フランス、中国、韓国といった主要国について、パリ協定を踏まえた各
国の GHG 削減目標について、全体的な目標及びエネルギー分野に関わる目標を、他国と
横並びで比較できるような指標を用いて定量的に示すとともに、各国の目標と足元の実績
とのギャップを示し、目標達成の難易度や課題、各国における政策対応を評価・整理し
た。 
 また、昨今発生した主な災害について、エネ類 g-インフラへの影響、その復旧への取組
等を調査・整理した。平成 30 年度に国内で発生した主な災害等について、電気・ガス・
石油などのエネルギー種別ごとに、愚痴的な対応を体系的に示し、早期復旧に向けた課題
を分析・整理した。 
 本調査・分析が今後のエネルギー政策の策定に資すれば幸甚である。 
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第1部 アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、韓国といった
主要国の分析 

 
第 1 章 各国目標、指標の定量化 
 
 各国の GHGs 化右舷目標について、全体的な目標を次のページのとおり整理した。 

また、エネルギー分野に関わる安定供給、経済性および環境性の指標を次のとおり検討
した。 
 
表 エネルギー分野に関わる安定供給、経済性および環境性の指標案 

 指標 
長期需給
見通し 

NDC 備考 

Energy 
Security 
  

一次エネルギー自給率 ○   

エネルギー源多様化    

エネルギー輸入先多様化   輸入国特有の指標か 

チョークポイントリスク   輸入原油しかカバーしていない 

停電時間   電力しかカバーしていない 

石油備蓄   石油しかカバーしていない 

エネルギー消費の GDP
原単位 

   

Economy 
  

産業用電気料金 ○  産業用・家庭用の料金按分は各国で
異なる 

家庭用電気料金 ○  産業用・家庭用の料金按分は各国で
異なる 

GDP 変化率    

GDP/人口    

Environment 
  
  

GHG排出量の減少率 ○ ○   

非化石電源比率  ○ 中国 

GHG/GDP 原単位  ○ インド 

GHG/人口 原単位    

産業構造 付加価値構成 

  製造業（または第 3 次産業）比率 

  
製造業におけるエネルギー多消費産
業比率（鉄鋼＋セメントなど） 

 
  



2 
 

表 各国の GHG 削減目標 

 
 

米国 カナダ 英国 フランス ドイツ EU 中国 韓国 インド
2020年 対象 GHG GHG GHG GHG GHG GHG CO2 GHG GHG

年次 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年

内容 2005年比17%削減 2005年比17%削減 1990年比37%削減 NA 1990年比40%削減 1990年比20%削減

・CO2/GDP原単位
を40～45%削減
・一次エネルギー消
費に占める非化石燃
料の割合15%

BAU比30%削減

GHG/GDP原単位を
2005年比20～25%削
減

出典 CP CP Clean Growth StrategNA Energy Concept CP NAMA NAMA NAMA
対象 GHG GHG GHG GHG GHG GHG CO2 GHG GHG
年次 2025年 2030年 2032年 2030年 2030年 2030年 2030年 2030年 2030年

内容
2005年比26～28%削
減

2005年比30%削減 1990年比57%削減 1990年比40%削減
1990年比55～56％削
減

1990年比40%削減

・CO2排出量をピー
クアウト
・CO2/GDP原単位
を60～65%削減
・一次エネルギー消
費に占める非化石燃
料の割合20%

BAU比37%削減

・GHG/GDP原単位
を2005年比33～35%
削減
・電力設備容量に占
める非化石燃料エネ
ルギー源の割合40%

出典 NDC NDC
Clean Growth
Strategy

LTS LTS NDC NDC NDC NDC

2025/
2030年
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エネルギーセキュリティ 
 以上の指標のうち、エネルギーセキュリティに着目して、多くの国について指標が得ら
れた一次エネルギー自給率、エネルギー輸入先の多様化、エネルギー源の多様化およびチ
ョークポイントリスクについて定量化を行った。 

2018 白書においては、エネルギー安全保障を「資源調達」「国内供給」「国内消費」の観
点から定量的に評価した。ここではエネルギーセキュリティと題して、特に「エネルギー
の安定調達」に目を向け、2000 年から 2016 年にかけて状況がどのように変化したのかを
評価した。日本は地政学的に自給率が低く、他国への依存度が非常に高いからこそ、輸入
先や輸入するエネルギー源を多様化することでエネルギーの安定供給に寄与している。 
 
(ア)一次エネルギー自給率 

消費するエネルギーについて、そのエネルギー源となる一次エネルギーを自国で賄えて
いるかどうかは、自国内の産業を維持・継続するために非常に重要である。 

ドイツは再エネ促進政策を採り、再エネの生産量は増加しましたが、化石燃料(主に石
炭)と原子力の生産量減少を補うことはできていない。このため、ドイツの一次エネルギー
自給率は約 3%の減少になった。 

イギリスは英領北海油田の開発によりかつては一次エネルギー自給率が 100%を超えて
いた時期もあったたが、英領北海油田の枯渇により原油生産量が減少を続け、後退した。 

フランスは原子力を中心とした一次エネルギー生産量には大きな変化はない。一次エネ
ルギー自給率の向上は石炭、石油などの一次エネルギー供給量の減少が主な要因である。 

日本は原子力生産量の低下を再生可能エネルギーで代替すべく施策を推進しているが、
原子力の減少分をカバーするにはまだ大きく不足している。自給率は約 10%後退した。代
替エネルギーとして石炭・天然ガスの比率が上昇しているが、他方、省エネの推進により
近年では自給率は上昇傾向にある。 

米国はシェール革命により化石燃料(原油と天然ガス)の生産量が増加し、さらに再エネ
も増加したことにより、一次エネルギー総生産量は約 15%増加した。他方、一次エネルギ
ー供給量において石炭が減少し、結果として米国の一次エネルギー自給率は 20%近く上昇
した。 

カナダは石油、天然ガス、石炭のいずれもが自給率 100%を超えており、豊富な資源を
保有している。 

韓国は原子力と再エネの生産量が増加したことにより、一次エネルギー生産量は 44%増
加した。他方、一次エネルギー供給量は 57%増加したため、一次エネルギー自給率は約
1.4%低下した。 
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【一次エネルギー自給率の変化】 

 
※自給率が 100%を超えている国については、その値を 100%として記載している。 
(2000 年イギリス：122%、2000 年カナダ：148%、2016 年カナダ：170%) 
 
(イ)エネルギー輸入先の多様化 

特定の国・地域へのエネルギー依存を低減させることは、エネルギーセキュリティの強
化に資すると考えられる。ただし、カントリーリスクの高い国・地域へ輸入先を分散して
いくことは、かえってリスクを高める可能性がある。 
 本項では、原油・天然ガス・石炭の 3 種のエネルギー源それぞれにつき、評価対象国に
おける輸入先の寡占度を、経済協力開発機構(OECD)の輸出与信データによるカントリー
リスクを加味した上で算出している（通常の寡占度は各国の輸入シェア（%）の 2 乗を合
計するが、本項の寡占度はカントリーリスクの高い国の輸入シェアが実際より高くなるよ
うに調整している）。 
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【エネルギー輸入先の多様化評価】 

 
 

【主要資源国のカントリーリスク】 
7 イラク、リビア、ベネズエラ、イエメン等 
6 アンゴラ、エクアドル、エジプト、ガボン、カザフスタン、パプアニューギニア、

トルクメニスタン等 
5 アゼルバイジャン、ブラジル、イラン、チュニジア、ベトナム等 
4 アルジェリア、コロンビア、オマーン、ロシア、南アフリカ等 
3 インドネシア、メキシコ、カタール、トリニダード・トバゴ等 
2 中国、クウェート、マレーシア、サウジアラビア、UAE 等 
0 オーストラリア、ブルネイ、カナダ、デンマーク、ノルウェー、英国、米国等 

出典：OECD Country Risk Classifications of the Participants to the Arrangement on 
Officially Supported Export Credits 、適用時期が 2018 年 10 月 26 日から 2019 年 2 月 8
日の数値を採用。 
 
 ドイツでは、一次エネルギー供給における化石燃料の比率が 2000 年と比べて約 5%減少
している。化石燃料の輸入先については、原油・天然ガス・石炭全てにおいてロシアへの
依存度が高まっており、評価点は若干低下した。 
 イギリスでは、一次エネルギー供給における化石燃料の比率が 2000 年と比べて約 9%減
少している。リスクの高い国からの輸入が多い石炭比率を 2000 年から大幅に低減(19%→
8%)したため、評価点が向上している。 

フランスでは、一次エネルギー供給における化石燃料の比率が 2000 年と比べて約 5%減
少している。化石燃料の輸入先については、原油の中東依存度が高いものの、天然ガスは
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ノルウェーから、石炭はオーストラリアからの輸入量が増加し、カントリーリスクの低減
が評価点の向上につながっている。 

日本では、一次エネルギー供給における化石燃料の比率が 2000 年と比べて約 11%増加
している。特に化石燃料における天然ガス比率は 2000 年から約 10%増加しているが、リ
スクの少ないオーストラリアからの輸入量を増加させており、評価点の向上につながって
いる。 

アメリカでは、一次エネルギー供給における化石燃料の比率が 2000 年と比べて約 4%減
少している。石炭から天然ガスへの燃料転換が進んでいるものの、依然として化石燃料の
約 19%は石炭に依存しており、かつ輸入先はリスクの高いコロンビアに約 77%頼ってい
る。そのため評価点はわずかに向上するに留まった。 

カナダでは、一次エネルギー供給における化石燃料の比率が 2000 年と比べて約 1%減少
している。石油・天然ガス・石炭全てにおいて輸入先のトップはアメリカが占めている。
石炭から天然ガスへの燃料転換はアメリカと同様に進んでおり、かつコロンビアからの輸
入が含まれる石炭依存度は化石燃料の約 8%とアメリカより少ない状況から、評価点が向
上している。 

韓国では、一次エネルギー供給における化石燃料の比率が 2000 年と比べて約 2%減少し
ている。化石燃料における原油比率が約 16%減少する一方、天然ガス比率が 7%、石炭比
率が 8%向上している。日本と同様に輸入先を多角化するものの、原油は中東依存から抜
け出せず、天然ガスはリスクの低いオーストラリアからの輸入が増加し、石炭はリスクの
高いインドネシア・ロシアからの輸入量も増加している。結果として評価点は 2000 年と
変わらない水準となった。 
 

【化石燃料の各国輸入先シェアトップ 3】 
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(ウ)エネルギー源の多様化 

特定のエネルギー源に依存し過ぎることは、エネルギーセキュリティの観点から好まし
くない。本項では、「一次エネルギー源」「電源」それぞれの視点でエネルギー源が多様化
されているかについて 2 乗和を用いて評価しており、エネルギー源を「石炭」「石油」「天
然ガス」「原子力」「水力」「地熱・太陽光・風力他」「バイオ燃料・廃棄物」に分けて比率
を算出している。 
 
①一次エネルギー源の多様化 

【一次エネルギー源の多様化評価】 

 
 

評価点に大きな変化が表れたのは、カナダと韓国の 2 か国であった。 
カナダは石炭比率が低減する一方、代替エネルギーとして、もともとシェアが大きかっ

た天然ガスの比率が増加したため、原油・天然ガスのシェアが合わせて 69%となり、エネ
ルギー源の大部分を占めた。 
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韓国は原油シェアを石炭・天然ガスに転換し、化石燃料内でバランスのとれたエネルギ
ー源を確立した。 

よってカナダの評価は低下し、韓国の評価は向上した。 
 

【一次エネルギー源(カナダ・韓国)】 

  
 
 
②電源の多様化 

【電源多様化評価】 

 
 

評価点に大きな変化があった国について、順に説明する。 
ドイツは石炭・原子力のシェアが低減する代わりに、再生可能エネルギーの導入に成功

し、評価点が向上した。 
日本は原子力・原油のシェアが低減し、代替エネルギーとなる石炭・天然ガスのシェア

が高まった。石炭・天然ガスのシェアは約 70%に達しているため、評価点は低下してい
る。 

アメリカは自国内で産出するシェールガスを利用することにより、電源構成における天
然ガスの比率が高まりまった。また再生可能エネルギーの推進にも積極的に取り組んでい
る。 
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カナダは豊富な水力資源を中心に発電している。他方、石炭火力に対しては厳しい規制
が存在し石炭の電源構成比率が低減していることから、電源多様化の評価点が減少した。 

韓国は、石油・原子力から石炭・天然ガスへのエネルギー転換が行われ、電源多様化の
評価点が減少した。 
 

【電源多様化(ドイツ・日本・アメリカ・カナダ・韓国)】 

  

  

 

 

 
(エ)チョークポイントリスク 

チョークポイントとは、物資輸送ルートとして広く使われている狭い海峡を指すが、原
油や LNG など大量のエネルギー輸送に際しても利用されることから、その安全確保、あ
るいはそこに依存しない輸送ルートの確保はエネルギー安全保障にとって非常に重要な要
素となる。 
 本項ではチョークポイントを通過する各国の輸入原油の数量を合計し、その総輸入量に
対する割合をチョークポイント比率と定め、これを評価数値として点数化している。チョ
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ークポイントを複数回通過する場合は数量を都度計上するため、チョークポイント比率は
100%を超えることもある。 
 チョークポイント比率が低いほど、チョークポイントを通過せずに輸入できる原油が多
いということになるため、良い評価となる。 

チョークポイントは、米国エネルギー省エネルギー情報局(以下、EIA とする。)によっ
て、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、バル・エル・マンデブ海峡（イエメンとアフリカ大陸
の間にあり、紅海とアデン湾を隔てる海峡）、スエズ運河、トルコ海峡、デンマーク海
峡、喜望峰、パナマ運河の 8 か所が定められている。 
 

【チョークポイント】 

 
出典：EIA World Oil Transit Chokepoints（2017 年 7 月 25 日更新） 
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【チョークポイントリスク】 

 
 

全体的として、2000 年と比較し原油の中東依存度を下げようとする傾向が見られる。他
方、代替となる石油の輸入をロシアに頼る国が多いのも見受けられる。 

評価点に大きな変化があった国について、順に説明する。 
ドイツは中東依存度を低減させることでチョークポイントリスクの低減に成功してい

る。他方、ロシアへの依存度が高まっている。 
 韓国は一次エネルギーの原油比率を着実に低減しているものの、輸入先としては依然と
して中東への依存度が高く、チョークポイントリスクは高いままである。 
 ロシアからドイツに輸入される原油については、半分がロシア―ドイツ間に存在する石
油パイプライン「Druzhba Pipeline」を通じて輸入されていると仮定して、チョークポイ
ントを通過する量を輸入量の半分としている。 
 

【チョークポイントリスク(ドイツ・韓国)】 

  
※「旧ソ連依存度」とは、ロシア・カザフスタンへの依存度を指す。 
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【中東・ロシア依存度の推移】 
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第 2 章 各国の目標達成の難易度や課題等の評価整理と過少投資問題 
 
１．米国 
 
（１）温室効果ガス削減に関する中期目標と進捗 
 米国は、民主党オバマ政権時代に、温室効果ガス排出量を 2020 年▲17%、2025 年▲

26～28%の削減目標を示している（いずれも 2005 年比）。 
 目標に向けた進捗について、2016 年時点で▲11%の削減実績となっている。シェール

革命により石炭火力がガスに転換されたことや、2008 年のリーマンショックの影響に
より、増減を繰り返しながらもトレンドは減少の方向 となっており、直近 3 年の傾
向を見ても削減の方向となっている一方、2025 年の目標ラインより上振れている。こ
のため、2020 年▲17%削減、2025 年▲26～28%削減の目標達成に向けた見通しは不
透明であるといえる。 

 温室効果ガス排出の構造について、米国は、温室効果ガス排出のうち、約 74%がエネ
ルギー起源 CO2 となっている。そして当該 CO2 排出の要因は、前述の通り非化石電
源比率（電源の非化石化）とエネルギー消費削減率（省エネルギー）に分けられ、そ
れぞれについて以下のとおりとなる。 

 米国の温室効果ガス排出の構造について、温室効果ガス排出のうち、エネルギー起源
CO2 が占める割合は 74%であり、そのうちの 39%が電源となっている。主要国の中
でも平均的な構造であり、CO2 削減のためには電源の非化石化（非化石電源比率の増
加）と省エネルギー（エネルギー消費削減率）をバランス良く進めていく必要があ
る。 
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図 GHG 排出量の実績と目標（米国） 

（出所）UNFCCC GHG Data, USA First NDC 
（注 1）米国の削減目標は基準年比の削減率であり、 目標年における具体的な GHG 排出量は不明であ
る。 
（注 2）2017 年以降の GHG 排出量は、基準年である 2005 年の実績値に目標水準を乗じた値である。 

 
（２）非化石電源比率（電源の非化石化） 
 上記のとおり、米国は、温室効果ガス排出のうち 74%がエネルギー起源 CO2 であり、

そのうち 39%が電源由来となっている。 
 電源の非化石化の状況は、2005 年時点で 28%であったのに対し、足元（2016 年）で

34%と順調に増加している。これは、RPS 等の支援による再生可能エネルギーの導入
拡大に加え、一定の原発比率を維持してきたためとなる。 

 また、非化石比率の増加に加え、火力の内訳としても、2006 年以降のシェール革命に
より天然ガス価格が低下し、石炭から、より CO2 排出の少ない天然ガスに転換してい
る。 

 これらの電源の非化石化と低炭素化が CO2 削減に寄与している。エネルギー源毎の状
況は以下のとおりとなる。 

 
① 再エネ 
 米国は、全土を対象とする再生可能エネルギーの導入目標は示していない。基本的に

州単位での政策となっており、多くの州（50州のうち29州）は、一定割合の再生可能
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エネルギー発電を事業者に求めるRPS制度を導入している。例えば、カリフォルニア
州では、販売電力量のうち再生可能エネルギーが占める割合を2030年50%に、ニュー
ヨーク州では2030年50%といった目標を示している。これらにより再生可能エネルギ
ー比率は10％（2010年）から15％（2016年）に増加している。 

 
② 原子力 
 米国は世界最大の商用原子炉保有国であり、現在、国内 62 発電所で 98 基が稼働、従

来から、原子力発電比率約 20％程度を維持している。 
 他方、シェール革命による天然ガス価格の低下を受け、相対的に原子力発電の価格競

争力が低下し、一部の事業者は新規の建設計画の取り下げや、閉鎖を発表している。
こうした中、2017 年 6 月、トランプ大統領は「原子力の再興と拡大（revive and 
expand）」を表明。これを受け、2018 年 6 月には、議会は前年度比 10%増となる原子
力関連予算（13 億ドル）を承認、さらに同月、民間の原子力研究開発・実証を促進す
る原子力イノベーション能力法が成立するなど、次世代炉開発に力を入れている。 

 
③ 火力 
 米国は、従来、電源の約 5 割を国産石炭に依存してきたが、2006 年以降、廉価な天然

ガスが開発（シェール革命）されたことにより、石炭から天然ガスへのシフトが進
み、石炭比率は足元（2016 年）31%まで減少している。一方、天然ガスは 1990 年に
は 2%であったところ、足元（2016 年）43%まで増加してきている。 

 石炭について、前オバマ政権は、石炭火力発電所からの CO2 排出を 2030 年までに対
2005 年比 32%削減する施策（Clean Power Plan）を進めていたが、当該施策はトラ
ンプ政権により廃止されている。 

 一方、米国は、発電所等で排出された CO2 を、他の気体から分離して集め、地中深
くに貯留・圧入する技術である CCS、また分離・貯留した CO2 を利用する CCUS に
注力しつつある 1。 

 
  

                                                      
1 テキサス州では日本企業も出資し、既設の石炭火力発電所に CO2 回収プラントを導入し、排ガスから

140 万トン/年の CO2 を回収、回収した CO2 はパイプラインで輸送し、130km 離れたウェスト・ラン
チ油田で EOR（石油増進回収法）に利用するという、ペトラノヴァプロジェクトが行われている。 
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表 発電電力量に占める燃料種別割合 
 2005 年 2016 年 

天然ガス 18% 33% 
石油 3% 1% 
石炭 50% 31% 

原子力 19% 20% 
再エネ 9% 15% 

出所：IEA,“Energy Balance Tables”より作成 
 
（３）エネルギー消費削減率（省エネルギー） 
 米国は、省エネルギーについて目標は示していない。1 次エネルギー消費量削減率は

足元で▲3％（2005 年比）と横ばいの状況である。 
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２．カナダ 
 
 カナダの排出量の実績と目標は次のとおりである。 
 

 
図 GHG 排出量の実績と目標（カナダ） 

（出所）UNFCCC GHG Data,  
CANADA’S 2017 NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION SUBMISSION TO THE UNITED 
NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 

 
 カナダは、そのエネルギー資源の豊富さが気候変動政策に大きな影響を与えている。シ

ェールガス等の化石燃料が豊富にあるだけではなく、水力発電等の再生可能エネルギ
ーも豊富にあり、このような潤沢なエネルギー資源がカナダの温暖化政策、エネルギー
政策の方向性に大きな影響を与えている。 

 また、連邦政府においては、保守党と自由党の二大政党が政権を巡って競う形になって
いるが、この二つの政党の温暖化政策が大きく異なることで、政権交代のたびに、温暖
化対策が大きく変更されており、政策の継続性に不確実性があることも特徴となって
いる。 

 さらに、憲法上、エネルギー資源等の天然資源の利用に関しては、州政府の権限とされ
ているため、エネルギー、環境問題について連邦政府が統一した政策を実施しにくいこ
とも特徴となっており、これもカナダの温暖化政策の方向性を決定する一つの要因と
なっている。 
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(削減目標) 
 カナダは 2020 年に 2005 年比で GHG 排出量を 17%削減、2030 年に同 30%削減とい

う目標を国連に提出している。 
 
(気候変動政策) 
 2015 年に行われた選挙により自由党が勝利した。その結果、京都議定書より脱退する

など気候変動政策に後ろ向きであった保守党から、過去に排出量取引制度などの導入
を検討していた自由党へと政権が交代した。 

 政権交代により、カナダの気候変動政策を大きく方針を転換し、現在、カナダ全体へカ
ーボンプライシングの導入が進められている。 

 カナダの全体のカーボンプライシングは、特定の州では既にカーボンプライシングが
導入されていることから、カーボンプライシングが導入されていない州（ないしは十分
でない州）を対象としたもので、オンタリオ州、サスカチュワン州、マニトバ州および
ニューブランズウィック州が対象となる。 

 ただし、オンタリオ州およびサスカチュワン州は、連邦政府にはカーボンプライシング
を導入する権限はないとし、裁判所へ提訴している。 

 
(再生可能エネルギー) 
 カナダは発電量の約 80%がカーボンフリー電源（2016 年：原子力 15%、水力 58%、

その他再エネ 15%）であるため、連邦政府による FIT や RPS などの再生可能エネルギ
ー導入促進制度は存在しない。 

 
（石炭） 
 石炭による発電量は全発電量のうち 10％に過ぎないが、厳しい石炭火力発電所に対す

る規制が存在している。2015 年に発効した規制では、耐用年数が超過した既存の石炭
火力発電所に対して、天然ガスコンバインドサイクルと同等の CO2 排出基準を義務付
けるものである。 

 加えて、2018 年には、石炭火力発電所のフェーズアウトを早期に実現するために、同
CO2 排出基準の適用時期を、2030 年か耐用年数のいずれかの早いものにするとの修正
案が公表された。 

 
米国とカナダの制度一覧は次のとおりである。 
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GHG削減
目標

2020年：17%削減(2005年比)
2025年：26～28%削減(2005年比)

2020年：2005年比17%削減
2030年：2005年比30%削減

部門別

アメリカ カナダ
2030年 2030年

太陽光
風力 風力

エネルギー
ミックス

分類 比率 分類 比率
再エネ 再エネ
太陽光

バイオマス バイオマス
原子力 原子力

地熱 地熱
水力 水力

石油 石油

GHG
排出推移

1990年：5,536 Mt-CO2
2005年：6,589 Mt-CO2(NDCの基準年)
2016年：5,795 Mt-CO2(直近)
出所：UNFCCC GHG Data

1990年：536 Mt-CO2
2005年：712 Mt-CO2(NDCの基準年)
2016年：676 Mt-CO2(直近)
出所：UNFCCC GHG Data

石炭 石炭
LNG LNG

15% 再エネ 65%
太陽光 1% 太陽光 1%

部門別

エネルギー燃焼プロセスにおけるGHG排出量(5,137 Mt-CO2)のうち、
エネルギー産業：1,825 Mt-CO2(36%)
製造業・建設業：813 Mt-CO2(16%)
運輸：1,786 Mt-CO2(35%)
その他：713 Mt-CO2(14%)

出所：UNFCCC GHG Data

エネルギー燃焼プロセスにおけるGHG排出量(516 Mt-CO2)のうち、
エネルギー産業：154 Mt-CO2(30%)
製造業・建設業：102 Mt-CO2(20%)
運輸：174 Mt-CO2(34%)
その他：86 Mt-CO2(17%)

出所：UNFCCC GHG Data

電源構成
（足下）

分類 比率 分類 比率
再エネ

水力 6% 水力 58%
バイオマス 2% バイオマス 2%

風力 5% 風力 5%
地熱 0.1% 地熱 0%

LNG 33% LNG 9%
石油 1% 石油 1%

原子力 20% 原子力 15%
石炭 31% 石炭 9%

位置付け

シナリオ等

見直しの方法
NDCは5年ごとに条約事務局に提出・更新。各国は目標の達成に向けた進捗
状況に関する情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家によるレビューを
受ける。

NDCは5年ごとに条約事務局に提出・更新。各国は目標の達成に向けた進捗
状況に関する情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家によるレビューを
受ける。

目標設定の
考え方

名称・
策定年

見直しの根拠
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地政学

エネルギー
政策

・Trump新政権は「An America First Energy Plan」を政権公約として掲
げ、国内エネルギー資源の最大活用、対外石油依存からの脱却、化石燃料生
産に対する環境規制の緩和、シェールオイル・ガス生産の最大化による雇用増、
クリーンコール技術開発の促進、石炭産業の復興等を提唱。

●	カナダのエネルギー政策の3つの基本原則は、①市場指向、②司法の権限と
州政府の役割の重視、③必要に応じて特別の政策目的を達成するために規制
等の手段を用いて市場の中のプロセスに目標を持って介入することである。

●	カナダの連邦政府や州政府にとって、エネルギー・資源開発は国内経済・産業
活性化の柱である。これまでは、米国市場に依存し生産原油の60%、生産ガス
の50%をパイプライン等で輸出してきたが、米国市場を頼りにしてきた輸出政策
は、近年、米国のシェール革命をきっかけに転換が迫られており、日本をはじめ米
国以外の国への供給先の多様化が急務となっている。

政治的
動向

●	対ロシア関係
	2017年4月、米財務省は、対ロ経済制裁下で禁止されている、米国企業に
よるロシアでの原油・天然ガス掘削活動を認めない方針を改めて発表 。
	2017年7月、財務省はExxonMobilに対し、2014年に対ロ経済制裁に違
反したとして、$200万の支払いを命令 。
	2017年7月、米国議会上下院は、対ロ経済制裁を強化する法案を可決した
のを受け、同年8月、Trump大統領が署名 。
	2017年10月、米国務省は同年8月に成立した対ロ制裁強化法に基づき、ロ
シアの国防・情報機関を含む計39団体のリストを議会に提出 。
	2017年10月、2016年米大統領選干渉疑惑を捜査するMueller連邦特別
検察官は、大陪審がTrump陣営のPaul Manafort元選挙対策本部長ら二
人を起訴した旨発表 。
●	対中東関係
【サウジアラビア】
	2017年5月、Trump大統領がRiyadhを訪問した際、Saudi Aramcoは複
数の米国企業と総額$500億の案件で合意した一方、米GEは発電の高効率
化支援を含む、総額$150億の商談をまとめたことを発表 。
【イラン】
	2015年7月、米国は、英、仏、独、中、ロを含む6カ国による、イランとの核開
発問題に関する最終合意（「イラン核合意」）に署名 。
	2017年2月、財務省は弾道ミサイル開発に関与したとされる、12法人と13個
人を新たに制裁対象に追加 。
	2017年5月、国務省は「イラン核合意」に基づく対イラン制裁緩和延長を決定
。
	2017年7月、財務省は弾道ミサイル開発に関与したとされる、16の企業・個
人を新たに制裁対象に追加 。
	2017年10月、Trump大統領は、イラン核合意に関し、イランが遵守していな
いとの見解を表明 。
	2018年1月、Trump大統領は、核合意に基づく対イラン制裁の停止継続を
表明した。同時に、核合意の修正を要求 。
【イラク】
	2011年12月、イラク駐留米軍の撤退が完了。
【アフガニスタン】
	2017年4月、米国は通常兵器としては史上最強の「大規模爆風爆弾兵器」
（MOAB）をアフガニスタンにおけるISの拠点に投下 。
	2017年8月、Trump大統領は対アフガニスタン新戦略を発表し、アフガニスタ
ンへの4000人程度の増派を発表 。
【シリア】
	2017年4月、米国は、シリアのShayrat空軍基地の格納庫や軍用機、燃料
タンク、防空システムを空爆 。
●	対米州関係
	2017年4月、Trump大統領はメキシコ及びカナダの両首脳と電話会談し、現
時点ではNAFTAを離脱しない方針を確認 。
	2017年6月、Trump大統領はキューバに対し、渡航や商取引の規制強化な
どを含む制裁強化を発表 。
●	対中国関係
	2017年5月、米中両国政府は同年4月の米中首脳会談での合意に基づき、
the 100-Day Action Plan of U.S.-China Comprehensive Economic
Dialogueを発表。エネルギー分野では、米国のLNG輸出に関し、中国を他の
FTA非締約国と同等の条件に置くことを明記 。
	2017年6月、Jerry Brown・California州知事は、中国の万鋼科学技術
部長との間で、GHG排出削減に合意し、再生可能エネルギーやZEV、低炭素
都市開発に関する協力の促進を謳う文書に署名 。
	2017年7月、米中包括経済対話を開催（於Washington, D.C.）
	2017年11月、米中首脳会談（於北京開催）で、合計34件（計$2.53
億）の商談に両国が署名 。
	2017年11月、Alaska Gasline Development Corporation (AGDC)
は、Sinopec、CIC Capital Corporation、Bank of ChinaとAlaska州の
LNG共同開発の推進で合意したことを発表 。
	2017年11月、Cherniere Energyは、CNPCとLNG売買長期契約の覚書
を締結 。
●	対インド関係
	2017年6月、米印首脳会談（於Washington, D.C.）の際、戦略的連携
の強化で合意 。
●	対東南アジア関係
	2017年11月、Trump大統領はベトナムとフィリピンを訪問し、連携強化を確
認。

●	2017年1月、Trudeau首相は内閣改造を行い、NAFTA協議を含めた対米
外交を任せるためChrystia Freeland国際貿易相を外相に起用し、後任の国
際貿易相にはFrançois-Philippe Champagne財務政務次官を登用した。
●	2017年5月、BC州の州議会議員選挙の結果、単独で過半数の議席を獲
得する政党が無く、議席獲得数が2番目であったNDP(41議席）は、Clark知
事が率いる自由党(43議席）政権を打破するため、Green(3議席)と連立政
権を組むことに合意し、同年7月18日、新民主党の党首John Horgan氏が州
首相(知事)に就任した。
●	2017年7月、Trudeau首相は、Julie Payette氏(カナダ人初の国際宇宙
ステーション滞在者であり、前カナダ人宇宙飛行士長)をカナダの次期総督に指名
した 。
●	2017年8月、北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉に関する第1回会合が
米Washingtonで開始され、Freeland外相、Lighthizer米通商代表部代
表、Ildefonso Guajardoメキシコ経済相が出席。
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最近の
動向

・2017年6月、Trump大統領は米国のパリ協定からの離脱を宣言。
・2017年10月、Perry・DOE長官は同年3月の大統領令(Exective Order
13783：“Energy Independence and Economic”)に基づき、国内エネル
ギーの開発・利用促進に向けた調査結果として4つの提言を発表

●	2017年5月、環境省は連邦政府による炭素税導入の詳細を示した。導入
は、2018年からで、初年はCO2排出量10ドル/ton、毎年10ドル/tonずつ引き
上げられ、2022年に50ドル/tonと設定している。また、ガソリン価格へは2.33セ
ント/l、2022年には11.63セント/lが転嫁される。各州の導入計画がこの基準に
満たない場合は、強制的に連邦政府案が導入される。
●	2017年11月末現在、国家エネルギー委員会（National Energy
Board:NEB）に対してLNG輸出許可申請（米国プロジェクトを除く）が24件
なされている。内訳はNova Scotia州3件、Quebec州2件、New
Brunswick州1件で、残り18件がBritish Columbia（BC）州のプロジェクト
である。なお、プロジェクトの撤退表明が相次ぎ、現状では小規模プロジェクトであ
るBC州のWoodfibre LNGプロジェクトのみが進行中である。

〇4つの提言

(1)天然ガス輸出承認プロセスの簡素化
(2)国立研究所(National Laboratories)運営政策の見直し
(3)NEPA(National Environmental Policy Act)規制・実施策の見直
し
(4)電化製品標準(Appliance Standards)プログラムの見直し

天然ガス

・2017年3月、DriftwoodLNGプロジェクトは、DOEからFTA締約国向けLNG
輸出(2,600万ton/年)の許可を取得。FTA非締約国向け輸出に関しては審
査中。
・2017年3月、米連邦運輸省海事局は、米国初となる洋上液化プロジェクト
Delfin LNG Deepwater Port(Louisiana州)に大深海港ライセンスを発行。
・2017年4月、DOEはGoldern Passプロジェクトに対し、FTA非締約国向けに
輸出開始から20年間、2.21Bcf/d(1,679万ton/年)の輸出を承認。
・2017年6月、DOEは初の洋上LNGプロジェクトからのFTA非締約国向け案件
ちなるDelfin LNGプロジェクトからの輸出(1,200万ton/年)を承認。
・2017年9月、DOEは0.14Bcf/d(100万ton)未満の輸出をsmall-scale
natural gas exportsとし、LNG輸出手続きの簡素化を発表。
・2017年11月、米国貿易開発庁(USTDR)は、LNG輸出推進団体である
LNGAllisや全米商工会議所等の関連団体と、米国からガスインフラ輸出を促進
するU.S. Gas Infrastrure Export Initiativeを設立。LNG受入基地等、重
要国側での受け入れ態勢整備を支援することでLNG輸出の拡大を意図。
・DOEによるLNG輸出許可の最新情報は以下を参照。
https://www.energy.gov/fe/downloads/summary-lng-export-
applications-lower-48-states

●	ガス上流部門は既に自由化されている。今後は北部及び沖合における天然ガ
ス開発事業、LNG事業の管理が重要課題となる。

石炭

●	豊富な埋蔵量を持つ石炭は今後も同国のエネルギー利用および経済において
一定の役割を担うとされている。さらに、環境問題に取り組みつつ、安定的かつ経
済的なエネルギーを確保するためには、「環境的に受入可能な石炭利用」が重
要である。そのため、2008年に「Clean Coal Technology Road Map：
（CC）TRM」 が策定された。

安全
保障

・trump政権(2017年～)は、国内化石燃料資源の生産・輸出の最大化を通
じ、国内雇用の増大と国際エネルギー市場における米国のプレゼンス拡大を目指
している。

●	カナダは石油、天然ガス、電力、ウランの純輸出国であるため、エネルギー・セ
キュリティは差し迫った問題とは見なされていない。しかし、大規模なエネルギー供
給の途絶が発生した場合にはエネルギー供給融通委員会（Energy Supplies
Allocation Board：ESAB）に国内のエネルギー供給割り当てを行う権限が
与えられている。

石油

【石油開発/輸送】
・2017年3月、Trump大統領はTransCanadaが申請していたKeystone XL
パイプラインに関する大統領認可(presidential permit)を発表。
・2017年4月、Trump大統領は海洋石油・ガス掘削禁止措置を見直す大統
領令に署名。
・2017年6月、Washington連邦地裁は、Dakota Accessパイプライン
(North Dakota州～Illinois州)に関し、陸軍工兵隊の環境影響調査を不十
分としてやり直しを命令。
・2017年7月、Zinke内務長官は、連邦保有地の油田・ガス田の掘削認可プロ
セスを加速し、掘削権オークションの増加を図る、土地管理局(Bureau of
Land Management)に対する長官命令書に署名。
・2017年11月、Nebraska州政府は、Keystone XLパイプラインの建設を承
認。
【石油輸出】
・2015年12月、Obama大統領が原油輸出解禁に関する法案に署名したこと
を受け、商務省は米国本土から原油輸出する際、今後同省のライセンスが不要
であることを正式発表。

油上流部門は既に自由化されている。今後は北部及び沖合における石油開発
事業の管理が重要課題となる。なお、NRCanの下部組織CanmetENERGYを
中心として、石油開発に係る各種クリーン技術の開発を推進している。

石炭
火力の
動向

・2015年8月、Obama大統領が石炭火力からのCO2排出量の規制強化
(2030年までに対2005年比32%削減)を図る「Clean Power Plan(CPP)」
を発表。
・2015年10月、全米24の州政府が連邦裁判所に対し新規制の取り消しを求
め提訴。
・2015年12月、Obama大統領が拒否権発動
・2017年3月、Trump大統領がCPPの見直しを命じる大統領令に署名。
・2017年6月、Trump大統領が米国のパリ協定からの脱退を宣言。
2017年10月、Perry・DOE長官は、同年3月の大統領令に基づき、国内エネ
ルギーの開発・利用促進に向けた調査結果として、4つの提言(1)天然ガス輸出
承認プロセスの簡素化(2)国立研究所運営政策の見直し(3)NEPA(National
Environmental Policu Act)規制・実施策の見直し(4)電化製品標準プログ
ラムの見直し、を発表。

・2030年までに石炭火力0%を目指す。
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CCS/C
CUS

CCSプロジェクトの税額控除(tax credit)が存在しており、2018年に拡大され
た。税額控除額はプロジェクトによって異なり、EOR（石油増進回収法）プロジェ
クトの場合、これまでの10ドル/t-CO₂から最大で35ドル/t-CO₂(2026年時点)
の税額控除が、EORではない隔離（sequestration）プロジェクトの場合はこ
れまでの20ドル/t-CO₂から最大で50ドル/t-CO₂(2026年時点)の税額控除が
受けられる。

原子力

●	2017年5月、17名から成る共和党下院議員グループがSmall Modular
Reactors（SMR）への財政支援をTrump大統領に要請 。
●	2017年5月、Trump大統領が議会提出した2018会計年度予算教書で
は、Obama前政権が打ち切ったYucca Mountainにおける使用済核燃料の深
地層処分場建設改革の許認可審査活動再開、中間貯蔵プログラム開始に向
けた新たな予算措置を提案する一方、新設原発に対する融資保証プログラムや
SMR商業化支援プログラムへの予算措置終了を明記 。
●	2017年6月、DOEは先進原子力技術に対する、$6,600万の投資を発表 。
●	2017年6月、Perry・DOE長官は、先進・小型原子炉開発支援の方針や、
ロシアや中国が原子力技術を梃子として、世界で政治的影響力を行使している
ことに懸念を表明 。
●	2017年9月、DOEはGeorgia州Southern Co.のVogtle原発プロジェクト
に対し、$37億の追加融資保証を発表（既に$83億融資済） 。
●	2017年10月、DOEは新たなAdvanced Research Projects Agency
Energy (ARPA-E)プログラムに含まれる、Modelling-Enhanced
Innovations Trailblazing Nuclear Energy Reinvigoration
(MEITNER)プロジェクトに、$2,000万支援することを発表 。
（不拡散問題）
●	2016年12月、Moniz・DOE長官は核兵器約1,000発分に当たるプルトニウ
ム6 tonの最終処分に向けた作業を2017年から開始することを発表。核兵器へ
の転用を防止する監視と検証をIAEAに要請 。

●	連邦政府は、原子力発電に肯定的であり、国内の原子力産業の国際競争
力強化に努めている。
●	カナダでは使用済み燃料を再処理せずに楯状地の深地層に直接処分する方
針がとられている。最終処分場の候補地選定、建設に向けた取組みは、2002
年に制定された「核燃料廃棄物法（Nuclear Fuel Waste Act）」に基づ
き、原子力発電事業者が設立した核燃料廃棄物管理機関（Nuclear
Waste Management Organization： NWMO）が主体となって行ってい
る。
●	福島原発事故を受け、2014年1月にOliver(元）天然資源大臣は、原発
事業者にかかわる損害賠償措置額を7,500万カナダドルから10億カナダドルに増
額することを盛込んだ法案を議会に上程し、2015年2月、同法案は両院を通過
後、国王の裁可で成立した。

発電
施設の
立地
支援

・米国では発電施設の立地や運転の円滑化に対する国の支援制度は見られな
い。

新増
設・リプ
レース

・2017年5月、新設原発に対する融資保証プログラムやSMR商業化支援プロ
グラムへの予算措置終了を明記。

核燃料
サイク
ル・バッ
クエンド
対策

・2016年12月、Moniz・DOE長官は核兵器約1,000発分に当たるプルトニウ
ム6tonの最終処分に向けた作業を2017年から開始することを発表。核兵器へ
の転用を防止する監視と検証をIAEAに要請。

新型炉
開発

・2017年6月、DOEは先進原子力技術に対する$6,600万の投資を発表。
・2017年9月、DOEはGeorgia州Southern Co.のVogtle原発プロジェクトに
対し、$37億の追加融資保証を発表(既に$83億融資済み)。
・2017年10月、DOEは新たなAdvanced Research Projects Agency
Energy(ARPA-E)プロジェクトに含まれる、Modelling-Enhanced
Innovations Trailblazing Nuclear Energy
Reinvigoration(MEITNER)プロジェクトに$2,000万支援することを発表。

●	国内62発電所で99基（PWR65基、BWR34基）が稼働しており、合計発
電設備容量は約99.7GW（2017年4月時点） 。
●	2017年1月、Nuscale Power社はSMRの設計認証をNRCに申請 。
●	2017年6月、GE日立ニュークリア・エナジー社（GEH）と米国の原子力発電
事業5社（Exelon社含む）は、GEH社製PRISM原子炉の商業化に向けた許
認可取得で協力を図るチーム結成協定を締結 。
●	2017年9月、NuScale Power（本拠地：Oregon州）は、独自開発中
のSMRを2020年代に英国で商業生産し、同国内で発電・配電する行動計画
を発表 。
●	2017年10月、Nuclear Innovation Allianceは、米国内企業が推進す
るSMRの開発・商業化活動に関し、政府に支援提供を求める報告書を公表 。
●	2017年10月、SMRの潜在的ベンダー及び買主からなる専門家グループ
「SMR Start」が作成した報告書は、政府の金融支援利用可能状況次第で、
2030年までに天然ガス火力発電との経済的競合が可能と結論 。



23 
 

 

再エネ

【輸送用燃料】
・2016年11月、Obama政権は「パリ協定」の発効を受け、電気自動車の普及
を目指すために、米本土の東西35州にまたがる約40,000kmの高速道路で充
電設備を設置する計画等を発表。

【発電】
・連邦政府の主要な再エネ導入支援策として、発電税額控除(PTC)、投資税
額控除(ITC)、直接補助金、債務保証がある。
・2016年8月時点で、Washington D.C.および29州でRPSを導入。2016年
2月、全国17州(Hawaii州、Washington州、Oregon州、California州、
New Englandの5州、中西部3州、大西洋岸3州を含む)の知事が集結し、再
エネ、グリッドの近代化等を自らの週で推進する共同誓約書に署名。
・2017年7月、Hawaii州は2040年までに再エネ導入100%を目指す事業者
の計画を承認。
・2018年1月、輸入太陽光セル・モジュールへのセーフガード発動を、トランプ大
統領が承認

2005年9月、連邦政府は再生可能エネルギー技術の更なる展開に伴う課題や
機会に対応
するため、IEAの「Implementing Agreement on Renewable Energy
Technology Deployment(IEA-RETD)」に参加した。
● 連邦政府は、再生可能エネルギー利用促進のため、「ecoENERGY
Innovation Initiative Demonstration Projects」、「ecoENERGY
Innovation Initiative R&D Projects」、｢Wind Power Production
Incentive｣、｢Government Purchases of Electricity from
Renewable Resources：PERR｣等の事業を実施することで、手厚い税制優
遇措置等を通じて再生可能エネルギーへの投資を円滑化している。また、州・準
州政府も再生可能エネルギー開発と実用化のため、夫々独自のプログラムを有し
ている例が多い。

●	連邦政府は、次世代のバイオ燃料の生産に向けた技術開発に対して、適正
なプロジェクト費用の最大40%を支援する「Sustainable Development
Technology Canada (SDTC) for the NextGen Biofuels FundTM」を
2007年4月に創設した 。
●	連邦政府は、2010年12月に施行された｢Renewable Fuels
Regulations｣によって、ガソリン中のバイオ燃料の混合割合を平均5%とするこ
と、また、軽油・灯油（ヒーティングオイル）についてはその混合割合を2011年7
月から平均2%とすることを義務付けた。
●	連邦政府はバイオ燃料の生産量を増加させるため、生産者に対するインセン
ティブとして「ecoENERGY for Biofuels Program」を2017年3月末日まで9
年間実施した。この間建設されたエタノール製造プラントは14か所（製造能力
18.18億リットル/年）、バイオディーゼル製造プラント7か所（製造能力2.17億
リットル）であった 。

FIT
（・入
札制
度）

●	連邦政府による支援策はなく 、各州が独自に再生可能エネルギー利用基準
（RPS）や固定価格買取制度（FIT）を制定している。RPSを採用している
州は、New Brunswick州とNova Scotia州の2州。また、FITを採用している
州はOntario州とNova Scotia州である。

賦課金
動向

自立化
取組

ポスト
FIT

FIT
以外の
制度

●	カナダでは、化石燃料を効率的に、または再生可能エネルギーを用いて工業プ
ロセスで利用される電力生産を行うための投資については、税制の優遇措置 とし
て年30%の定率減価償却が認められている。
●	2007年4月に開始された、再生可能電源導入促進プログラム
ecoENERGY(for Renewable Power) では、操業開始から10年間、適正
な電力生産に関しては1セント/kWhのインセンティブが与えられる。

再エネ
ネット
ワーク

EV（・自
動車に対
する規制
措置）

・1975年に「エネルギー政策・省エネルギー法(Energy Policy and
Conservation Act)」を制定、乗用車と小型トラックを対象に、全ての新車の平
均燃費の改善を求める。CAFÉ(Corporate Average Fuel Economy)を導
入。2007年12月、「エネルギー自立・安全保障法(Energy Independence
and Security Act)」によってCAFEを改正、2020年時点で平均燃費を35マイ
ル/ガロンとすることを義務化。
・2012年8月、Obama政権は2025年までの新しい自動車燃費基準を発表。
・2018年8月、トランプ政権、オバマ前政権が定めた2025年までに47mpg(1ガ
ロンあたりのマイル走行距離)としていた燃費基準を、2020年基準値である
37mpgに凍結する案を発表

発電CO2 433.2 149.5

水素

蓄電池

熱
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自由化の
方向性

●	電気事業者に対する規制機関はFERC（州際取引を規制）とPUC(州内
取引を規制)。卸電力市場は、1992年の公益事業持株会社法(PUHCA)改
正によりIPPが自由に発電設備を所有･運転し、電力を販売することが認められ、
自由化が開始。1996年にはFERC指令により、電力会社に対し送電線開放と
発送電部門の｢機能分離｣が義務付けられ（同時に離脱需要家からの回収不
能費用の回収も認められ）、以降IPPなどの参入が進行中。
●	小売市場が全面的に自由化された国内13州及びD.C.（Columbia特別
区）では、小売業者に対し電源情報（電源構成、大気汚染物資排出量等）
の開示を義務化。部分的に自由化された11州で導入 。

●	2017年4月、Perry・DOE長官は、連邦規制や再生可能エネルギー導入が
国内電力のベースロード電源確保を害していないか、国内送電網の再調査を指
示 。
●	2017年8月、DOEは「Staff Report to the Secretary on Electricity
Markets and Reliability」を発表、安価な天然ガスがベースロード発電所閉
鎖の最大要因とし、その他の要因として横ばいの電力需要、環境規制、再生可
能エネルギー導入拡大を列挙 。

●	1998年にAlberta州で電気事業再編法が成立して以降、カナダでの電力市
場の自由化が始まった。その後、2001年にAlberta州で、2002年にOntario
州で電力小売が完全自由化された。また、大口産業用需要家のみにオープンア
クセスを認める部分自由化は、New Brunswick州、BC州、Quebec州の3州
で実施されている 。2017年11月末現在、10州のうちNewfoundland州と
Prince Edward Island州を除く8州で卸電力市場の自由化（送電線の開
放）が実施されている 。

分散化
電源

省エネ
・DOEのエネ効率・再エネ局が省エネ政策を主に管轄、環境保護庁や運輸省、
住宅都市開発省と共同で諸政策を実施。
・家電に対する省エネ基準や自動車燃費基準が存在する。

●	1998年4月にNRCanは省エネルギーや再生可能エネルギー利用拡大のため
に省エネルギー室（Office of Energy Efficiency：OEE）をエネルギー局内
に設置した。OEEは、ビル、設備・器具、政府、住宅、産業、教育・広報、運輸
といった7部門について様々なプログラムを管理運営している。
●	カナダでは、産業界（製造業）に対するエネルギー管理システムの国家標準と
してISO50001 を採用している。
●	カナダでは、家電製品等の省エネルギー基準を設定するとともに、基準を満たし
た製品に「ENERGY STAR」や「EnerGuide」というラベルを貼り、国民が安心し
て、かつ容易に省エネ製品を購入する手助けをしている。

電力
新市場
設立

（容量市
場等）

米国では北東部の州の系統運用機関であるPJM、カリフォルニア州による2つの容
量市場を存在している。

・PJM：2007年5月から集中型容量市場に移行した。集中型容量市場では自
己供給を除き、PJMが小売供給事業者に代わって受渡年3年前までの供給力
確保義務に相当する供給力を調達するものである。

・カリフォルニア州：カリフォルニア州では複数の容量調達メカニズムが併存してい
る。州政府の規制によるLTPPとRAR、そしてCalifornia ISOのCPM
（Capacity Procurement Mechanism）と呼ばれるバックアップ型容量市
場である。

(出所)平成２８年度電力系統関連設備形成等調査事業（海外の容量メカ
ニズムに関する調査）調査報告書

イノベー
ションの
必要性

・既存技術の斬新的進歩や新たな選択肢となる抜本的な進歩といったクリーンエ
ネルギーイノベーションがあれば、費用削減と低炭素エネルギーへの転換を早期化
させ、世界にも貢献する。

・イノベーションは非常に重要である。クリーンエネルギーオプションの短期間での加
速度的な導入や、革新的技術の開発により、長期的な移行はより容易になる。
・変革の多くは既存技術で達成できるが、Mission Innovation initiativeのよ
うなイノベーションや、RD&Dや関連インフラへの大規模な投資が、変革には必要
である。

ネット
ワーク
投資

過少
投資
問題
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（カーボンプ
ライシング）
（CO2価
格）

・温室効果ガスの愛出価格設定は、費用効果の高い排出量削減の促進、並び
に低炭素エネルギー供給技術に対する民間投資の推進という、二つの目的に適
う。

・カーボンプライシングにより、民間セクターの投資とイノベーションに必要な市場シグ
ナルを提供することができる。
・持続可能なエネルギーへの移行の実現には、カーボンプライシングが重要な要素
となる。

産業構造の
特徴

研究開発

・電力部門：低炭素型発電（CCUS付き火力、原子力、風力、太陽光、太
陽熱、バイオ、地熱、水力等）、電力系統近代化、蓄電
・運輸部門：バッテリー式電気自動車、燃料電池自動車、バイオ燃料、自動車
の効率改善、航空機、モーダルシフト
・建築分野：冷暖房、温水・水冷システム、建物の外殻構造、照明・その他電
気負荷（MELs）、建物システム
・産業部門：燃料転換・代替原料、エネルギー効率、先端プロセス、先端材
料、産業用CCUS

・鉄やスチール、パルプ、紙、化学物質そしてセメントセクターもまたCCSを通して
排出削減できる可能性
・エネルギー密度の増加や電池エネルギー貯蔵技術の充電率の向上は広範な電
気輸送を求められている輸送セクターの改善に繋がる。水素燃料電池技術もまた
輸送セクターの脱炭素化を促進
・将来的により費用対効果が高くなるのは、電動地熱やヒートポンプなどがあり、ア
ンビエント・ソーラー・ヒーティングも使用が拡大

（カーボン
リーケージ）

・すべての国が貿易比重の高い部門も含めて気候変動対策に取り組むことは、
リーケージを防ぐうえで重要となる。 ・(記載なし)

部門別取組 主な施策 シナリオ数値 主な施策 シナリオ数値

エネルギー
部門

産業
部門

運輸
部門

エネルギー
サプライヤー
動向・戦略

各国の真の課
題（脱炭素に
向けた取組の
中で各国が直
面している問
題）

・パリ協定からの脱退
　2017年6月、トランプ大統領はパリ協定から脱退を表明し、同年8月に国務省
が国連に対し正式に脱退を通告した。なお、米国の脱退が有効になるのは、パリ
協定の規定上、2020年11月以降であるため、米国の利益や将来の政策オプ
ションを保持するために、COPなどの国際交渉には引き続き参加するとしている。
　上記に記載されているNDCに関連する情報は、2020年以降にすべて白紙に
なる可能性があり、米国のみが気候変動に対して何ら国際的な責務を負わない
状況が生まれることも考えられる。
　ただし、2020年11月には米国で大統領選挙が行われるため、共和党から民
主党へ政権交代が生じた場合、パリ協定に残留する可能性もある。

・政権交代による政策変更
　国内の政策に目を転じると、民主党のオバマ政権から共和党のトランプ政権へ
交代したことにより、気候変動政策において、大幅な政策転換が行われている。
例えば、オバマ政権の気候変動対策の中心的な施策と見られていた火力発電
所のCO2排出規制（新設・既設）や、自動車の燃費基準などは、トランプ政権
により廃止や基準緩和などが行われている。
　米国では政権交代により、大幅な政策変更が行われるため、気候変動に対す
る方針が一転するリスクがある。

家庭・業務
部門

農林水産
部門
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３．英国 
 
（１）温室効果ガス削減に関する中期目標と進捗 
 英国は、EU としての温室効果ガス削減目標（2020 年▲20%、2030 年▲40%）を上

回る 2020 年▲37%、2030 年▲57%の削減目標 2を示している（いずれも 1990 年
比）。目標に向けた進捗について、2016 年時点で▲36%の削減実績となっている。こ
れは 2030 年▲57%削減の目標ラインと同水準となり、また、直近 3 年の傾向を見て
も削減の方向となっている。このため仮に現在の傾向を維持していくことができれ
ば、2020 年▲37%削減、2030 年▲57%削減の目標ともに達成可能と考えられる。 

 英国の温室効果ガス排出の構造について、温室効果ガス排出のうち、エネルギー起源
CO2 が占める割合は 76%であり、そのうちの 25%が電源となっている。主要国の中
でも平均的な構造であり、CO2 削減のためには電源の非化石化（非化石電源比率の増
加）と省エネルギー（エネルギー消費削減率）をバランス良く進めていく必要があ
る。これについて、英国は、非化石比率の増加、火力依存度の低下とその質の転換
（石炭から天然ガスへの転換）、さらに省エネルギーをバランスよく進めており、こ
れが CO2 削減に繋がっていると言える。 

  

                                                      
2 英国は気候変動法（Climate Change Act 2008）において 2050 年までの温室効果ガス削減目標 80%
（1990 年比）を掲げ、2028 年～2032 年までに CO2 排出量を 1990 年比で 57%削減することとしてい
る。 
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図 GHG排出量の実績と目標（英国） 

（出所） UNFCCC GHG Data,  
DECC (2016) “Impact Assessment for the level of the fifth carbon budget,” 
BEIS (2017) “Clean Growth Strategy.” 

 
（２）非化石電源比率（電源の非化石化） 
 一定の原子力発電比率（約 2 割）を維持ししつつ、再生可能エネルギー比率を 2010 年

比で約 2 倍の 25%に増加させてきたことから、非化石比率は 2010 年比で約 2 倍（46%）
に増加している。 

 火力は、その依存度を 2010 年約 8 割から 2016 年約 5 割まで引き下げつつ、質の面で
も石炭から自国の北海ガス田産の天然ガス等への転換を進めてきた。これにより石炭
比率は既に 9％まで低下している。 

 
① 再エネ 
 英国は、再生可能エネルギーについて、電力消費量ベースで2020年までに31%、2030

年までに52%とする目標を示している。この目標を達成するため、2010年4月より固
定価格買取制度（FIT）等を通じた導入支援を行っており 、再エネ比率を2010年6%
から2016年25%に拡大させた。 

 一方、産業用（大企業向け）の電気料金が欧州域内でイタリアに次いで高い水準とな
るなど、コスト増が課題となっている。2015年に保守党に政権が交代した後、保守党
は国民負担を抑制するため再生可能エネルギーの買取価格の引き下げや入札制度の導
入等を進めてきた。 

 2010年から2015年にかけて毎年3%p増加してきた再生可能エネルギー比率は、直近
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（2016年）の実績は前年比同となっている。目標（2030年52%）を達成するために
は、今後、年間2％p増加させていく必要があるなるが、今後、コスト低減を進める中
で、従来の導入ペースを維持していくことが目標達成の上で重要となる。 

 
② 原子力 
 英国政府は、2035 年までの電源構成の予測を示しており、原子力については 2030 年

22％、2035 年 31%としている。 
 現在、（2019 年 1 月時点）で、15 基の原子炉が稼働しており、電源構成に占める割合

は 21%となっている。他方、原発の老朽化が進み、当該 15 基のうち 8 基は 2020 年
代に閉鎖予定（2023 年に 4 基、2024 年に 4 基が閉鎖予定）とされている。こうした
中、2030 年 22％の原発比率維持が課題となる。 

 英国は、2008 年原子力白書において、再生可能エネルギーだけでは、CO2 削減、エ
ネルギー安定供給は十分に果たせないとして、原子力発電所の新増設の方針を示して
いる。 

 
③ 火力 
 英国政府は、2035年までの電源構成の予測を示しており、2030年に石炭火力は0％

（2025年までに閉鎖予定）、ガス火力については2030年24％としている。 
 火力依存度にについて、2010年以降の非化石比率の増加に伴い、2010年時点では約8

割であった火力比率を、2016年には約5割まで引き下げた。 
 さらに火力の質の面でも、1970年代からの北海での天然ガス生産開始に伴い、石炭か

ら天然ガスへの転換を進めてきた。2000年代に入り、北海での生産が減少し始めると
輸入を増加させている（現在、天然ガス調達は国産とLNG輸入が半々）。これにより
天然ガス比率は1990年2%から2016年43%へと増加させている。 

 その一方、石炭比率は、1990年65%から2016年には9%まで減少した。こうした中
で、英国政府は石炭火力の抑制政策を示し、2025年までに石炭火力発電所を閉鎖する
こととしている。 

 
（３）エネルギー消費削減率（省エネルギー） 
 英国政府は、省エネルギーについて、2020 年に向けては BAU 比▲18%目標を示して

いる（2030 年に向けた目標は示していない）。 
 最終エネルギー消費は過去、足元ともに削減傾向となっており、2000 年と比較する場

合には足元（2016 年）▲15%の実績となっている。他方、部門別の変化率（2000 年
から 2016 年）をみると、産業部門のみ▲33%と大きく減少している（それ以外の業
務部門・運輸部門は▲2%と比較的小さい）。 
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 産業部門の減少の背景としては、1990 年代後半～2008 年頃にかけて製造業からサー
ビス業への急速な構造転換、リーマンショック等の影響でエネルギー消費量が減少し
てきたことも一因と考えられる。 

 なお、国家エネルギー効率化計画（UK-NEEAP）においては、目標（2020 年に最終
エネルギー消費量を 1 億 2920 万石油換算トン（BAU 比▲18%））を達成するため
に、分野ごとの省エネ量を積み上げている。建築物規制による省エネ量が約半分を占
めている（その他、エネルギー供給者への義務約 2 割、気候変動税約 1 割等）。 

 
図 英国の 2016 年最終エネルギー消費の変化率（2000 年比） 

 
 

図 2020 年の対策別省エネの内訳 
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表 エネルギー源ごとの発電構成の予測（単位：TWh） 
 2017 年 2030 年 2035 年 

再生可能エネルギー 31%（101） 53%（161） 53%（192） 

原子力 18%（58） 22%（67） 31%（113） 

石炭 3.0%（10） 0%（0） 0%（0） 

石炭、天然ガス
（CCS 付） 0%（0） 0%（0） 2.0%（7） 

石油 0%（0） 0%（0） 0%（0） 

天然ガス 48%（155） 24%（73） 14%（49） 

計 323（100） 301（100） 361（100） 
出所： Department for Business, Energy ＆ Industrial Strategy,”ENERGY AND 

EMISSIONS PROJECTIONS 2017”より作成 
※storage を除く 
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４．ドイツ 
 
（１）温室効果ガス削減に関する中期目標と進捗 
 ドイツは、EU としての温室効果ガス削減目標（2020 年▲20%、2030 年▲40%）を上

回る 2020 年▲40%、2030 年▲55%の削減目標を示している（いずれも 1990 年比）。
目標に向けた進捗について、2016 年時点で▲26%の削減実績となっている。これは
2030 年▲55%削減の目標ラインよりも上振れしており、直近 3 年の傾向を見ても削減
は停滞している。このため仮に現在の傾向が続く場合には、2020 年▲40%削減、2030
年▲55%削減の目標達成は難しいものと考えられる。 

 

 
図 GHG 排出量の実績と目標（ドイツ） 

（出所）UNFCCC GHG Data, Klimaschutzplan 2050 

 
 ドイツの温室効果ガス排出の構造について、温室効果ガスのうち、エネルギー起源 CO2

が占める割合は 80%であり、そのうちの 39%が電源となっている。主要国の中でも平
均的な構造であり、CO2 削減のためには電源の非化石化（非化石電源比率の増加）と
省エネルギー（エネルギー消費削減率）をバランス良く進めていく必要がある。これに
ついてドイツは、非化石比率、石炭比率がほぼ横ばいであり、省エネルギーも足元で停
滞している状況であることから、CO2 削減が停滞している状況となっている。 

 
（２）非化石電源比率（電源の非化石化） 
 FIT 等の支援により再生可能エネルギー比率は、2010 年比約 2 倍の 26%に増加してい

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

百
万
ト
ン

GHG排出量の実績と目標（ドイツ）

実績値
目標値



32 
 

るものの、原子力発電比率が低下していることため、足元、約 4 割で横ばいとなってい
る。 

 火力については、中長期では減少傾向にあるものの 2010 年以降は約 6 割でほぼ横ばい
となっている。 

 
①  再エネ 
 ドイツは、再生可能エネルギーについて、電力消費量ベースで 2020 年までに 35%、

2030 年までに 50%まで引き上げる等の目標 3を示している。この目標を達成するた
め、固定価格買取制度（FIT）等の導入支援を行っており、再エネ比率を 2010 年
14％から 2016 年 29％に拡大させた。 

 一方、これによるコスト増が課題となっている。ドイツは製造業比率（GDP に占め
る製造業の割合）が主要国で最も高く、エネルギー多消費産業に対する配慮として
FIT による再エネ負担金の減免などの措置を講じる一方、中小企業・家庭用の電気料
金は、この 5 年間で約 32 円/kWh から約 40 円に上昇している。 

 コスト抑制のため、買取価格を引き下げるとともに、2017 年から入札制度を導入（一
定規模以上の太陽光発電、風力発電、バイオマス発電）している。また、目標の達成
には、2025 年までに、北部から産業が集積する南部への送電網をはじめとする約
8,000km の送電線の新設が必要とされているが、地域住民の反対等によりその進捗は
10％（2010 年から 2025 年にかけての計画であるが 2018 年時点で 750km）となって
いる。 

 ドイツは、2010 年から 2015 年にかけて再生可能エネルギー比率を毎年 2%p 増加さ
せてきたが、2030 年 65%の導入目標を達成するためには、今後、年間 3％p 増加させ
ていく必要がある。コスト低減のための入札制度の導入、系統整備の課題を解決しな
がら、これまで以上の導入ペースを確保することが目標達成の観点から重要となる。 

 その他、ドイツの電力系統はメッシュ状であり隣国と連系されていることから、再生
可能エネルギーによる電力が増加し、自国の需要・系統だけでは吸収できなくなった
場合には隣国に電力を輸出することで需給バランス（周波数）を確保している。他
方、今後、隣国も EU 指令に基づき、現在のドイツ並みに再エネ比率を高めてくる
と、輸出による調整が困難となり、蓄電池・水素などによる調整手段が必要となる点
も考慮する必要がある。 

 
  

                                                      
3 再エネについて、Energy Concept 2010 で、2020 年 35%、2030 年 50%、2050 年 80%の目標としてい

る。また、再生可能エネルギー法（EEG2017）においては、2025 年までに 40～45%、2035 年までに
55～60%、2050 年までに 80％まで引き上げることとしている。（いずれも電力消費量比） 
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図 ドイツの送電網整備計画 

 
出典：Bundesnetzagentur(2018) “BBPlG-Monitoring Stand des Stromnetz-Ausbaus 

nach dem zweiten Quartal 2018” 
 

② 原子力 
 現在ドイツでは 7 基の原子炉が稼働し、原発比率は 13％となっている。 
 連邦政府は、原子力法に基づき、規定の発電電力量（運転期間 32 暦年を基準）に達

した炉から閉鎖することとしており、2022 年までに全機が閉鎖されることとなってい
る（2019 年までに 1 基、2021 年に 3 基、2022 年まで 3 基）。 

 なお、事業者にもたらす経済的損失については、一部のケースを補償対象としている
（補償額は総額 10 億ユーロ程度の見込み） 。 
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③ 火力 
 ドイツの火力依存度は、2010 年以降、約 6 割でほぼ横ばいで推移しており、質の面で

も、約 4 割が石炭となっている。特に、ドイツは褐炭 4の産出国であり、安価な褐炭
が多く使われている（石炭火力のうちの 6 割程度）。 

 ドイツが 2020 年の温室効果ガス削減目標を達成するためは、石炭対策が不可欠であ
り、2018 年 5 月に、連邦政府は、褐炭採掘と石炭火力からのフェーズアウトを検討す
るための委員会（石炭委員会）を設置して、検討を進めてきた。石炭委員会では、石
炭火力を停止するための具体的な制度設計や鉱業部門の約 7 万人の雇用対策について
議論が行われ、2019 年 1 月、同委員会より 2038 年までにドイツ全土の石炭火力発電
所をフェーズアウトする計画が発表されたところ。これを踏まえ、連邦政府は同計画
の迅速な実施に向けた準備を進めるとしている。 

 天然ガスについては、2010 年以降、約 1 割の水準で推移している。2030 年の見通し
は示していないものの、ロシアとの間を結ぶガスパイプライン（ノードストリーム
２）を増設しているところ。これが運転開始（2019 年末の見込み）されれば、ドイツ
の天然ガスの調達力は現在の 2 倍の 7,700 万 t/年となる。なお、これはドイツの発電
量の約 3 割に相当する。 

 
（３）エネルギー消費削減率（省エネルギー） 
 ドイツは、省エネルギーについて、2020 年に 1 次エネルギー消費量を 2005 年比▲

21%削減、2030 年に 2005 年比▲30%削減することを目標として示している。実績
は、目標ラインより上ぶれしている状況であり、かつ、足元も＋0.3％p 年と停滞して
いる。 

 特に運輸部門のエネルギー消費増が要因となっているが、ドイツの運輸部門のエネル
ギー効率は、既に、主要国の中でも高く、効率化による削減は容易ではない。なお、
ドイツ連邦政府に設置されたモニタリング委員会によれば、運輸部門のエネルギー消
費の増加は、走行距離の増加等が要因とされており、運輸部門の 2020 年目達のため
には毎年▲3％p の削減が必要であるところ、実績としては 4 年連続で＋3%p/年の消
費増と指摘されている。 

 
  

                                                      
4 褐炭とは、水分や不純物などを多く含む、品質の低い石炭のこと。輸送効率や発電効率が低く、さら

に乾燥すると自然発火するおそれもあるため、採掘してもすぐ近くにある火力発電所でしか利用できな
いなど、利用先が限定されている。そのため国際的にも取引されておらず、安価なエネルギー資源。 
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５．フランス 
 
（１）温室効果ガス削減に関する中期目標と進捗 
 フランスは、EU としての温室効果ガス削減目標（2020 年▲20%、2030 年▲40%）と

同水準である 2020 年▲20%、2030 年▲40%の削減目標を示している（いずれも 1990
年比）。目標に向けた進捗について、2016 年時点で▲14%の削減実績となっている。こ
れは 2030 年▲40%削減の目標ラインより上振れしており、また、直近 3 年の傾向を見
ても削減は停滞している。このため仮に現在の傾向が続く場合には、2020 年▲20%削
減、2030 年▲40%削減の目標達成は難しいものと考えられる。 

 温室効果ガス排出の要因について、温室効果ガス排出のうち、エネルギー起源 CO2 が
占める割合は 63%であり、そのうちの 90%は運輸・家庭といった「非電源」となって
いる。このため、CO2 削減のためには電源の非化石化（非化石電源比率の増加）より、
省エネルギー（エネルギー消費削減率）の取組が重要となる。 

 

 
図 GHG 排出量の実績と目標（フランス） 

（出所）UNFCCC GHG Data, Stratégie Nationale Bas-Carbone 
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表：フランスの長期的な電源構成の見通し（単位：TWｈ） 
 2023 年 2028 年 

原子力  393 371-382 
化石 石炭 0 0 

燃料油 34 32 
天然ガス 

再生可能エネルギー 水力 62 62 
風力（陸上） 53-55 79-83 

太陽光 24-25 43-53 
バイオエネルギー 9 9-10 

風力（洋上） 9 17 
出所：Programmation pluriannuelle de l’énergie projet pour consultation（複数年

エネルギー計画）より作成 
 
（２）非化石電源比率（電源の非化石化） 
 非化石比率は 2016 年で既に 91%（原子力 73%、再エネ 18％）と高水準であり、更な

る引き上げ余地は限られている状況となっている。その中で、2030 年に向けて、原子
力比率を 50％まで引き下げ、再エネ比率を 40%まで引き上げることで、結果として非
化石電源比率としては、現状の約 9 割を維持することとしている。 

 
① 原子力 
 フランスは、オイルショック後にエネルギー自給率を高めるべく原子力を推進し、2016

年には電源構成の 74％が原子力となっている。 
 こうした中、政府は、2015 年にエネルギー移行法に基づき、当該原発比率を 2025 年ま

でに 50％まで引き下げる方針を示している。 
 他方、2018 年 11 月、温暖化対策を理由として、当該 2025 年の期限を 2035 年まで延

期する方針を発表した。具体的には、当初の計画では、稼働中の 58 基の原子炉のうち
14 基を廃止する予定としていたところ、そのうち最も古い原子力発電所の 2 基につい
ては 2020 年までに廃止することとし、残りの 12 基については、2025 年以降の再エネ
の導入状況を踏まえて廃止を決定することとしている。 

 これは、十分な蓄電施設が整備されていない中で再エネ導入が進めば、調整力確保のた
めの火力発電所の増設が必要となり、当初の予定どおり原発比率を低下させると、2030
年温室効果ガス削減目標の達成が困難になるため、としている。 

 なお、2035 年までに原発比率を 50％まで引き下げるためには、毎年▲1.26％の低減が
必要となるが、2010 年以降の再生可能エネルギーの増加率をみると年＋0.67％p とな
っている。 
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② 再エネ 
 フランスは、再生可能エネルギーについて、電力消費量ベースで2030年までに40%と

する目標を示している。2001年より固定価格買取制度（FIT）等を行っており 、
2010年14%から2016年18%まで増加となっている。 

 FITにおいては、国民負担低減のための入札制の導入や大規模需要家に対する賦課金
減免措置を行ってきたが、主要国と比べて、高い買取価格を設定しているものの増加
率は低いものとなっている。（年＋0.67％p） 

 
③ 火力 
 上記のとおりフランスは既に非化石比率が高く、火力比率は 8％となっている。その内

訳は、天然ガス 6%、石炭火力 2%であり、当該石炭火力についても、2023 年までに発
電を停止することとしている。 

 
（３）エネルギー消費削減率（省エネルギー） 
 上記のとおり、フランスのエネルギー起源 CO2 のうち、90%は運輸・家庭といった

「非電源」が要因となっており、かつ、日化石電源構成比率については既に 9 割とな
っている。このため、今後の CO2 削減目標の達成に向けては、省エネルギー（エネ
ルギー消費削減率）に依るところが大部分となる。 

 フランス政府は、2030 年に最終エネルギー消費量を 2012 年比▲20%削減することを
目標として示している。当該目標は、緑の成長のためのエネルギー移行法において示
されているものである。 

 エネルギー消費削減の実績は、目標ラインより上ぶれしている状況であり、かつ、足
元も＋0.4％p と停滞している。運輸・家庭の消費増が要因となっているが、これらの
部門のエネルギー消費効率は、既に、主要国の中でも高く、効率化による削減は容易
ではない。 

 2015 年に制定された緑の成長のためのエネルギー移行法の中で、低排出量自動車の導
入促進、建築物におけるリノベーションのための促進などを行う方針が示されてお
り、今後、これらの政策効果を注視していく必要がある。 
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６．EU 
 
 欧州各国は、「エネルギー同盟」を構築し、エネルギー安全保障、域内エネルギー市

場の統合、再生可能エネルギーの導入促進、エネルギー消費効率の向上等に EU 域内
全体で取り組むことを目指している。特に電力については、EU 域内の広域ネットワ
ークが活用されているため、EU 全体としての目標・進捗と、その構成要素となる各
国の状況を見ていくことが重要となる。 

 
 目標について、EU 全体として、温室効果ガス排出削減、再生可能エネルギー、エネ

ルギー効率（以下「省エネ」という。）に関し、EU 法 5に基づき、2020 年、2030 年
それぞれの目標を設定している。具体的には、2020 年目標については、温室効果ガス
排出量を 1990 年比 20%削減、再生可能エネルギー比率を 20%（最終エネルギー消費
ベース）、省エネを BAU（Business As Usual）比 20%改善とし、2030 年目標につい
ては、温室効果ガス排出量を 1990 年比 40%削減、再生可能エネルギー比率を 32%
（最終エネルギー消費ベース）、省エネについては BAU 比 32.5%改善としている。 

 なお、欧州委員会において、2030 年目標の引き上げが議論されてきた。2018 年 11 月
に、再エネ目標、省エネ目標の引き上げ（再エネ：27%→32%、省エネ：27%→
32.5%）が欧州議会等で承認されたところであるが、温室効果ガス削減目標の引き上
げ（40%→45%）については、一部加盟国（ドイツのメルケル首相等）の反対により
見送られている。 

 
 EU の 2020 年目標、2030 年目標についてはそれぞれ性質が異なるものとなってい

る。再エネ目標について、2020 年目標は加盟国で分担する形で個別の導入目標を設
定。加盟国は行動計画を欧州委員会に提出し、欧州委員会は各国の進捗状況を 2 年毎
にレビューし公表することとしている。他方、2030 年目標は EU 全体としての目標を
示すにとどまる（2030 年目標に達しないと評価された場合には欧州委員会は当該国に
勧告）。このように 2030 年については野心的な目標を設定しつつも柔軟性が確保され
た形となっている。 

 省エネ目標について、再エネ目標は義務とされている一方、省エネは、対 BAU
（Business as Usual）比で努力義務の位置づけであり、加盟国は目標を設定し、行動
計画を策定、その進捗状況を毎年欧州委員会へ報告することとされている。 

 

                                                      
5EU 法（European Union law）に基づき、温室効果ガス排出量については欧州排出量取引指令 (EU ETS
指令)、努力分担決定 (ESD)及び努力分担規則 (ESR)で、再生可能エネルギーに関する目標については再
生可能エネルギー促進指令で、エネルギー効率に関する目標についてはエネルギー効率指令に、それぞれ
2020 年、2030 年の数値目標を示している。 
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図 GHG 排出量の実績と目標（EU） 
（出所）UNFCCC GHG Data から作成 
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表 EU の気候変動政策に関する目標 
 2020 年目標 6 2030 年目標 7 

温室効果
ガス排出
量 

△20%（1990 年比） 
 
・EU-ETS 部門（電力・鉄鋼等のエネ

ルギー集約産業）:△21％（2005 年
比） 

※各国分担なし（C＆T で担保） 
 
・非 EU-ETS部門（EU-ETS 部門以外

の民生・運輸）:△10％（2005 年比） 
※各国分担  

△40%（1990 年比） 
 
 
・EU-ETS部門:△43％（2005 年比） 
  ※各国分担なし（C＆T で担保） 
 
・非 EU-ETS部門:△30％（2005 年比） 

※各国分担 
  

再生可能
エネルギ
ー 

20%(最終消費ベース) 
※各国分担（国別導入目標を設定 8） 

32%（最終消費ベース） 
※各国分担なし 

エネルギ
ー効率 

BAU 比 △20%（1 次エネルギー消費
ベース） 

※各国分担なし（努力義務 9） 

BAU 比 △32.5%（1 次エネルギー消費
ベース） 

※各国分担なし（努力義務） 

                                                      
6 2020 年目標については 2008 年 12 月に欧州理事会で決定 された「2020 年気候･エネルギーパッケー

ジ」(2020 climate & energy package)において、温室効果ガス排出量を 1990 年比 20%削減（ETS 部門
で 2005 年比 21%削減、非 ETS 部門で 2005 年比 10%削減）すること、最終エネルギー消費に占める
再生可能エネルギー比率を 20%とすること等を決定した。また、エネルギー効率改善目標について
は、2012 年に成立したエネルギー効率指令によって、エネルギー効率を BAU（Business As Usual）比
20%改善（努力義務）とした。 

7 2030 年目標については、2014 年 10 月に欧州理事会で決定された「2030 年気候・エネルギー枠組み
(2030 climate and energy framework)」の中で、温室効果ガス排出量を 1990 年比少なくとも 40%削減
（EU-ETS 部門で 2005 年比 43%削減、非 ETS 部門で 2005 年比 30%削減）とすること、EU 全体で最
終エネルギー消費に占める再生可能エネルギー比率を少なくとも 27%とすること等を定めている。ま
た、エネルギー効率については、少なくとも BAU 比 27%改善（努力義務）としている。 

8 再生可能エネルギーについて、EU の 2020 年の導入目標については加盟国で分担する形で個別の目標値
が設定されている。加盟国は、行動計画(national action plan)を策定して欧州委員会に提出、欧州委員
会は加盟国から報告された進捗状況を 2 年ごとにレビューし、進捗報告を公表している。 
一方、再生可能エネルギーについての 2030 年目標は EU 全体の目標を設定するにとどまり、加盟国ご
との目標設定はされていない。2022 年、2025 年、2027 年に設定されたマイルストーンへの到達状況
が欧州委員会によって評価され、2030 年目標に達しないと評価された場合には、加盟国に対して欧州
委員会が勧告することができることとされている。 

9 エネルギー効率指令では、加盟国が目標を設定し、行動計画を 3 年ごとに策定、エネルギー効率目標達
成に向けた進捗状況を毎年欧州委員会へ報告することとなっている。ただし、再生可能エネルギー指令
と異なり目標は努力義務に留まる。 
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（１）温室効果ガス削減に関する中期目標と進捗 
 温室効果ガスは 1990 年比 20%削減の目標に対し、足元の削減実績は 22％と、既に

2020 年目標の水準に達している。他方、温室効果ガスは、2030 年▲40%削減の目標
ラインより上振れており、直近 3 年の傾向を見ても停滞している（2017 年の EU の
温室効果ガス排出量（速報値）は前年比 0.6％の増加）。仮に、この傾向が続く場合に
は 2030 年目標の達成は困難と考えられる。 

 
 EU の温室効果ガス排出の構造について、温室効果ガス排出のうち、エネルギー起源

CO2 が占める割合は 76%であり、そのうちの 30%が電源となっている。平均的な構
造であり、CO2 削減のためには電源の非化石化（非化石電源比率の増加）と省エネル
ギー（エネルギー消費削減率）をバランス良く進めていく必要がある。 

 
 また、温室効果ガス排出削減目標の実現に向けて、①電力や鉄鋼などのいわゆるエネ

ルギー集約産業（EU ETS）と、②エネルギー集約産業以外の運輸・民生部門（ESR
部門）で分けて施策を講じており、それぞれについて以下のとおりとなる。 

 
① エネルギー集約産業（EU ETS） 
 まず、①エネルギー集約産業に対しては、削減目標を 2020 年に△21％、2030 年に

43％（いずれも 2005 年比）とし、欧州排出量取引指令（EU-ETS）に基づき EU 域内
の企業間で排出権の取引を行う仕組み 10を導入している。 

 目標に向けた進捗について、2017 年時点で▲26%と既に 2020 年目標の水準を下回っ
ているが、足元 2014 年からは横ばいの傾向となっている。仮にこの傾向が続く場合
には 2030 年目標の達成は困難と考えられる。 

 背景としては、2008 年 9 月のリーマンショックにより生産活動が停滞し排出量が減
少、余剰排出権が蓄積し排出権の価格が低迷したことが挙げられる。なお、欧州委員
会は、排出権（EUA）が余剰となっている場合には、それを一定程度減らす排出権の
需給調整の仕組み（市場安定化リザーブ（MSR））を 2019 年から導入することとして
いる。 

 
 
 

                                                      
10 欧州委員会及び加盟国政府は、エネルギー集約産業に該当する事業者に対して排出量の上限（Cap）を

設定し、これと同量程度の排出権（European Union Allowance:EUA）を無償又は有償で割り当てる。
各事業者は、実際の排出量が保有する排出権を超過した場合、その分の排出権を他の事業者から市場を
通じて購入する必要がある。逆に排出量が保有する排出権を下回った場合、余剰排出権を他の事業者に
市場を通じて売却して利益を得ることができる（トレード）。 
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② 運輸・民生部門（ESR 部門） 
 ②運輸・民生部門においては、努力分担規則（ESR 等）11として、その削減目標を

加盟国で分担する仕組みとしている。目標に向けた進捗について、2017 年時点で▲
10%と既に 2020 年目標の水準を達成しているが、足下では横ばいの状況である。 

 その毎年の削減目標と各国の現状を分析すると、ドイツ、フランス、英国、イタリ
アからの排出が大きく、その中でも英国、イタリアは削減が進んでいるが、ドイ
ツ、フランスは足元の排出量が増加の傾向にあり、これまでの傾向の延長では 2020
年・2030 年目標の達成は困難と考えられる。 

 
（２）非化石電源比率（電源の非化石化） 
 非化石化の状況は、過去、増加傾向であったものの足下で横ばいとなっている。これは

再生可能エネルギーが増加（主に英国、ドイツ）する一方、原子力発電比率が低下（ド
イツ）しているためである。 

 火力については、石炭から天然ガスへの転換が進みつつある（主に英国の効果）。 
 
（３）エネルギー消費削減率（省エネルギー） 
 前述の通り、EU は、省エネルギーについて、1 次エネルギー消費量を 2020 年に▲

13%削減、2030 年に▲26%削減（いずれも 2005 年比。BAU 比では、2020 年▲20%
削減、2030 年▲32.5%削減）という目標を示している。従来より削減傾向にあるもの
の、2014 年以降、主にドイツ・フランスのエネルギー消費の増加等を背景として増加
傾向となっており、仮にこの傾向が続く場合には 2020 年・2030 年目標の達成は困難
と考えられる。 

 
英国、ドイツおよびフランスの制度一覧は次のとおりである。 

  

                                                      
11 2008 年に 2020 年の排出削減目標を加盟国で分担する決定（ESD：Effort Sharing Decision）が、2018

年にその 2030 年の削減目標を加盟各国で分担する規則（ESR：Effort Sharing Regulation）が施行され
た。ESD、ESR 共に、目標年までの削減目標が加盟 28 か国それぞれについて示されている。削減目標
は対 2005 年比で 0～40%の範囲内で定められ、一人当たり GDP を基準として目標値が割り当てられ
ている。 
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見直しの根拠

見直しの方法 NDCは5年ごとに条約事務局に提出・更新。各国は目標の達成に向けた進捗状況に関す
る情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家によるレビューを受ける。

NDCは5年ごとに条約事務局に提出・更新。各国は目標の達成に向けた進捗状況に関す
る情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家によるレビューを受ける。
各カーボン・バジェット期間の終了時、当該バジェットが遵守された程度を、欧州委員会又
は国連気候変動枠組み条約会議に提出された最新の年間排出量インベントリと関連して
評価する（長期戦略）。

・NDCは5年ごとに条約事務局に提出・更新。各国は目標の達成に向けた進捗状況に関する
情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家によるレビューを受ける。
・また、NDCの5年ごとのレビューに従って気候保護計画についてもレビュー・改定を行う。初回の
改定は新しいNDCを提出する2019年末、あるいは遅くとも2020年のはじめまでに行う。
・2030年の目標達成を確実にするため、定量的な削減効果を示すプログラム(a
programme of measures)を2018年に策定予定。

位置付け

シナリオ等 現状政策ケース、クリーン成長ケースを想定
（電化、水素利用、除去(バイオマスCCUS)の3つのシナリオを分析）

名称・
策定年

2015年6月にEUとして約束草案「Submission by Latvia and The Europian Commision」をUNFCCC事務局に提出

目標設定の
考え方

気候変動法に基づく英国の法的要件の文脈において、排出削減のための英国のアプローチ
は次の2つの指針に沿っている。
1.英国の納税者、消費者および企業に対して可能な限り低い費用で目標を達成することを
目指す
2.低炭素社会への移行によって英国の社会的・経済的な利益を最大化させることを目指す

・全ての部門でエネルギー需要を大幅かつ恒久的に削減する。
・実現可能かつ経済的に有用な限り、全ての部門で、再生可能エネルギーを直接利用する。
・再生可能エネルギー起源の電力を、熱供給、運輸、産業部門において効率的に利用する(セ
クター統合)。

石油 0.20%石油 1% 石油

電源構成
（足下）

43% LNG 7% LNG 3.60%天然ガス
47.70%石炭 9% 石炭 2% 石炭

72% 原子力 16.90%原子力 21% 原子力
10% バイオマス 1% バイオマス 4.20%バイオマス

4.10%水力 2% 水力 10% 水力
地熱 0.03%地熱 0% 地熱

11% 風力 4% 風力 15.70%風力
7.60%太陽光 3% 太陽光 2% 太陽光

再エネ 31.00%再エネ 再エネ
比率 分類 比率 分類 比率分類

Other Emissions 60.7 17.6 -71.0%

GHG total 1251.7 909.4 -27.3%

-17.8%

Waste and Waste Water 38.4 10.5 -72.7%
農業 83 78 76 77 Agriculture 79.4 65.2

Industry 283.9 188.2 -33.7%
-30.6%

工業プロセス等 67 53 45 44
民生 103 115 102 91 Households 131.9 91.5

Commercial/Institutional 65.7 37.5 -43.0%
1.5%

運輸 122 142 132 134
製造業等 79 74 58 53 Transport 164.4 166.8

Energy Industry 427.4 332.2 -22.3%エネルギー産業 67 68 53 46

百万トン 549 557 490 465

部門別

足元の数字

2016年のドイツのGHGs排出量は、1990年比27.3%減の9億940万t-CO₂GHG
排出推移

足元の数字 1990年 2005年 2013年 2016年

1990 2016 1990年比1990年 2005年 2013年 2016年

石油石油 石油
LNG LNGLNG

石炭 石炭 石炭
原子力原子力 原子力

バイオマス バイオマスバイオマス
水力 水力 水力

再エネ 再エネ

地熱地熱 地熱
風力 風力風力

比率 分類 比率 分類 比率

エネルギー
ミックス

分類
合計 543-562 ▲56-55%合計 285 ▲ 38 ー 358 ー

太陽光 太陽光 太陽光
再エネ

その他 5 ▲87%公共 4 ▲ 50 廃棄物 13 ▲33%
農業 58-61 ▲34-31%住宅 58 ▲ 19 家庭・業務 46 ▲54%

▲51-49%▲ 38 運輸 96 ▲29% 産業 140-143
運輸 95-98 ▲42-40%発電 16 ▲ 80 農林業 80 ▲12%

▲67-66%▲ 29 エネルギー生産 55 － 建築物 70-72

2030年90年比2032年2017年比（部門別の MtCO2e 2024-28年 2024-28年2013年比 MtCO2e 2030年

部門別

MtCO2e 2032年

運輸 83

農業・廃棄物・土地利 41

エネルギー 175-183 ▲62-61%産業・業務 83 ▲ 28 工業 68 ▲24%

イギリス フランス

2030年：1990年比、
55～56%の削減

GHG削減
目標

2032年：1990年比、
合計57%の削減(温室効果ガス)
出所：Clean Growth Strategy

2030年：1990年比40%削減

2030年
（NDC・中期戦略）

2030年
（NDC・中期戦略）

2030年
（NDC・中期戦略）
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エネルギー
政策

【基本政策】
・英国のエネルギー・環境政策の長期的な課題は、以下の2つである。
①安定的でクリーン、かつ適正な価格のエネルギー供給の保証
②気候変動緩和のための国際協力の推進

【温暖化に関する政策】
地球温暖化対策においては、各部門の特性に適した政策を、パッケージとして組み合わせ
ることで英国の長期目標を達成すべく対策を推進している。特に英国は世界の中でも、先
駆けて各種の温暖化対策を導入してきており、世界初の産業部門における温室効果ガスの
国内排出量取引制度を導入し、この制度は後に導入される欧州域内排出量取引の骨格
の参考となっている。また、環境税（気候変動税）と抱き合わせで導入された自主協定制
度（気候変動協定）も多くの国で参考とされた。

・2008年11月、国内の温室効果ガス排出を2050年までに1990年比で80%削減するこ
とを目標とした「2008年気候変動法(Climate Change Act 2008)」が発効した。同法
に基づき、2009年7月に「英国低炭素移行計画（UK Low Carbon Transition
Plan）」が、2011年12月に「炭素計画（Carbon Plan）」が公表されている。「英国低
炭素移行計画（UK Low Carbon Transition Plan）」では、温室効果ガス排出量の
2008年比18%削減に向けた2020年までの包括的な低炭素移行計画が示され、「炭素
計画（Carbon Plan）」では、2020年代半ばに温室効果ガス排出量を1990年比で半
減とする目標達成に向けた取り組みが示されている。2017年10月、英国政府は「クリーン
成長戦略」を公表 。英国が経済成長とともに気候変動に対抗するためCO2排出量を削減
するという点で世界をどのように主導するかについて記述している。
・2013年12月に「エネルギー法2013（Energy Act 2013）」が成立。本法は①2030
年の脱炭素化目標の設定と第5次炭素基金の設立（2016年予定）、②電力の安定供
給の確保、消費者負担の低減、低炭素発電の拡大を目的とした電力市場の改革
（EMR）、③原子力規制局（ONR）の設立、④政府保有のパイプラインや備蓄施設の
売却等に関する制度の整備、⑤電力・ガス消費者保護の強化等から成る。電力市場改
革では、低炭素発電事業者の安定収益の確保と投資促進を図る差額決済取引型固定
価格買取制度（FIT-CfD）の導入、長期に必要な電力供給能力を競売で調達する制
度として容量市場の新設、新設の火力発電所の運転者にCO2排出基準の導入等が実
施される。
・2016年5月、「エネルギー法2016」が成立。同法では、石油・ガス機構（OGA）に北海
での開発を支援する新たな権限を与えること、陸上風力発電の計画に対して地元に発言
権を与えること、また、新規陸上風力発電開発への再生可能エネルギー使用義務制度
（RO）補助金を早期に終了させることが盛り込まれた。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

2015年7月の「エネルギー転換法」では、2025年までに原子力比率を75％から50％まで
低減することとしている. また、発電量に占める再生可能エネルギーの割合を2030年までに
40％に引き上げるとしている. ただし、2017年11月に、計画通り原子力発電の利用を減ら
すと2020年以前に電力供給が不足し、またCO2排出量が増加するおそれがあることから、
原子力比率引き下げの目標年次の延期を決定している. フランス政府は2018年11月27
日、「エネルギー多年度計画」（PPE)を発表し、原子力比率低減に向けた新たな行程とし
て「2035年に原子力発電比率50%」とする目標案を提示。

Energiewende(Energy transition)と称される基本政策は供給セキュリティ、経済的なエネ
ルギー供給、環境適合性の3つの柱からなる。また、脱原発が第4の柱。

・EUの政策に歩調を合わせつつ、自国の接続的な経済成長および競争力確保に焦点を置いて
いる。EU域外ではドイツの最大の貿易相手国である中国と経済的相互協力関係を維持してい
る。

地政学

エネルギー情勢においては、これまで国内エネルギー資源に恵まれてきており、1980年代に
北海油田からの天然ガス生産が開始されたことにより、石炭から天然ガスへの燃料転換が行
われ、自国でエネルギーをまかないつつ、温室効果ガス排出削減も実現してきた。2000年に
入ると徐々に北海の天然ガスの生産が減少するものの、英国地質調査所（BGS：
British Geological Survey）によれば、北部イングランドのBowland-Hodder には、
1300兆立方フィート（推計の中央値）のシェールガス埋蔵量があるとされている。これまで、
水圧破砕による水資源や地震への影響等による住民や環境団体による反対運動があるも
のの、ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）はこれらの懸念は適切な手法により管理
が可能だとしている 。その他、洋上風力発電への積極的な投資も行っている。
（出所）平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施
委託費（温室効果ガス排出削減のためのカーボンプライシング等の政策手法に関する調
査）

・伝統的に関係が深い中東や旧植民地を多く擁する北アフリカ地域に対しては、同地域の
安定化、民主化、人道の保護に向けた積極的なイニシアティブを継続。アフリカ地域に対し
てはアフリカ地震のイニシアティブを尊重しつつ有事の際は支援を行う方針。
・フランスは産油国およびエネルギー通貨国との関係強化を重要視している。特に産油国に
対してはJVの設立やエネルギー技術の共同開発などを通じ、相互協力体制の構築に努め
ている。

政治的
動向

(1)Brexitをめぐる動向
2017年6月9日、EU離脱交渉に向けたハードブレグジット路線を国民に問うべく、前倒しで
総選挙。保守党は第一党の座を守るが、議席数を大きく減らす。このことは、メイ首相の政
権基盤の弱体化を意味し、英国内での意見がまとまらず、離脱交渉そのものを長期化させ
るリスクとなっている。
2017年6月19日、EUとの離脱に関する交渉を開始。焦点は人の移動と単一市場への参
加に関する交渉であり、温暖化政策の優先順位は低い。（EU加盟国としての権利と義務
の期限は最長で2019年3月29日）。
2017年11月16日、EU離脱に向けた合意案が発表された。585ページにわたる合意案に
おいて、EUETS残留問題について言及のあった箇所は、以下の部分のみであった。関税、
人の移動、精算金諸々の課題と比べ優先順位は低いことが伺える。
”The United Kingdom shall implement a system of carbon pricing of at
least the same effectiveness and scope as that provided by Directive
2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13
October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission
allowance trading within the Community.”

（2）EU国民投票の実施とメイ政権の発足
　2016年，キャメロン首相（当時）はEUとの間で権限を見直す交渉を行った上で，総
選挙での公約でもあった，EU残留・離脱を問う国民投票の実施を決定した。キャメロン政
権はEUへの残留を訴えるキャンペーンを展開したが，2016年6月23日に実施された国民
投票ではEU離脱（約52％）がEU残留（約48％）を上回った。この結果を受け，キャメ
ロン首相は首相（党首）辞任を表明し，これを受けて実施された保守党党首選でメイ内
相（当時）が保守党党首となり，2016年7月にメイ政権が発足した。

（3）総選挙，内閣改造
　2017年6月，メイ首相はEU離脱交渉の本格開始を前に下院の繰上げ総選挙を実
施。与党保守党は第一党を維持したが，改選前の330議席から317議席へと議席を減ら
し，単独過半数割れとなった（過半数は326議席）。保守党は民主ユニオニスト党
（DUP）の協力を得て第2次メイ内閣を発足させた。
 　2017年10月以降，下院議員の過去の不適切な行為が相次いで明らかとなり，グリー
ン首席大臣を含む閣僚の辞任が相次いだ。これを受け2018年1月にはメイ首相は内閣改
造を実施し，政権の中枢閣僚を維持しつつ若手の登用を図った。
 　2018年7月，EU離脱後の英国とEUとの関係について，物品について英EU間で「自由
貿易地域」を設置し，「共通の規則」を維持すること等について，政府が方針を決定した。
離脱強硬派のジョンソン外務大臣及びデービスEU離脱担当大臣は，国民投票結果のマ
ンデート（関税同盟・単一市場からの離脱）を実現できない等として，辞任した。メイ首相
は，ハント外務大臣及びラーブEU離脱担当大臣を任命し，続投した。

(出所)外務省HP　https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uk/data.html

2017年5月のフランス大統領選でマクロン大統領が勝利、史上最年少のフランス大統領
に。
同年2017年7月、環境連帯移行省大臣が記者会見し、地球温暖化の原因となる二酸
化炭素の排出を抑えるため、2040年までにガソリン車とディーゼル車の国内販売を終了する
方針を明らかに。さらに2022年までに石炭由来の発電をやめることや、2025年までに現在
7割超の原発依存度を引き下げる目標の維持も発表。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

2017年9月にドイツ連邦議会選挙が実施され、メルケル首相が率いるキリスト教民主・社会同
盟（CDU/CSU）が第1党となった。しかし、CDU/CSUと社会党(SPD)は選挙前から議席を
大幅に減らし、両党での過半数維持に失敗した。この結果を踏まえ、メルケル首相は、自由民
主党（FDP）と緑の党との連立交渉を行ったが両連立候補間の意見の違いが大きく、11月に
連立政権の樹立を断念した。
メルケル首相は少数政権を率いるより、再選挙実施が好ましいとの考えを示した。しかし、ドイツの
ための選択肢(AfD)が議席を大きく伸ばし、再選挙の場合にはさらに議席を伸ばす可能性が高
いという世論調査結果を踏まえ、シュタインマイアー大統領の仲介により、SPDとの再連立交渉が
進められた。
その後、2018年1月にメルケル首相が率いるCDU/CSUとシュルツ党首が率いるSPDが、連立
政権の発足に向けた政策文書に合意した。3月に実施されたSPDの党員集会で、連立合意へ
の賛成を得たことで、メルケル首相の4期目となる新政権が発足した。経済・エネルギー大臣は
CDUからPeter Altmaier氏、環境大臣はSPDからSvenja Schulze氏が入閣した。
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・Merkel内閣は2015年4月1日の閣議で、シェールガス開発に不可欠な水圧破砕技術の利
用を実質的に少なくとも5年間禁止する法案を承認した。Hendricks環境・建設相は「リスクを
説明できない、あるいは現状で最終評価できなければ、水圧破砕法の禁止措置は維持されるだ
ろう」と発言し、現在の探査技術では地下水脈を汚染しかねないとの懸念を示した。
・天然ガスは主に熱製造用に利用されているが、今後は発電分野などで長期的な低炭素社会
への転換過程における橋渡し役として機能することを期待している。より具体的には、変動性再
生可能電力を利用して製造した水素の天然ガスへの混入や、天然ガス自動車を例示している。
・安定供給の確保という点では、供給源及び輸送ルートの分散化、輸出国の安定的な関係維
持、長期ガス供給契約の活用、地下貯蔵を含むインフラの信頼性向上を目指す。
・2016年1月1日に改正されたKraft-Warme-Kopplungsgesetz Gasetz
2016(KWKG2016:CHP法2016)は天然ガスを利用したCHPも支援対象としている。
・天然ガス産業は自由化され、独占禁止の観点から市場監視と事後規制のみを行う。

天然ガス

・ガス市場の経緯は以下のとおりである。
　-1982年　石油・ガス法（託送制度導入、年間使用量200万サーム 超の大口需要家
に対して届出のみで供給可能）
　-1986年　ガス法（国営British Gas民営化、年間消費量25,000サーム超の需要家
に対する自由化決定）
　-1992年　年間消費量2,500サーム超の需要家に対する自由化決定
　-1993年　独占・合併委員会勧告（販売部門・輸送部門分離）
　-1995年　ガス法（小売事業者・卸売事業者・輸送事業者の3形態に分割、事業がラ
イセンス制へ）
　-1996年　年間使用量2,500サーム以下の家庭用市場の段階的自由化開始、1998
年5月完了
　-2002年　価格規制の完全撤廃
・天然ガスも石油と同様、国内の生産量が減少傾向にあるが、天然ガスの生産量の減少
率は石油に比べ大きく、輸入への依存度が急激に拡大していくことが見込まれている。また、
天然ガスの季節間の需要変動が比較的大きいことから、輸入および貯蔵インフラへの対応が
必要とされている。
・英国地質調査機関（BGS）は英国シェール資源評価を実施し、原始埋蔵量（中央
値）としてBowlandシェール（gas-in-place）：1,329 Tcf（2013年7月公表）、
Jurassicシェール（shale oil in place）：44億 bbl（2014年5月公表）等を公表し
ている 。ただしこの原始埋蔵量からどれだけのガスや石油を商業的に取り出せるかは、不透
明としている。
・2015年2月、下院は国内のシェールガス開発について、限定されたエリア内での水圧破砕
の利用を認める修正法案を可決。2015年7月、水圧破砕活動が禁止される保護地域を
定義した規制案が発表された。保護地域では、水圧破砕は地下1,200m以下でのみ実
施可能とされる 。
・2017年6月、OGAは北海南部（SNS）地域内の残りガスを引き出すための「タイトガス
戦略」を公表した 。OGAはSNS領域内に、再注入分・未開発分・見込み分を含め、生産
できるガス3.8Tcf（LNG換算7,907万ton相当）が残されていると推定している。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

・輸入依存度が高いため、供給源の多様化が重要な政策の柱となっている。
・冬季の安定供給では地下貯蔵設備が重要な役割を果たしている。しかし、近年は夏季と
冬季の天然ガスの市場格差が縮小し、冬季の供給用に貯蔵量を積み上げる市場メカニズ
ムが弱くなっていた。そこで、事業者に対して備蓄を義務付けるなど安定供給に向けた策を
講じている。
・国内での石油・天然ガス開発に関する方針は「石油政策」と同じ。
・EUの一員として、欧州単一ガス市場の構築、競争的な市場の構築を目指す。これらの政
策は欧州員会が定める指令に基づいて国内法に展開される。市場は自由化されており、政
府は監視のみ行うが、小売り市場では規制料金が併存している。

・石油は一次エネルギー供給で最も大きな比率を占めており、かつ原油供給のほぼ全量を輸入
に依存していることから、安定供給の確保が、最も重要な政策目標となっている。これを実現する
ために、石油の利用効率を高めるほか、代替エネルギーへの転換、万が一の供給途絶への備え
(純輸入90日分の備蓄など)を行っている。
・石油産業は自由化されており、独占禁止の観点から市場監視と事後規則のみを行う。

石油

・2013年3月、DECC（当時）はシェールオイルとシェールガスを含む非在来型石油ガス資
源について、英国内での安全で環境保全に配慮した開発を促進するため、非在来型ガス
石油局（Office of Unconventional Gas and Oil: OUGO） を設立した。
・英国の石油・天然ガス上流産業における税は、①法人税(Ring Fence Corporation
Tax: CT)、②追加課税(Supplementary Charge Tax: SCT)、③石油歳入税
(Petroleum Revenue Tax: PRT)の3本立てとなっている。石油歳入税は1993年3月
16日を境に控除額が異なる。英国政府は北海深海油田の開発を促進するために、②の
追加課税(SCT)を2015年1月以降32%から30%に引き下げた。2015年1月からの実
効税率は1993年3月16日より前に承認を得た油・ガス田は80%、1993年3月16日以
降に承認を得た油・ガス田は60%となる。
・2015年3月、英国政府は北海の石油ガス生産事業者に対し、大幅に税金をカットする
新税制を公表した。最近の原油価格の下落と、石油ガス生産コスト増に対応したもの。石
油歳入税は50%から15%削減されて35%となり、追加課税は30%から20%に低減され
た。また簡易な投資減税措置も導入される 。
・2015年4月、DECC（当時）は石油・ガス機構（Oil and Gas Authority: OGA）
を設立。同機構は、石油・ガスの規制機関であり、DECC（当時）のExecutive
Agencyとして位置づけられた。2016年5月、「エネルギー法2016」が成立し、OGAに北海
での開発を支援する新たな権限が与えられた。
・2017年9月、Hammond財務大臣はAberdeenとDundee訪問の際、2018/19の期
間、北海における新規探鉱に対して英国政府が￡500万を支援すると発表した 。この資
金は、OGAによって英国大陸棚における未探鉱地域の調査のために用いられる。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

・オイルショック以後、フランス政府は石油依存度を低減させるため、石油燃料の代替を積極
的に推進してきた。その結果、民生部門の暖房用とでの消費、産業用および発電部門にお
ける石油消費の低減が進められた。また輸入依存度が高いことから、輸入相手国の多様化
を目指している。
・国内での石油・天然ガス開発を停止する方向にある。2011年6月にフランス議会は、水
圧破砕技術がもたらす可能性のある環境汚染に対する懸念から、シェール探査を禁止する
法案を可決した。また、2017年9月に環境連帯移行省Hulot大臣は、国内での石油・天
然ガス生産を2040年にかけて段階的に廃止する法案を内閣に提出した。法案は2017年
10月に行われた国民議会(下院)での投票において、賛成多数で可決された。今後上院で
の審議が行われる。
・卸、小売り市場は自由化されており、政府は監視のみを行う。

50年に1度の厳冬期、および50年に1度の低温が3日連続する場
合に、供給を維持する。

石油 戦略備蓄を活用。

ウラン 供給源を地理的、企業的に分散。長期契約で供給を確保。ウラン
サイクルを通じた在庫の管理。

・石炭を除く国内エネルギー資源に乏しく、石油および天然ガスの大部分を輸入に依存している・
省エネ・効率性改善によりエネルギー需要を減少させるとともに、再生可能エネルギーの利用を拡
大することで自給率を向上させる。またロシアに集中しているエネルギー供給先の多角化を目標と
している。
・石油・ガス供給源の分散化を模索する一方で、ロシアから第三国を経由せずに天然ガスを輸
入することを目的としたガスパイプラインNord Streamプロジェクトを推進するなど、供給国である
ロシアとの関係維持にも配慮している。
・レアアースを埋蔵する諸国への経済援助、資源開発のための資金調達と投資、レアアースのリサ
イクルに関する研究開発に対する助成等を柱とする資源戦略について、ドイツ政府は2010年
10月に閣議決定した。ドイツはレアアースの新たな供給源として、ロシア、ウクライナ、カザフスタン
を念頭においている。中国政府がレアアースの輸出制限を強化したことで、ドイツでも輸入が停滞
し、化学大手BASFなど複数の企業でレアアースの調達が困難になった。ドイツは主に自動車や
風力タービンの製造用に毎年3,000～5,000tonのレアアースを輸入しており、その約95%を中
国に依存している。

安全
保障

エネルギー安全保障は英国においても重要な論点であり、「エネルギー安全保障：変わりつ
つある世界における国のチャレンジ」 と題したエネルギー安全保障に関する包括的な報告書
が、元エネルギー担当大臣マルコム・ウィックス氏によって2009年8月5日に発表されたが、本
報告書の中においては、エネルギー安全保障にとって、エネルギー利用の効率化と低炭素経
済への移行が重要であると主張している。これを元に、政府が最速のペースと最大の野心を
もって、エネルギー効率と国内エネルギー源を追い求めていくとしている。また、同報告書の中
では、低炭素経済の需要を満たすことは、短期的な経済回復をもたらすだけでなく、今後数
十年に及ぶ持続可能な成長を通じ、英国における経済成長と雇用創出にもつながることを
強調している。
（出所）平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施
委託費（温室効果ガス排出削減のためのカーボンプライシング等の政策手法に関する調
査）

・信頼性が高く安価なエネルギー供給は現代社会が機能するための前提条件であり、した
がって供給セキュリティの確保とエネルギー輸入依存の低減はエネルギー政策の主要目的と
位置付けている。

電力 十分な供給力の確保と電力系統の安全な運用によって、いかなる
状況においても、ある消費者の年間停電時間を3時間以下とする。

ガス

〇Plan Climat(気候計画)

・パリ協定の完遂
・全てのフランス人の日常の改善
・化石燃料利用の停止とカーボンニュートラルの達成
・フランスをグリーン経済のNo.1に
・エコシステム・農業の可能性を最大限に活用
・国際社会の機構変動対策行動を強化

・2017年5月、EUからの離脱やテロ対策が主な争点となったフランス大統領選の決選投票
は即日開票され、親EUで超党派の市民運動「前進」を率いる中道系候補Emmanuel
Macron前経済相(39)が、EU離脱を訴えた極右、国民戦線(FN)のMarine Le Pen候
補(48)を大佐で破り勝利した。史上最年少のフランス大統領となり、第2次大戦後の同国
政治をけん引してきた左右の二大既政党に属さない大統領は初めて。
・2017年7月、環境連帯移行省Hulot大臣は記者会見し、地球温暖化の原因となる二
酸化炭素(CO2)の排出を抑えるため、2040年までにガソリン車とディーゼル車の国内販売
を終了する方針を明らかにした。さらに2022年までに石炭由来の発電をやめることや、2025
年までに現在7割超の原発依存度を引き下げる目標の維持も発表した。 ・2017年7月、
環境連帯移行省は気候変動問題に対処するための行動計画を定めたPlan Climat(気
候計画)を発表した。

・2016年11月、BMUBが主導して作成した「Climate Action Plan 2050」が内閣で承認さ
れた。これは2050年の長期排出削減目標の達成に向けた行動計画を示すもので、中間目標
たる2030年までの具体策と、2050年までの対策方針を示している。対策分野は「エネルギー」
「産業」「建物」「輸送」「農業土地利用」「廃棄物処理・循環経済」の5つ。しかし、2015年に
BMUBが実施した「Klimaschutzszenario 2050」(気候保護シナリオ)に含まれていた2030
年、2050年の電源構成、エネルギーミックス、複数のシナリオ設定や前提条件が含まれていな
い。これは、BMUBが気候保護シナリオを作成後、BMWi(経済エネルギー省)とBMVI（運輸
省）が原案に反対し、大きな修正がされたためである。

2018年6月、人口増と景気回復を理由に2020年のCO2削減は当初目標の40%を大きく下
回り32%となる事を認めた 。

2018年8月、Merkel首相は、EU全体のGHG削減目標を2030年で対1990年比▲40%か
ら▲45%減に引き上げるEUの提案に対し、輸送部門の低炭素化の必要性は認めるものの、現
目標で進めるべきとして不快感を表明した 。

最近の
動向

ガス・石油
・北海油田のガス・石油生産が減少するが、主要陸上シェールガス田Bowland-Hodder
では1300兆tcfの埋蔵量が推定される。国内ではシェールガス開発リスクなどの論争があった
ものの、2015年2月、英国下院において限定されたエリア内での水圧破砕の利用を認める
修正法案を可決。2015年7月、水圧破砕活動が禁止される保護地域を定義した規制案
が発表された。保護地域では、水圧破砕は地下1,200m以下でのみ実施可能となる。

石炭
CO2排出量の削減という観点からも、政府としては、石炭利用を抑制していく方針である。
2015年11月、Rudd大臣（当時）はエネルギーシステムに関する新たな方針を示し、
2023年から石炭火力発電の利用を禁止し、2025年までに石炭火力発電所を閉鎖するこ
とについて、コンサルテーションを実施すること等を提示した 。

原子力
英国政府は、再生可能エネルギー開発と省エネルギーに重点を置いており、従来、原子力
に関しては「オプションの一つ」という位置づけであった。しかしそれだけでは電力安定供給も
地球温暖化ガス排出削減も十分な効果を得られないと判断し、「エネルギー白書2007」に
おいて、原子力発電所新設に向けた推進方針を明確に示した。

温暖化
地球温暖化対策を、エネルギー安全保障と英国経済の活性化と関連づけ、様々な政策
パッケージの組み合わせで対策を推進している点が特徴である。他方で、類似制度間での
連携方法が複雑なこと、規制対象者への負担が重複していること、特に近年の再生可能エ
ネルギーを優遇する制度の費用対効果の観点から、市場メカニズムを活用した制度への舵
切りが始まっている。2015年、およそ18年ぶりに保守党単独政権が誕生したことにより経済
効率性や生産性向上を重視する政策を指向し、非効率な政策の是正に取り組む機運が
高った。一方で、EU離脱交渉の中では、気候変動問題の優先順位は必ずしも高くない。
（出所）平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施
委託費（温室効果ガス排出削減のためのカーボンプライシング等の政策手法に関する調
査）



46 
 

 
 

【脱原発政策(～2009年)】
・2001年6月、政府と電力会社との間で「脱原子力合意協定」に正式合意・各原子力発電
所の平均運転期間を約32年間とするほか、国内すべての原子力発電所の総発電電力量を、
2,623.3TWhに制限し、2023年頃までに原子力発電所を段階的に閉鎖する方針を決定。

【原発推進政策への転換(2009年～2011年3月)】
・しかし、代替燃料の確保の問題や原子力発電の温室効果ガス削減効果および経済性などを
勘案し、Merkel首相は既存の原子力廃止政策を転換すると表明。2010年9月、Merkel政
権は再生可能エネルギー事業計画への費用分担と引き換えに。原子力発電所の稼働年数の
延長に合意した。1980年以前に建設された7基は当初予定より8年延長、それ以降に建設さ
れた10基は14年延長することとなった。2022年に原発の運転を停止する当初計画から、平均
で12年稼働年数が伸びた。また、稼働延長に伴う収益(約300億ユーロ)を「使用済み核燃料
税」で徴税し、一部をエネルギー関連への資金提供を目的とするファンドの財源に利用することを
採択した。

【脱原発政策への再転換(2011年3月)】
・しかし、ドイツ連邦政府は、2011年3月の福島第一事故を受けて、原子力発電の長期的な
役割の再検討を開始し、原子炉安全員会(Reactor Safety Commission)と倫理委員会
(the Ethics Commission)による検討を踏まえ、連邦政府は可能な限り早く原子力発電利
用からの脱却を決定した。具体的には、当時停止中の原子力発電所8基を直ちに閉鎖し、稼
働中の9期も2022年にかけて段階的に閉鎖するというものである。
・2015年9月、ドイツ政府は原発廃止措置およびコスト負担の継承に関する新法案を発表し
た。法案で、現在原発を持っている企業グループが廃止措置とそのコストに対して責任を持ち続
けるとしている。これに対してE.ONは新法案は憲法違反と批判し、もし成立することとなれば法
的措置を取るとしている。
・2016年12月、連邦憲法裁判所(最高裁)は、この一連の原発廃止措置が財産権の侵害に
あたるとして、電力会社3社(E.ON、RWE、Vattenfall)への賠償を命じた。これは、政府からの
民間事業者への財産権の侵害が争点で、原発廃止政策に対しての裁判所の憲法判断ではな
い 。

原子力

・英国政府は、再生可能エネルギー開発と省エネルギーに重点を置いており、従来、原子力
に関しては「オプションの一つ」という位置づけであった。しかしそれだけでは電力安定供給も
地球温暖化ガス排出削減も十分な効果を得られないと判断し、「エネルギー白書2007」に
おいて、原子力発電所新設に向けた推進方針を明確に示した。

・「エネルギー転換法(2015年7月)」では、原子力発電の比率を2025年までに50%引き
下げ、かつ設備容量63.2GW(2014年実績)を上限と定めている。引き続き原子力の利
用を維持するものの、その役割を小さくすることになる。現在Flammanville-3号機を建設
中だが、総設備容量の上限が定められたことから、同等以上の容量の既設炉を閉鎖する必
要がある。但し、2017年11月に原子力比率引き下げの目標年次の延期を決定している。
・原子力発電の多くは1980年から1990年にかけて建設され、今後5年から10年程度で
40年の設計寿命を迎える。そのため、これを廃止するか、寿命を延長するか、新増設する
か、という判断を迫られる。1977年に運転を開始したフランス発のFessenheim原発は
2016年に運転開始後40年を迎えたが、2017年4月の法令で、現在建設中の
Flammanville-3号機が運転を開始すれば2020年4月までに停止すると定めた。
・フランスは他国への原子力技術輸出を組織的に推進している。 2008年5月、官民共同
の原子力事業国際展開組織AFNI(L' Agence France Nucleaire International)
をCEA(フランス原子力庁)内に設立した。原子力発電の利用を望む国に対して、CEAや
IRSN(放射線防護局)、ANDRA、民間企業と協力して支援を行う。
・2015年6月、フランス大統領府はEDFが経営不振のAREVA原子炉事業AREVA NPを
傘下に収めると発表した。EDFもAREVAもフランス政府が8割以上の株式を握る事実上の
国営企業であり、国内で約40万人の雇用を支える原子力産業の再編が政府主導で進
み、大統領府は声明で「原子力産業はエネルギーの独立を守る上で重要」と主張している。

CCS/C
CUS

・2018年11月末に英国政府から発表された「Clean Growth The UK Carbon
Capture Usage and Storage deployment pathway: An Action Plan」におい
ては、エネルギー多消費産業からの排出量を大幅に削減できるとして（2050年までに37%
削減）、CCUSが炭素削減の主要対策となることを強調している。同時に、ビジネス・エネル
ギー・産業戦略省においても2018年11月末に「Shipping CO2: UK cost estimation
study」を公表し、CCUSの費用試算結果を提示した。英国沖合で回収した炭素を、パイ
プラインで輸送する、液状化し船舶輸送する、という2ケースを想定している。二酸化炭素1t
当たり7ポンドから12ポンド推計結果となった。これらの数値は、規模の経済によりさらに削減
が見込めるともしている。パイプラインについては、既存のLNGパイプラインや石油輸送パイプ
ラインを再利用すればコストを大きく抑えられるとした。一方、運搬船については、石油・ガス
船を再利用したとしても、追加の設備投資がかかるため、費用削減効果は小さいとしてい
る。今後の検討課題としては、輸送のための港湾設備コストの詳細化、炭素貯留設備コス
トの詳細化、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（ロンドン条
約）の改正による炭素輸出入の解禁、規模の経済を考慮した場合のコスト削減効果算出
等の課題を挙げている。
・2018年11月28日には、英国政府は国際エネルギー機関との共催で、CCUSに関する会
議をエジンバラにおいて開催した。世界50ヶ国以上の関係者を招待した同会議において、ビ
ジネス・エネルギー・産業戦略省エネルギー・クリーン成長担当大臣クレア・ペリー氏は、2020
年代中頃を目処に、英国においてCCUSプロジェクトの操業を開始する計画を発表した。

・CCS導入、投資状況
・新型開発の動向

・原子力比率の低下、化石燃料消費の抑制、再生可能エネルギーの導入拡大。
・2013年に7基、2014年に3基の石炭火力発電所を閉鎖。・2022年までの脱原発。
・2014年に炭素税を導入するも、課税対象は家庭用のガス、石油(暖房用)及び石炭で
あり、電力・産業部門はEU-ETSの対象であるため免除された。

・Grafenrheinfeld原子力発電所(1,345MW)を2015年6月に廃止したが、再生可能エネ
ルギー電力の急増により石炭火力発電の伸びは限定的。

・2015年7月、ドイツの連立政権は、検討していた石炭火力発電所へのEUAの追加取得によ
る排出規制を撤回、2.7GW分の複数の石炭火力発電所を2020年までに閉鎖することで、自
らの2020年目標を達成することに合意した。新たな規制に対して、東部の産炭州や石炭業界
等から、10万人以上の雇用が失われるとして、強烈な反発を受けていた。
対象となる石炭火力発電所からの電力の売却が禁止される一方で、電力不足の際に稼働させ
るために戦略的予備電力としてモスポールされる。これに伴い発生する費用について、一部のドイ
ツメディアの報道では、費用ベースの補償案が検討されている模様。

・2016年10月、欧州委員会がドイツの褐炭発電を含む戦略予備について国家補助に当たる
可能性があるとして調査を実施、2017年4月に国家補助ガイドラインに適合すると結論付けた。

・2018年5月にドイツ政府が、自らの2020年目標を達成するために、2月の連立合意に基づく
褐炭採掘と石炭火力からのフェーズアウトを検討するための委員会（Commission for
Growth, Structural Change and Employment, Kommission „Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung“)を設置、31名の委員を任命した。議論は、鉱業
部門の7万人の雇用対策や石炭火力を停止するための具体的な制度設計となる。委員会は、
12月のCOP24前に方向性を、年末に報告書を公表する予定となっている。

・2018年10月に石炭委員会が、石炭からのフェーズアウトに向けた報告書案を無記名での採
決を経て採択した。39ページの報告書では、フェーズアウトに向けた雇用調整等が盛り込まれて
いるが、文書の最終化のために公表は次週に持ち越された。また、11月15日に委員会を開催
する予定で、報告書の最終案を取りまとめるためにエネルギー気候変動政策として政府内での議
論を要するとプレスリリースで述べている。最終的な報告書は12月に公表される予定。

・2018年12月、石炭委員会は、利害関係者との更なる調整が必要となったとして、決定を2月
1日まで延期すると発表した。同委員会のMatthias Platzeck氏（ブランデンブルク州前州首
相）とStanislaw Tillich氏（ザクセン州前州首相）は、ベルリンで連邦政府との会合後、石
炭委員会の結論を延期すると述べた。両州とも来年に州選挙を予定しており、閉山後の補償な
どについて連邦政府と詰めの議論を行った模様。
ドイツ連邦の連立政権は、東部州での褐炭からのフェーズアウトに150億ユーロの予算を投じるこ
とで合意している。

石炭
火力の
動向

・2012年後半に約5GW分の石炭火力発電所が従前の環境規制(LCP指令)により廃
止。
・2013年のエネルギー法により、炭素価格下限制度(Carbon Price Floor:CPF)及び火
力発電所の排出基準を導入し、石炭火力発電のコスト上昇に繋がった。
・CCS付帯でない石炭火力は新設×。
・2025年までには“脱炭素化”を目論む。

・古くからの褐炭生産国かつ消費国であるドイツは、輸入炭より価格競争力が劣る国内炭に対
する補助金の支給制度及びっ発電会社に対する国内炭の引き受け義務などを通じて、長らく国
内石炭産業を保護してきた。
・1995年末に石炭業界と電力業界との国内炭の引き受け契約が終了し、輸入炭の関税割当
法が失効したのを契機に石炭産業を巡る政策が変化し始めた。1997年には法律によって1998
年～2005年の間に石炭(hard coal)補助金の上限を設けることにより補助金を削減した。
2007年には石炭(hard coal)補助金を2018年にかけて段階的になくすことを決定し、2010
年には欧州委員会とこの内容で合意している。
・特に発電では気候変動対策の観点から脱石炭(特に褐炭火力)の流れが不可避なものとなっ
ているが、地域経済や雇用の視点から脱石炭のプロセスには様々な議論がある。

石炭

・CO2排出量の削減という観点からも、政府としては、石炭利用を抑制していく方針である。
2015年11月、Rudd大臣（当時）はエネルギーシステムに関する新たな方針を示し、
2023年から石炭火力発電の利用を禁止し、2025年までに石炭火力発電所を閉鎖するこ
とについて、コンサルテーションを実施すること等を提示した 。2016年11月から2017年2月
までコンサルテーションが実施され 、2017年10月現在、収集された意見の分析中である。
・2015年11月、英国政府は、発電所のCO2の回収・貯留（CCS）の商業化に計画し
ていた、最大￡10億に上る資金援助を取止めると発表。政府予算の削減の一環としてい
る 。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

・2013年3月、Hollande大統領(当時)はフランス開発庁(AFD)による石炭火力発電所
に対する金融支援の終了を表明した。
・2016年から2023年を対象にした「複数年エネルギー計画」では、2023年までに石炭火
力による発電を停止するとしている。



47 
 

 
 

・英国では、電力部門の全ての小売事業者に対して、日本のRPSに相当するROが課され
ており、同義務量は、2002年の3%から、2010年には10.4%、2015年には15.4%まで
段階的に引き上げられ、2037年まで継続されることになっている。また、小規模の再生可能
電源を対象として、FIT制度が採用されている（2010年4月から5MW以下の電源を対象
にFITが導入された）。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

・電力では従来からある固定価格買取制度(FIT：買取期間は種別によって12年から20
年)の適用は小規模な電源や商業化が進んでいない技術に限定し、大型の開発や商業
化が進展したものには市場価格との差を補助するフィードインプレミアム制度を適用する。電
力の買い取り義務は、EDFあるいは地域配電会社が有する。またその普及を管理(推進ま
たは抑制)する方が適当な場合や、先進的な技術のデモンストレーションといった場合には、
環境連帯移行省が行う競争入札によって再エネの募集を行う。補助の条件は競争入札毎
に異なる。
・バイオガスは電力と同様その特徴に応じて固定価格買取制度か環境連帯移行省が行う
競争入札によって支援を得ることができる。買取義務はガス供給事業者が負う。

・2017年7月にテナント電力(Mieterstrom)の普及を支援する法令(Mieterstromgesetz)
を志向し、2017年11月にこの制度が欧州委員会によって承認された。事業者は集合住宅や
商業ビルの屋根に太陽光パネルを設置し、発電した電力はテナント(居住者やビルのテナント)に
販売する。余剰電力が生じた場合はMieterstromgesetzが定める、一般の太陽光発電より
も割安の固定価格で買い取ってもらうことができる。

～2019
～2022

150MW/年
200MW/年・再エネ導入促進ではEUが定めるエネルギー補助金のルールにのっとるため、また増え続ける

再生可能電力の買い取り費用を抑制する目的から、2016年1月から新制度が始まった。
新制度では、再エネの支援を目的とした新たな勘定が設けられ、電力やガスの消費に課せら
れる税がここにプールされる。再エネに対する支援はこの枠内で行われる。

FIT
（・入
札制
度）

0.137GW 0.237～0.3GW

バイオマス ～2019
～2022

150MW/年
200MW/年

再エネ 2009年にEUの「再生可能エネルギー利用促進指令」が施行されたことにより、2020年まで
に最終エネルギー消費の15%を再生可能エネルギーで賄うことを義務付け。

3GW

〇フランスの再生可能エネルギー導入目標 種別

53GW
太陽光 2,500MW/年 600MW/年バイオマス

導入計画 競争入札枠

Windenergie-auf-See-
Gesetzes法にて別途規定太陽光 10.2GW 18.2～20.2GW

水力 25.3GW 25.8～26.05GW

海洋エネルギー － 0.1 + (0.2～2)GW
洋上風力 2020

2030
6,500MW
15,000MW

0.54GW 0.79～1.04GW
メタン化

2018目標 2023目標

陸上風力

〇エネルギー転換法

・最終消費に占める比率を2020年までに23%、2030年までに32%とする。
・発電量に占める比率を2030年までに40%にする。
・最終熱消費に占める比率を2030年までに38%にする。
最終液体燃料消費に占める比率を2030年までに15%にする。
・最終ガス体燃料消費に占める比率を2030年までに10%にする。

・2016年から2023年までの投資計画を定める「複数年エネルギー計画」(およびその修正
令)では、再生可能エネルギーの導入目標(累積導入量)を次のように定めている。

〇ドイツ改正再生可能エネルギー法(EEG 2017)の概要

・再生可能エネルギーによる発電量の割合を2020年までに35%以上、2030年までに50%、
2050年までに80%に引き上げることを目標としている。

再生可能エネルギー法（EEG2012) では、一部のエネルギー多消費産業に対する賦課金を減
免する措置を導入されたが、欧州委員会が国家補助に当たると指摘。EEG2014、EEG2017
ではCHP法（Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz Gasetz）に適合する高効率CHPを導
入及び国際競争に晒されているエネルギー多消費産業を対象として、再エネ賦課金を減免する
規則が導入され、欧州委員会が国家補助ガイドラインに適合すると決定した。

・2016年7月に議会で可決し2017年1月から施行された改正再生可能エネルギー法
(EEG2017)では、個別の導入計画を次の通り示している。改正の要点は、従来固定されてい
た買取価格を、750kW超の設備では原則競争入札によって決める点である。改正の目的は、
送電能力の拡大が追い付いていないことと、買取費用の負担が高まっていることから、再生可能
エネルギーの普及速度とコストをコントロールすることにある。

・2017年6月にCross-Border Renewable Ordinance(GEEV)を志向した。これは、毎年
追加する再エネ発電容量の5%(およそ300MW)分について、ドイツ国外で設置する地上設置
型太陽光発電および陸上風力に対してもドイツのFITを適用するものである。再エネに対する補
助金(FIT)の継続をめぐる欧州委員会との合意に基づく。ただし、実際に投資が行われる国も同
様の精度を整えることが前提。

～2019
2020～

2,800MW/年
2,900MW/年

～2019
2020～

2,800MW/年
2,900MW/年

・2015年7月に承認された「エネルギー転換法」では再生可能エネルギー導入目標を次のよ
うに定めている。

陸上風力 15GW 21.8～26GW
洋上風力 0.5GW

地熱 8GW

新型炉
開発

・2016年7月、EDF取締役会においてHinkley Point C計画の最終投資決定が下され
た。2016年9月、BEISは同計画を条件付きで進める判断を下したと発表。計画の包括的
な審査とEDFとの改訂版合意を踏まえ、英国政府はEDFによるプロジェクトの支配権売却
を阻止できるとしたほか、今後の新設計画も含め、英国の重要インフラに対する外国資本の
投資に政府が介入権を持つなどの新たな法的枠組を設置するとしている 。
・2017年3月、ONRはWestinghouseのAP1000について包括設計審査を完了した 。
・2017年3月、Hinkley Point C計画についてコンクリートが打設され、着工された 。
・2017年4月、NuGen（東芝60%、ENGIE40%）の共同出資者であるENGIEは、自
社が保有するNuGenの全ての株式を東芝に売却することを通知した 。
・2017年9月、米国NuScale Powerは、小型モジュール炉（SMR）を2020年代にも
英国の工場で商業生産し、発電電力を英国内に配電するという明確なビジョンを盛り込ん
だ意欲的な行動計画を公表した 。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

・高レベル放射性廃棄物問題に関しては、長時間貯蔵するための場所選定が大きな課題
となっていたが、ANDRA(フランスの放射性廃棄物管理機関)はMeuse県、Haute-
Marne県に位置するBure地下研究所周辺において建設が計画されている「CIGED」建
設について、2013年5月から12月の期間に公開討論会を実施し、2014年7月には、予
備的研究作業を開始している。また廃炉費用に関しては、既存の全原発建設コストの
15%になるというコスト試算に基づく具体的な廃炉基金の仕組みがある。

現在、中央中間貯蔵施設への搬送は行われておらず、最終処分場の操業が開始されるまでの
間、新たに発生する使用済燃料は各サイトに保管されている。使用済燃料を最終的には深地
層に直接処分する方針。

核燃料
サイク
ル・バッ
クエンド
対策

・2018年7月、高レベル放射性廃棄物地層処分の立地計画が、英国議会のビジネス・エ
ネルギー・産業戦略委員会の報告書において承認された。同委員会は、2008年計画法に
基づき、処分場案の詳細な協議と承認手続きを実施する権限を付託されている。2019年
後半に委員会による協議段階が完了すると、公式のサイト選定手続きが開始されることにな
る 。
・2018年8月、HorizonはWylfa Newydd計画を強力に推進する体制を構築するため、
プロジェクトマネジメント受託会社として、米国Bechtel Management Companyを任命
し、契約を締結した 。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

新増
設・リプ
レース

・2008年1月、政府は「原子力白書」を発表し、政府として原子力発電の推進に向けた
法規制の整備を明確にすることを示した。原子力白書では、既存の原子力発電所のリプ
レース、民間事業者が原子力発電所建設プロジェクトを実施するための環境整備等につい
て記すとともに、欧州連合加盟国と協力し、原子力などCO2を排出しない電源が有利にな
るようにEUの排出権取引スキームを強化することも目指している。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

・フランスの電力自由化法では、原則として許可制度が選択されている(4,500kW以下の
発電設備は届け出制)。しかし、発電容量が発電投資複数年計画の目標値に達しない場
合は、政府は入札を実施可能である。
・再生可能エネルギーの立地を固定価格買取制度やフィードインプレミアム制度、競争入札
といった補助制度で支援している。

・2011年8月に再生可能エネルギーによるエネルギー供給を支援するための「エネルギー・気候基
金」が設置された。当初、基金の資金源は主に原発の運営会社が国庫に納める核燃料税と、
2013年からはCO2排出量取引からの収入の一部が想定されていた。しかし、原子力法改正で
原発の稼働期間が短縮された結果、核燃料税から基金に入る資金の目途が立たなくなったこと
から、CO2排出量取引からの収入は、CO2排出量取引機関の経費として必要な分を除き、
2012年から全額基金に繰り入れられることになった。
・2011年9月、ドイツ国営助成金融機関のドイツ復興金融公庫(KfW)は、今後5年間、国内
の企業、自治体、個人が行う新エネルギー分野の事業に対し、全体で1,000億ユーロ以上の融
資拡大を行うと発表した。KfWによると、ドイツが脱原発を目指す2022年までに、融資額が合
計2,500億ユーロに達する計画。また、企業向けの「新エネルギー標準プログラム」では、会場風
力発電の大幅な導入拡大を目指し、融資上限額を2011年時点の1,000万ユーロから2012
年より2,500万ユーロへと変更変更となった。自治体向けには、道路の伝統や電光表示をLED
に交換するなどのエネルギー効率改善策の促進のため、2011年10月から融資上限額を5,000
万ユーロに変更した。

発電
施設の
立地
支援
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446.7

発電CO2
原単位
2016年
(gCO2/k

Wh)

278.2 52.3

EV（・自
動車に対
する規制
措置）

•自動運転自動車及び電気自動車法案（Automated and Electric Vehicles
Bill）下にEVの充電地点の提供及び消費者によるアクセスの状況を改善する規制を導
入。
•8,000万ポンドのULEVインフラの導入支援を秋期財政報告書（Autumn Statement
2016）で発表。
（出所）UK Government "Clean Growth Strategy" 2017

・EV導入状況、値引き状況
・交通分野における大気汚染防止対策としては、重量に応じた大型自動車にライする高速料
金の徴収(HGV toll)、野心的な排出ガス規制、環境規制を通じ、大気汚染物質の大幅な削
減を達成した。1990年と2010年を比較すると、COは84%削減、Noxは59%削減、炭化水
素は92%削減、粒子状物質は64%削減を達成した。大都市中心部ではLow emission
zoneを設定し、地域レベルでの大気環境の改善を図っている。また1km当たりのCO2排出量の
基準を設定し、電気自動車等の普及を通じ、地域の大気環境改善を図っている。

蓄電池

電気自動車のバッテリー技術に対して、 産業戦略挑戦基金（ISCF）を通じて、政府は”
ファラデーチャレンジ”の一環として、車両の電化用バッテリーの設計、開発、製造に4年間で
24600万ポンドを投資。 また、政府は自動車用バッテリーパックの開発と製品化に関する
能力構築のために1000万ポンドを支出。
（出所）UK Government "Clean Growth Strategy" 2017

水素
イノベーションへの政府投資において、政府は、最大2,000万ポンドを、最初は競争的研究
に、その後競争的実証プロジェクトに投資する。
（出所）UK Government "Clean Growth Strategy" 2017

再エネ
ネット
ワーク

近年、再生可能エネルギーの導入が急速に進む英国では、電力の需給バランスの確保が重
要な課題になっている。この解決策の1つとして重要なのが、他国と送電網（国際連系
線）を接続し、需給状況に応じて電力をやり取りする国際融通だ。英国では現在、フランス
〔2 ギガワット（GW）〕、オランダ（1GW）、アイルランド〔500 メガワット（MW）〕との間
に国際連系線が整備されており、接続された国からの電力の総輸入が、英国からこれらの国
への総輸出を上回る状況にある。国際融通は、英国にとってだけ重要なわけではない。再生
可能エネルギーの導入加速への対応やエネルギー安全保障確保などの観点から、EU は「エ
ネルギー同盟」構築を志向しており、国際連系線の整備により加盟国間での国際融通を図
り、EU として十分に統合された域内エネルギー市場を構築することを目標として掲げている。
EU では既に、欧州エネルギー規制当局間協力庁（ACER）や欧州送電系統運用者
ネットワーク（ENTSO－E／G）などを通じ、加盟国のエネルギー市場の協調を図る取り組
みがされているが、十分に統合されたEU エネルギー市場構築に向け、この流れを強化する
方向。英国のEU 離脱により、統合を進めるEU エネルギー市場へのアクセスが阻害されるこ
とが懸念される。とりわけ、フランス、ベルギー、デンマークといった隣国との間で進められている
新たな国際連系線の整備計画が滞ることへの警鐘が鳴らされている。
（出所）JETRO,英国のEU 離脱によるエネルギー産業への影響、2017年7月

・2013年12月、「エネルギー法2013」成立にともない電力市場改革（EMR）実施が決
定。既設老朽発電所が今後20年間で20GW近く閉鎖されることに伴う安定供給の確保、
2020年までに再生可能エネルギー15%導入目標、2050年までに温室効果ガス排出量
80%削減目標を実現するために、電力システム改革が必要と認識し、下記の政策を導入
した。①②③の政策を通じCCSを含めた低炭素発電技術の導入を図り、④の政策により電
力の安定供給維持を図るとしている。
①差額決済型固定価格買取制度※（Feed-in Tariff with Contracts for
Difference: FIT-CfD）
②炭素価格下限制度(Carbon Price Floor: CPF)
③火力発電の排出係数基準 (Emission Performance Standard: EPS)
④容量メカニズム(Capacity Mechanism)
※差額決済型固定価格買取制度は、低炭素発電に対して、電力市場価格とあらかじめ
決められた固定価格との差額を発電事業者と買取事業者の間で清算する制度。電力市
場価格(Reference price)が基準価格(Strike price)を下回る場合には発電事業者
が差分を受け取り、上回る場合には発電事業者が差分を支払う仕組み。基準価格は入
札に基づき決定するとしており、これにより発電事業者間の競争を促し、消費者負担となる
過大な補助を回避することを目指している。本制度の導入により、発電事業者は電力市場
価格が低迷した際にも基準価格に基づく一定の収入を得ることができ、電源への投資のイン
センティブが高まるメリットがある

FIT
以外の
制度

ポスト
FIT

上述の通りFIT賦課金を徐々に低下させる予定。 750kW超の設備では原則競争入札へ移行。

徐々に賦課金が削減される傾向。例えば、大規模太陽光発電に対する基準価格は、
2015-16年が￡120/MWh、2016-17年が￡115/MWh、2017-18年が￡
110/MWh、2018-19年が￡100/MWhとなる。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

マクロン政権は、オランド政権と同様に再エネ導入には積極的な姿勢を示すとともに、さらに
2018年の予算案では、再エネ導入の支援のために炭素税による税収を活用する方針を示
している.

自立化
取組

賦課金
動向

・2013年12月、英国政府はFIT-CfDによる新たな再エネ支援スキームを開始。これにとも
ない、新規発電容量へのROは2017年3月末で終了した。陸上風力の基準価格は
2015/16、2016/17年が￡95/MWh、2017/18、2018/19年には￡90/MWhにまで
引き下げられる。一方、洋上風力の価格は、2015年は￡155/MWhで据え置かれ、
2016-17年は￡150/MWh、2018-19年は￡140/MWhとなる。この価格は2015年か
ら新規プロジェクトのみに適用される。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

【政府の買取価格】
2015年：0.0128ポンド/kWh
2016年：0.0161ポンド/kWh
2017年：0.0188ポンド/kWh
再生可能エネルギー使用義務（RO）、小規模FITおよび差額決済計画（CfD)を含む
課金管理枠組み予算を電力出力で割ったもの。

2015年：0.0195ユーロ/kWh
2016年：0.0225ユーロ/kWh
2017年：0.0225ユーロ/kWh
2018年：0.0225ユーロ/kWh

・再生可能エネルギーの買い取り費用は電気料金に賦課して回収している。2016年の再エネ負
担金はEuro cent 6.354/kWhで、これは平均的な家庭用電力料金単価のおよそ2割、産業
用単価のおよそ4割にもなる。

2015年：0.0617ユーロ/kWh
2016年：0.0635ユーロ/kWh
2017年：0.0688ユーロ/kWh
2018年：0.0679ユーロ/kWh
2019年：0.0641ユーロ/kWh



49 
 

 
 

ネット
ワーク
投資

・配電分野ではStadtwerkeと呼ばれる地方自治体が運営する電力・ガス・水道供給会社が
多数存在する
・需要家数10万件未満の事業者はアンバンドルの義務を免除されており、したがってそれらの多く
は旧来通りの垂直統合構造を残している。

分散化
電源

・2015年8月、英国政府は、合同洋上風力プロジェクトとしては世界最大規模（1.2GW
×2）となるDogger Bank Teesside A&Bプロジェクトに建設許可を与えた。同プロジェク
トは、独RWE・英SSE・ノルウェーStatkraft・ノルウェーStatoilから成るコンソーシアム、
Forewindが北海の海域で開発しているものである 。
・2016年8月、完成すると世界最大規模（1,800MW）の洋上風力発電所となる
Hornsea Project TwoがClark BEIS大臣から開発同意を得た 。同発電所は、
Yorkshire沿岸から89kmに位置し、300基の風力タービンから構成される。
・2017年4月、英国政府はCfD制度による第2回オークションを開始した 。
・2018年6月、デンマークØrstedは、英国沖に位置するRace Bank洋上風力発電所
（573MW）を正式開所した 。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

・1998年のエネルギー産業法改正により、電力市場は法的には全面自由化された。第2次「改
正EU電力指令」(2003年改正)を受け、エネルギー経済法が2005年7月に再改正され、送電
網に対する第三者接続が認められるとともに、送電網のアンバンドリングを実施した。EnBWグ
ループが法的分離を選択し、残りの3大電力グループ(E.ON、Vattenfall、RWE)は所有権分
離を選択した。また、送電網における非差別的な接続と利用価格を規制するため、連邦ネット
ワーク庁(Bundesnetzagentur:BNetzA)が設立された。

自由化の
方向性

・2016年6月、競争市場局（Competition and Markets Authority: CMA）はエネ
ルギー市場の競争調査に関する報告書を公表 。報告書では、Big 6の国内顧客70%が
高価な初期設定価格のままであり、完全な競争市場下よりも年間￡14億余分に支払って
いると指摘。
・2017年1月、Ofgemは、供給事業者が非競争的な料金を支払い続けている顧客へ特
別な責任を有することを明らかにし、そのような顧客へ最善策を示す取り組みの試行への参
加を要請 。同試行は、CMAによるエネルギー市場の競争調査での指摘を踏まえたもの。
・2017年2月、Ofgemは、料金前払い顧客（家庭）に対して一時的価格上限
（temporary price cap）を2017年4月から2020年末まで適用すると公表した 。これ
は、CMAによるエネルギー市場の競争調査での指摘を踏まえたもの。
・2017年10月、英国政府は、家庭向けのエネルギー価格に一時的な上限を設ける法案を
議会へ提出した 。法案では、standard variable tariffs (SVTs)や他のdefault
tariffsに上限を設けるものとなっている。
・2018年7月、エネルギー料金の上限を設定する法案（国内ガス・電力（料金上限）法
案）が議会を通過し、国王の裁可を得た。同法によって、Ofgemはstandard variable
tariffs (SVTs)とデフォルトのエネルギー料金に上限を設ける義務を負うことになる。上限の
設定によって、Big6へ料金を支払い過ぎていた消費者（競争当局の調査により平均で年
間￡14億と判明）への対応が可能となる 。
（出典：諸外国のエネルギー政策動向に関する調査報告書）

・欧州指令に基づくエネルギー市場の自由化目標の達成に向けて、「エネルギー市場自由
化関連法」が2003年1月に制定された。これ以降、エネrぐいー市場の自由化が進められ、
2004年7月には家庭用以外の電力・ガス需要家へのエネルギー供給が自由化されている。
また2006年12月には小売り電力市場の全面自由化後の配電事業等の法的分離を定め
る「エネルギー部門法」が制定され、2007年7月には電力・ガス部門で家庭用も含めたエネ
ルギー供給の全面自由化が完了している。
・原子力を期間電源とするEDFの発電原価が極めて安く、また大口需要家意外は依然とし
て規制料金を選択可能であることから、供給変更率は数%の低い水準にとどまる。
・2016年1月1日から、大口需要家(送電網に接続、あるいは36kVA以上の契約)向けの
規制料金が廃止された。

省エネ

英国は、温暖化政策・省エネルギー政策の分野では常に世界の主導的役割を担っていると
言っても過言ではない。これまでに、世界初の産業部門における温室効果ガスの国内排出
量取引制度を導入し、この制度は後に導入される欧州域内排出量取引の骨格の参考と
なっている。さらに、環境税（気候変動税）と抱き合わせで導入された自主協定制度（気
候変動協定）も参考にする制度として各国が参考とするパイオニア的役割を担う。
（出所）平成２９年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施
委託費（温室効果ガス排出削減のためのカーボンプライシング等の政策手法に関する調
査）

・2015年7月に承認された「エネルギー転換法」では最終エネルギー消費を2012年比で
2030年までに20%現、2050年までに50%現象することを定めている。
・省エネルギーを推進する措置として次のものを講じている。

〇省エネを推進する措置

・サマータイム制度
・架電、暖房・空調器具、照明器具、産業用機器のラベリング制度
・従業員250名以上の大企業にエネルギー監査義務付け。
・建築物について、2012年以降低エネルギー消費を標準化し、2020年以降はネット
ゼロエネルギーに。
・運輸部門のモーダルシフト推進と、輸送モードの効率改善。
・省エネルギー証書制度。

・再生可能エネルギーを利用した熱供給はRenewable Energies Heat Actで規定されてい
る。同法は建物の建築者に対して、新築建物の熱需要の一定割合を再生可能エネルギーで供
給することや、断熱の強化など代替となる措置を講じること、あるいはコジェネや地域冷暖房を利
用することを求めている。
・輸送分野では、従来は2020年までに燃料市場におけるバイオ燃料のシェアの20%への拡大を
目標に掲げて普及を促してきたが、近年は再生可能電力を利用した電気自動車の普及に軸
足が移っている。

熱

・再生可能熱インセンティブ（RHI: Renewable Heat Incentive）を通して、イギリスで
は2016年から2021年の間に、ヒートポンプ、バイオマスボイラー及び太陽熱給湯器など革
新的な低炭素熱供給技術の支援に向けて45億ポンドの支出を予定。また、RHIをヒートポ
ンプやバイオメタン（バイオガスからグリッドへ）の導入拡大による長期的な低炭素化の実現
に注力する制度の改革を実施 。
・RHIの先にある目標は、ガス供給網に未接続の新規及び既存の建物における炭素含有
率の高い化石燃料を利用する熱供給設備の設置を、2020年代に段階的に廃止するこ
と。低炭素型の熱供給設備をより柔軟に備えることができる新規の建物から着手する。きれ
いな大気を実現する、政府のより広範な優先事項にも整合する形で、我々は幅広い政策
の選択肢を検討しており、低炭素の熱供給システムの支援に向けてイノベーションチャレンジ
基金に1,000万ポンド投じる。イギリスは、新技術の設置の必要性が容易に伝わるように、
顧客及び業界の参加を得て新たな政策を策定する。政府はさらに成長プログラム
（Growth Programme）の2,000万ポンドの政策パッケージの活用を模索する。「カント
リーサイド・プロダクティビティ（Countryside Productivity）」は農村部の再生可能エネ
ルギープロジェクトの支援を提供する。
（出所）UK Government "Clean Growth Strategy" 2017

・「省エネルギー証書」は政府または政府の許可を受けた団体が発行する。政府は電力・ガ
ス・熱供給および燃料販売事業者に省エネルギー実施義務を課しており、「省エネルギー証
書」の発酵もしくは取引によって、証書の取得を行わない事業者に罰金(€0.02/kWh)が
課せられる制度となっている。
・フランス政府はスマートメーター「linky」の設置を全国展開している。設置はEDF子会社で
配電網を運営するEnedisが進めており、2021年までに3,500万台が設置される予定であ
る。Linkyの設置により、消費者は電力消費量や請求金額が可視化されるほか、時間帯
別消費電力に応じた課金が容易になること、遠隔での送停電が可能になること等のメリット
があるとされる。

〇National Action Plan on Energy Efficiency(NAPE)の分野別戦略

建物 ・既築建物の断熱改修、近代化
・熱/冷熱供給システムの見直し、等

省エネのビジネス化、
ビジネス強化

・省エネビジネス環境の整備、支援
・新たな資金供給メカニズムの開発、等

省エネコンサルティング、
教育

・各セクターへのコンサルティングの実施
・ラベリング、ベンチマーク制度、等

運輸 ・EV普及強化とその支援
・貨物と旅客療法でのモーダルシフト促進、等

・気候変動問題への対応だけでなく、エネルギー自給率の向上や消費者による支出の削減にも
貢献するとして、省エネルギーを推進している。目標は、一次エネルギー消費を2008年比で
2020年までに20%削減、2050年までに半減することである。
・上記目標を達成するための戦略として、2014年12月に「情報の提供」「支援の提供」「消費
者の行動」を3原則としたNational Action Plan on Energy Efficiency(NAPE)を策定し
た。分野別の戦略は以下の通り。
・エネルギー効率ラベルが様々な機器に適用されている。2017年8月から、EU規則に合わせて
A+++からGの表記からAからGのに変更となった。2016年1月には、家庭で用いられている旧式
ボイラーの更新を促すことを目的としたラベリングが始まった。また乗用車については2017年7月か
らすべての新車に義務付けられている新CO2ラベリング制度が始まった。
・2014年5月1日、ドイツ連邦環境省(BMUB)とドイツ連邦経済エネルギー省(BMWi)が改正
省エネルギー法を施行した。今回の改正の要点は以下の通り
1.建築物のエネルギー性能表示が義務化され、建物の賃貸、売買時には建物のエネルギー性
能証明書の提示が必要となる。
2.2016年1月1日から新築建築物のエネルギー効率基準が平均25%強化された。2014年の
建築物のエネルギー性能に係る欧州指令(EPBD)改正では、2021年以降の新築建築物はす
べてゼロエネルギー建築とすることが求められており、今回の改正はゼロエネルギー建築の実現に向
けた重要なステップとなる。
3.2015年以降、運転開始後30年が過ぎた非効率な暖房ボイラは運転停止が求められる。こ
の規則には、潜熱回収ボイラや低温暖房ボイラは対象外となり、また所有者自身が住居として
利用している一世帯住宅・二世帯住宅も対象外となる。

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置

部門 A：規制、B：自主 A：基準、B：ラベリング A:補助金、B：税制、C：融資

全般

A 1） 2025年に1990年比50%削減の中間目標を策定（世界初の法制化）。2050年までに全ての温室効果ガスの排出量を少なくとも80％
削減する。

2） 政府に5年間にわたる炭素排出量の上限を設ける（カーボン・バジェットを設定する）よう求める。
3） 政府の中・長期の目標に向けて助言をするため、気候変動に関する独立した専門委員会を創設する。
4） 気候変動が英国に及ぼすリスクを査定する義務を政府に課す。この義務により、廃棄物削減、再生可能エネルギー輸送計画の導

入を、より迅速かつ容易に行えるようにする。
5) 省エネルギー対策については国家エネルギー効率化計画（UK National Energy Efficiency Action Plan）に定めている。

産業

A 1）気候変動協定（Climate Change 
Agreement）

2)欧州排出量取引制度
3)エネルギー供給者義務（ECO：Energy 

Companies Obligation）
4)エネルギー効率機会発掘制度(ESOS)

A 1) EU指令に順ずる
B 1）EU指令に順ずる

B 1）気候変動協定（Climate Change 
Agreements）におけるCCL税率の軽
減措置

C 1）カーボン・トラスト中小企業向けファ
ンド

民生

A 1）炭素排出削減コミットメント（Carbon 
Reduction Commitment：CRC）

2)エネルギー供給会社によるスマートメー
ターの設置

A 1) 建築物のエネルギー効率に関す
る指令（Energy Performance of 
Buildings Directive）

2)家電製品のラベリングについては、
EU指令に順ずる

B 1）建築物のエネルギーパフォーマン
ス証明書制度

A 1）貧困層支援
2) エネルギーパフォーマンス証明書に

関連する省エネリフォームのための
金融政策

B 1) 気候変動税（The Climate Change 
Levy）優遇税制

2)グリーンディール（省エネ設備投資に
よるエネルギー削減分から初期投資
費用を返還できる制度）※制度の停
止が決定している。

運輸
A 1）自動車当りのCO2排出量基準値はEU指

令に順ずる
A 1）EU指令に順ずる
B 1）EU指令に順ずる

B 1） 車両使用税（Vehicle Excise Duty：
VED)の低排出車への税制優遇

2) 企業自家用自動車向け課税制度（
Company Car Tax Reform）
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4） 気候変動が英国に及ぼすリスクを査定する義務を政府に課す。この義務により、廃棄物削減、再生可能エネルギー輸送計画の導

入を、より迅速かつ容易に行えるようにする。
5) 省エネルギー対策については国家エネルギー効率化計画（UK National Energy Efficiency Action Plan）に定めている。
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民生
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Reduction Commitment：CRC）

2)エネルギー供給会社によるスマートメー
ターの設置
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る指令（Energy Performance of 
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2)家電製品のラベリングについては、
EU指令に順ずる
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ス証明書制度
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産業構造の
特徴

1　主要産業：自動車，航空機，電気機器，エレクトロニクス，化学，石油，ガス，金
融
2　主要貿易品目：
（1）輸出：金、乗用自動車，原油，医薬品，ガスタービン等
（2）輸入：乗用自動車，原油，石油及び石油調製品，医薬品，金等
3　主要貿易相手国：ドイツ，米国，中国，オランダ，フランス
（出典：外務省HP）

火力発電やエネルギー多消費産業はEUETSの対象でありEU指令に従う。
国内には、1999年に社会保障改革の一環として電力税を導入、その後はエネルギー税の増税
や炭素税などの導入は行われていない。

（カーボンプ
ライシング）
（CO2価
格）

・排出への価格付けは、費用対効果が高く技術中立的な排出削減方法である。
・英国では、カーボン・プライス・サポート(CPS：Carbon Price Support)やEU-ETSによ
り、既に発電部門における石炭からガスへの転換の推進に貢献している。
・引き続き排出削減のツールとしてカーボンプライシングの利用に取り組み、価格シグナルによ
り産業における排出削減を促していく。

・炭素価値を内部化し、排出量の削減と排出回避のための投資に報いることを目的とする
温室効果ガスに対する適切な価格設定が必要。
・マクロン政権は、それまでのスケジュールで2018年に39ユーロ、2019年に47.5ユーロ、
2020年に56ユーロとされていたものを、より前倒しで2018年に44.6ユーロ、2019年に55
ユーロ、2020年に65.4ユーロに引き上げる方針を示した。
・11月の国会で正式に、2019年1月から、軽油は6.5セント/L、ガソリンは2.9セント/L増
税されることとなった。

（カーボン
リーケージ）

・EU離脱後もEU ETSへの参加を検討しており、排出削減ツールとしてカーボン・プライシン
グへの強固なコミットを継続していく。同時に、エネルギーや貿易に集約的な企業が競争力
をそがれるような影響から適切に保護されることを保証する。

・炭素リーケージのリスクが特に高い産業部門については、排出量削減の手段を決定する際
に国際競争上の課題なども考慮に入れながら関連排出量の外国移転を招かないようにす
る必要があり、ターゲットを絞って効果的な保護方策を継続・改善していくべき。

・今世紀における経済競争力は、排出、投資及び雇用を外国に移転させることなしに、いかに早
く経済を脱炭素化させられるかにかかっている。

・再エネ技術、ネットワーク・ストレージ・セクターカップリング技術（特にP to G、P to L）、エネル
ギー効率の向上
・材料科学の技術革新は排出集約型の材料代替に貢献。
・革新的なプロセスシステム工学と技術を通じた工業のエネルギー需要の減少による廃熱の回避
や再生
・循環経済に重要となるのは廃棄物由来の二次原料の再獲得
・バッテリ及びストレージの技術（モビリティ分野）

研究開発

・最大1億ポンドを最先端の炭素回収・利用・貯留（CCUS）技術及び産業イノベーショ
ンに投資
・超低公害車（ULEV: ultra low emission vehicles）の導入に10億ポンド投入
・2億6,500ポンドをスマートシステムに投資、革新的なデマンドレスポンス技術を展開
・1億7,700百万ポンドを洋上風力発電所のタービンブレード技術等の再エネコストのさらな
る削減に投資

・欧州の戦略的エネルギー技術計画(SET計画)においては、風力、太陽、バイオ、CO2の
回収・貯留・輸送・使用、インテリジェント電力網、核分裂(第4世代)、スマートシティ・コミュ
ニティ、水素発電等に焦点
・フランスの国家研究戦略(SNR)では、重要な社会的課題を中心に構成され、「クリーンで
安全で効率的なエネルギー」や「持続可能な都市輸送とシステム」が含まれる

イノベー
ションの
必要性

・イノベーションを通じて初めて、新たな技術が開発され、クリーン技術のコストの低下が実現
される。

・エネルギー移行の目標達成につながるイノベーションの創出とその後の大規模な普及のため
には、R&Dとイノベーションに関する幅広い取組(※)が必要。
(※)主要課題として、社会的側面(行動様式の変化、変化の容認性など)、技術的側面
(再生可能エネルギーの供給網への結合、ガス・熱・電力各供給網間の相互作用、エネル
ギー効率の向上、低コスト低炭素テクノロジーの性能向上におけるブレークスルーなど)が例示
されている。

・温室効果ガスニュートラルなドイツへの変換を成功させるためには、技術的、社会的及び経済
的なイノベーションを目指した、一貫した効率的政策が決め手となる。

EUでは大規模燃料サイト指令(LCPD) 88/609/EECで5万kW以上の火力発電の環境規
制（SOx・NOx等）が強化され、適合できないサイト2012年までに廃止措置が取られることに
なった。2012年頃よりドイツで前日スポット価格が低下し、その後も火力発電の廃止申請が続
いた。2011年～2015年の間に2,500万kWを越える発電所廃止申請があり、856万kWを廃
止措置したが、その中には南部の安定運用に必要な火力発電も含まれていたため、2013年エ
ネルギー事業法改正で発電所の廃止を許可制とし、安定運用に必要な発電設備の維持に向
けた措置を取ることになった。

こうした状況を受け政府は2014年にグリーンペーパー を公表し、ICTを活用した弾力的な電力
市場（電力市場2.0）と容量市場の導入を選択するよう求めた。最終的には2015年7月に
白書（An electricity market for Germany's energy transition） を公表し、北部を
中心とする地域の支持を受け、電力市場2.0と安定供給確保を目的に容量予備力の導入を
決めた。容量予備力は2015年10月の容量予備力の調達、使用及び課金に関する規則
（reserve capacity regulation - KapResV） で有効になっている。また白書を反映させ
るため「電力市場の更なる発展に関する法律（Law for the further development of
the electricity market）が2016年7月8日に制定されている。

ドイツの容量予備力は卸電力取引所EPEX Spotの前日スポット市場で供給力不足により成
約しなかった場合、前日の午後2：30の時点で容量予備力の発動が決まり、当日の運用断面
で容量予備力が稼働する。ここで必要となった費用は、同時同量義務を順守できなかった不足
インバランスを発生したバランシンググループに容量予備力の稼働費用を請求することになってい
る。請求する費用の単価は最小でも€20,000/MWhとされている（2015年白書）が、1時間
の容量予備力費用負担がイギリスの年間容量価格に近いことから実質的にテキサス州ERCOT
等で実施されているScarcity PricingないしShortage Pricingと同じような罰金になっている
と言うことができる。
当初の予定では2017年から容量予備力の調達は、褐炭火力発電の調達を開始し、2022年
に終了（最大2.7GW)し、技術中立的な予備力確保は2019/20年より開始（最大電力の
5%）する。2021年より応答性の高い予備力を2GW確保することになっていた。しかし、送電
会社TransnetBWのウェブサイトの記述では、 容量予備力の入札は2018/19年分より開始さ
れる予定となっているため、入札方法等を検討されている段階で具体的な入札方法は今後明ら
かになるとされている。これは容量予備力の調達は欧州委員会との協議が必要であるため、開始
時期が遅れたと考えられる。

電力
新市場
設立

（容量市
場等）

【イギリス（集中型容量市場）(1)容量市場の仕組み】
・イギリスでは低炭素型電力システムの実現に向け、2011年7月に電力システム改革
（EMR）白書を公表した。2050年までに1990年比80%炭素排出量の削減を目指し、
2020年までに再生可能エネルギーを15%導入する目標を実現するために、電気事業に必
要な改革を示したもの。
・その柱は低炭素電気とのCfDを用いた長期契約と安定供給確保を目的とした容量市場
の導入であり、低炭素電源投資を促すために炭素価格フロアー制度及び火力発電の排出
パフォーマンス規制の導入も同時に行う。
・2014年12月に容量市場第1回オークションが開催され、2015年12月に第2回オークショ
ンが開催された。政府は2015年11月に2025年までに石炭火力発電廃止の方針を打ち
出しており、ガス火力発電等の新規投資の実現が期待されている。
【ギリス（集中型容量市場）(2)需給と今後の見通し】
・イギリスでは低炭素型電力システムの実現に向け、石炭火力発電が2023年までに
1,065.9万kW廃止されると共に、CCGTが2021年までに1,618万kW新設される計画に
なっている。
・再生可能エネルギー発電の導入進展と共に2025年頃より電力需要のダックカーブ化が進
むと見込まれており、負荷追従能力の高いガス火力発電は一定水準必要。
・一方でガス火力発電の収益性・稼働率の低下が生じており、ガス火力発電投資の確保が
課題に。
【イギリス（集中型容量市場）(3)必要供給力の算定】
2020/21年の受渡時に必要な供給力の算定は、以下のシナリオに基づき確率論的手法
を用いてNational Gridが実施し、49.7GWの供給力が必要と認定した（ベースケースで
の200万kW脱落より算定）。
ベースケース×感度分析＋4シナリオ（Gone Green、Slow Progressive、No
Progressive、Consumer Power）
LOW WIND：厳冬時の風力低出力、HIGH WIND：厳冬時の風力高出力、
COLD：厳冬、WARM：暖冬、HIGH AVAIL：発電設備の利用可能性高、LOW
AVAIL：発電設備の利用可能性低、HIGH DEMAND：電力需要高、LOW
DEMAND：電力需要低、NON DEL：40万kW刻みで最大360万kWの脱落
容量オークションの対象は、49.7GWからその他供給力、大規模電源閉鎖契約見直し及
び長期運転予備力契約（0.4GW）を差し引いて計算される。その他供給力にはDRや分
散型電源のうち追加が見込める容量が含まれ、政府が決定する。
（出所）平成２８年度電力系統関連設備形成等調査事業（海外の容量メカニズムに
関する調査）

・卸売電力市場の活性化対策として、「仮想発電設備(VPP)の競売制度」や「代替供給
者向けの卸電力供給契約」を通じて、EDFは合計6,900MWを競争入札によって市場に
解放してきた。それらに加えて、2010年12月のNew Market Organisation Act(Loi
sur la nouvelle organisatin du marche de l'electricite)によって、全ての販売事
業者は2011年7月から2025年までの間、EDFが全量を保有する原子力発電電力の
25%(または年間最大100TWh)を規制料金で購入できるようになった。
・2015年1月、容量市場の実施に係る政令が承認された。これは、発電事業者等がRTE
から供給量やデマンドレスポンスの証書を取得し、小売事業者は自らの顧客の需要ピークに
見合う容量証書を確保する義務を負うというものである。この容量市場の適用は2017年1
月1日から始まった。

・ドイツでは、限界費用ゼロの再エネの普及により火力発電の利用率が低下し、大型電源の採
算性が悪化。スポット価格の乱高下により投資予見可能性が低下し、新規電源投資が困難に
なる懸念。

過少
投資
問題

低炭素電源である原子力や再エネにシフトすることになる。再エネの増大に伴い、需要に合
わせて柔軟な運転ができるプラント（ガス火力等）も大量に必要となるが、設備利用率が
必然的に低くなるこれらプラントへの投資が不足することが懸念される。そのため、これを回避
するための投資インセンティブとして、容量市場制度が導入されている。（図は主要電力の
稼働率：火力発電の稼働率が低下している様子が分かる）

過少投資問題は、まだ発生していない. ただし、フランスでは電気料金が比較的安価であっ
たため電気暖房器が普及していることもあり、近年、最大電力が増加傾向であるとともに、電
力需要の気候感応度が上昇している. こうした需要の特質を考慮し、安定供給確保のため
には、確実に供給力を確保する量的容量メカニズムが必要とされている.
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・車両のエネルギー効率を改善す
る：2030年に販売される全車両
について平均2L/100kmを達成す
る。
・低炭素輸送を実行可能なものと
するのに必要不可欠な燃料供給イ
ンフラを設置する（電気自動車重
電ポイント、ガス供給ステーションな
ど）。

・2013年から第3次カーボンバジェット終了時までの期
間について、単位エネルギー当たりのGHG排出量の
6%減（又は、2030年までに輸送部門における電力
の割合5%増）

・2030年までの道路輸送部門に関する気候保護コンセプト
・Eモビリティの促進
・環境にやさしい輸送手段の選択を促す経済的インセンティブ
・公共交通機関の利用拡大、モーダルシフト、自転車・徒歩交通の拡大
・航空輸送および水路輸送による電力起源燃料の活用
・運輸部門におけるデジタル戦略(スマートロード等)

運輸
部門

	超低公害車（ULEV: ultra low
emission vehicles）の導入
超低公害車の普及対策に10億ポ
ンドの財政出動を予定（電気自
動車の初期費用の消費者負担の
軽減を含む。）また、インフラ整備と
して、ハイウェイズ・イングランド
（Highways England）による1,500
万ポンドとあわせて、追加的に8,000
万ドルを投資し、充電インフラの導
入を支援する。
現行施策
	自動運転自動車及び電気自
動車法案（Automated and
Electric Vehicles Bill）の下で新た
な権限を創出し、政府に対して充
電スポットの提供に関する規制を策
定する権限を付与。
（出所）UK Government "Clean
Growth Strategy" 2017

・EU-ETSをはじめとする欧州レベルの取組への貢献
・製品の使用期間延長及び廃棄物の回避
・工業プロセスによる排出を削減するための研究開発及び市場導入プログラム
・工業・手工業部門における一貫した戦略的廃熱利用
・企業における高効率技術関連知識の継続的な最適化
・企業の気候関連の報告・開示
・工業における技術の変換

産業
部門

現行施策
	気候変動協定（Climate
Change Agreements：CCA）
エネルギー多消費産業部門は、エ
ネルギー使用総量削減目標、エネ
ルギー原単位改善目標、炭素排
出削減目標、炭素排出原単位目
標の何れかの目標について、政府と
協定を結ぶという制度。目標達成
した産業に対して、気候変動税
（Climate Change Levy：CCL）の
減免措置が行われる。
	エネルギー効率機会発掘制度
（Energy Efficiency Opportunity
Scheme：ESOS）
従業員が250名以上、もしくは売上
高が5000万€かつ年間貸借対照表
の超過利益が4300万€以上のどちら
かに該当した場合は、①エネル
ギー消費量の計算、②最もエ
ネルギー消費の大きいエリア
の明確化、③エネルギー診断
の遂行（認証専門家期間に登
録されている専門家による省
エネルギー診断）、④DECC-

Environment Agencyへの遵守通
知書の提出、⑤ESOS遵守状況記
録簿の保管、が義務付けられる制
度。
（出所）平成２９年度国内にお
ける温室効果ガス排出削減・吸収
量認証制度の実施委託費（温室
効果ガス排出削減のためのカーボン
プライシング等の政策手法に関する
調査）

・GHG勘定やエネルギー監査を通
じてエネルギー効率を改善し、所定
の出力を提供するのに要するエネル
ギーや原材料の量を減らす。
・エネルギー供給全体に占める高
GHG排出エネルギー源の比率を低
減する。

・多くの高炭素集約度エネルギー源
に焦点を当てた取り組みを通じてエ
ネルギー効率の改善を加速する。
・化石燃料を使用する新規発電所
への投資を回避する。再生可能エ
ネルギー源が増え続ける中、このよう
な発電所は中期的に無用になる。

・「エネルギー効率に関する政策提案書」及び「2030年の電力」のコンサルテーション
・再生可能エネルギーの利用拡大
・セクター統合の進展
・ファイナンスシステムの転換と収益の活用
・研究開発(再生可能エネルギー、グリッド、蓄電、power-to-gas、power-to-liquid、省エ
ネ）
・経済エネルギー省らによる、成長・構造変化・地域開発に関する委員会の設置
・欧州排出量取引制度の強化

エネルギー
部門

現行施策
	エネルギー供給者義務
（Energy Company Obligation：
ECO）
エネルギー供給者（Energy
Supplier）が顧客の省エネ量を担
保する制度。家庭部門における費
用効果的な省エネ投資を促進する
ことを目的として、「効率的なエネル
ギー使用を提供すること」がGas Act
1986、Electricity Act 1989において
義務づけられており、英国の気候変
動対策の中でも、大きな役割が期
待されている。
（出所）平成２９年度国内にお
ける温室効果ガス排出削減・吸収
量認証制度の実施委託費（温室
効果ガス排出削減のためのカーボン
プライシング等の政策手法に関する
調査）

主な施策 シナリオ数値 主な施策 シナリオ数値 主な施策 シナリオ数値部門別取組
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エネルギー
サプライヤー
動向・戦略

現行施策
	エネルギー供給者義務
（Energy Company Obligation：
ECO）
エネルギー供給者（Energy
Supplier）が顧客の省エネ量を担
保する制度。家庭部門における費
用効果的な省エネ投資を促進する
ことを目的として、「効率的なエネル
ギー使用を提供すること」がGas Act
1986、Electricity Act 1989において
義務づけられており、英国の気候変
動対策の中でも、大きな役割が期
待されている。
（出所）平成２９年度国内にお
ける温室効果ガス排出削減・吸収
量認証制度の実施委託費（温室
効果ガス排出削減のためのカーボン
プライシング等の政策手法に関する
調査）

・窒素循環を最適化し、低投入農
業の実践を支援し、無機質肥料を
有機代替品に切り替える。
・家畜飼料割当量を最適化し、プ
ロテイン・オートノミーに取り組む。

・2035年までにヘクタール当たりの無機窒素使用量を
平均で30ユニット減（2010年レベルとの比較）
・マメ科作物を展開し、2035年までに乳牛の50%以
上についてプロテイン割当量を減らす。

・農業政策による支援
・余剰窒素の更なる削減
・有機農業の面積の割合の拡大
・家畜糞尿や農業残さの発酵の拡大
・牧畜からの排出削減
・食品廃棄物の削減
・農業部門における革新的対策の開発

農林水産
部門

現行施策
	EU 脱退に伴い、環境面での実
績の改善に注目した、将来的な農
業支援制度を新たに設計する（例
えば、EU共通農業政策からの脱退
を機会に、気候変動の対策を含む
環境面の成果をより重視した、農
業及び農村部の将来を支える新た
な制度を設計することで気候変動
により直接的に対応）。イングラン
ドにおいて、農地における新たな林
地を含む、新たな森林ネットワークを
構築し、林地及び森林のより大規
模での造成に資金提供をすること
で、イギリス国内の1,100万本植樹
の約束を支え、建設業における英
国産木材の利用を拡大する。
（出所）UK Government "Clean
Growth Strategy" 2017

（・記載無し）
家庭・業務
部門

	炭素排出削減コミットメント
（Carbon Reduction
Commitment：CRC）
欧州排出量取引制度（European
Union Emission Trading Scheme:
EU-ETS）でカバーされていない業務
部門を対象とした国内の排出量取
引制度。本制度においては、事業
者の排出枠がオークションで決定さ
れることが特徴である。
	家電製品に対するエネルギー消
費ラベル（Energy Label）
家電製品に対するエネルギー消費
ラベルの添付を義務付けるEU指令
を遵守するため、英国では冷蔵庫、
冷凍庫、洗濯機、洗濯乾燥機、
衣類乾燥機、照明機器、食洗器
についての規制を定めている。
現行施策
	建物のエネルギーパフォーマンス
証明書（Energy Performance of
Buildings Directive：EPBD ）
英国では、EUの建築物エネルギー
性能基準（EPBD：Energy
Performance of Buildings
Directive）に基づき、新規建築物
に対するエネルギー効率基準を義
務化する規制が導入されている。
（出所）平成２９年度国内にお
ける温室効果ガス排出削減・吸収
量認証制度の実施委託費（温室
効果ガス排出削減のためのカーボン
プライシング等の政策手法に関する
調査）

・断熱、エネルギー効率、システム環
境性能に焦点を当てたエネルギー・
リノベーションを普及させる。
・消費者向け情報通信キャンペーン
や価格シグナル・規制を行うことで、
生活習慣の変更や具体的節電に
よる消費削減を進める。
・ほぼ全ての高炭素集約度暖房シ
ステムについて、GHG集約度の低い
その他の暖房システムによる代替を
奨励する。
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各国の真の課
題（脱炭素に
向けた取組の
中で各国が直
面している問
題）

・英国は先進国の中でも、自国資源の豊富な国。19世紀から20世紀前半は、石炭が英
国の工業発展を支えてきた（後の産業革命に繋がる）。戦後は石炭に代わって石油、
1970年代からはガスの消費量が大幅に増加した。特に、1960～70年代には、北海で石
油と天然ガスの生産が相次いで始まり、石油やガスへの燃料転換が急速に行われた。経済
も金融や情報通信等の高付加価値産業を中心に発展した。この結果、自国の豊富なガス
生産による石炭からガスへの転換および高付加価値化経済構造によって、1990年代から
2000年代にかけては経済成長を維持しつつ温室効果ガスの削減に成功。GDPあたり二
酸化炭素排出量においても世界の中でも低い水準を維持している。
・2000年に入ると徐々に天然ガスの生産が減少し、2000年には122%であったエネルギー
自給率は、2016年には60%まで低下。自国のエネルギー安全保障と1997年京都議定
書策定を契機とした温暖化問題の台頭を受けて、安全保障と温暖化対策の同時達成を
目指した再エネ導入や温室効果ガス取引市場の世界でのいち早い導入が実施された。この
時、英国は“シティ（ロンドン）が世界の排出権取引市場の中心になる”との目論見も掲げ
ていた。さらに2008年に制定された気候変動法（労働党政権下）では、2050年の温室
効果ガス削減目標を1990年比で80％とする炭素予算を世界で始めて法律において定め
た。その達成に向け、再生可能エネルギーの開発や省エネの推進を精力的に進めてきた。
・2010年に13年ぶりに保守党が政権を奪還、2015年におよそ18年ぶりに保守党単独政
権誕生以降、温暖化対策のみならずエネルギー安全保障という観点・費用対効果の観点
からのエネルギー政策の推進に軸を移すこととなる。再生可能エネルギー補助金政策から市
場を活用した制度への転換（買い取り価格の低減、オークションの活用）が行われている。
・エネルギー源については、安全保障・温暖化対策・費用という観点から、再生可能エネル
ギーのみならず、原子力・天然ガス（国内シェールガスを含む）も取り入れたエネルギーミック
スに転換している様子が伺える。
・エネルギー需要面では、英国の歴史的な政治的特徴として、（米国やフランスのように）
エネルギー価格が政権に大きく影響を及ぼすという点が挙げられる。2017年にメイ首相は国
内エネルギー価格に上限を導入することを公約し、2018年現在家庭部門の光熱費の上限
価格が導入されている。英国では、エネルギー価格が欧州域内でも高い水準に張り付いてい
ることにより産業界からも産業競争力の懸念が強く指摘されており、エネルギー価格のコント
ロールはエネルギー政策の大きな課題の一つとなっている。

EU離脱をめぐる情勢
英国とEUは11月、英国のEU離脱精算金、アイルランドとの国境管理等を含む「離脱協
定」、英国とEUの将来長期的な関係性についての概要を示した「政治宣言」について合意
に至ったものの、英国国内の議会で否決される見通しが高いことから、メイ首相は12月11日
に予定していた議会でのたEU離脱案の議会採決を延期すると表明した。英議会では離脱
案への反発が強く、メイ政権は大敗を避けるために採決を先延ばししたとされる。 （2018
年12月12日現在）

・フランス政府は、対外的にはone planet summitやPowering Past Coal Alliance
を主導するとともに、国内では炭素税を、マクロン政権は、それまでのスケジュールで2018年
に39ユーロ、2019年に47.5ユーロ、2020年に56ユーロとされていたものを、より前倒しで
2018年に44.6ユーロ、2019年に55ユーロ、2020年に65.4ユーロに引き上げる方針を示
した。炭素税は、家庭・運輸での消費に対して主に課税され、EUETS規制対象となってい
る産業分野、農業、公共交通機関等については、適用が除外されている. マクロン政権は、
オランド政権と同様に再エネ導入には積極的な姿勢を示すとともに、さらに2018年の予算
案では、再エネ導入の支援のために炭素税による税収を活用する方針を示していた.
・2018年1月、フランスは2016年の排出目標を3.6％超えたと発表した. 運輸、家庭およ
び森林の排出目標が2016年に達成できず、これらの政策を強化する必要があるとし、低炭
素戦略を改定するとしていた.
・2018年11月の国会で正式に、2019年1月から、軽油は6.5セント/L、ガソリンは2.9セン
ト/L増税されることとなった。これに抗議する黄色のベスト運動が発生した.

ドイツは、2020年にGHGs排出量を1990年比40%削減、2030年に55%削減、2050年に
80%削減という野心的な排出削減目標を掲げ、国際交渉の場面でも議論を引っ張る存在とし
て気候変動分野でのリーダーを自認してきた。また、EUにおいても同様に、EU加盟国の中でも
気候変動分野での積極的取組を続けてきた。
そのために、国内では特に再生可能エネルギーの導入を進めるためにFIT制度を導入、建築物の
省エネを進め、高効率CHPへの置換を進めてきた。加えて、東西統一後に、東側に立地する産
業設備の近代化への投資を行ったことで、2016年にはGHG排出量が1990年比27.3%削減
された。

しかし、問題の根本にある石炭火力からの脱却に手を付けるのが遅すぎたことで、2020年の目
標水準に達しないことが明らかとなっている。ドイツ政府は、褐炭火力発電所と褐炭炭田の閉鎖
を計画しているが、これをとりまとめる石炭委員会の結論が当初の2018年末から2019年2月ま
で延期された。主に、閉鎖後の補償と雇用に関して連邦政府と東部諸州の間での議論が継続
している模様であるが、現時点では予断を許さない状況にある。

また、ドイツ政府が大々的に進めてきた再生可能エネルギーの導入のためのFIT制度による電気
料金の上昇が課題となっている。2016年の再エネ負担金はEuro cent 6.354/kWhで、これ
は平均的な家庭用電力料金単価のおよそ2割、産業用単価のおよそ4割にもなる。だが、これだ
けの負担がありながら、2016年の一次エネルギーに占める再生可能エネルギーの比率は
14.8%、電源構成に占める比率は31.6%と、2020年の目標水準である18%、35%の水準
には達していない。加えて、再生可能エネルギーの大量導入のために必要な送電網の整備も遅
れている。特に、大量の陸上風力が設置された北部から、自動車産業が集積する南部への送
電網の整備がNIMBY問題もあり遅れており、出力抑制や熱利用へのDRといった対策が実施さ
れている。

そして、ドイツは2022年までに原子力発電所を全て停止することを予定している。GHGs削減目
標を達成する観点から見れば、ゼロエミッション電源を廃棄することで、これを補うための火力発電
を増価させれば、CO2排出量が増加することになる。また、電力事業者の財産権を侵害すると裁
判所が判断を下しており、原子力発電所を廃棄することによるコスト負担も発生する。

したがって、ドイツは自ら設定したGHGs排出削減目標を達成するためのエネルギー転換に、石
炭、再生可能エネルギー、電力網、原子力という4つの大きなコスト負担に直面している。
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7．中国 
 
 中国の対 GDP CO2 原単位の実績と目標は次のとおりである。 
 

 
図 対 GDP CO2 原単位の実績と目標（中国） 

（出所）GDP は中国国家統計局、CO2 は BP 統計（2018） 

 
 中国の温暖化政策の目標として、2030 年までに GDP あたりの CO2 の排出量を対 2005

年比 60～65%削減し、2030 年に排出量をピークアウトさせ、かつ一次エネルギーに占
める非化石燃料の割合を約 20%に引き上げる。2017 年末に、CO2 原単位は 2020 年の
目標（４０～４５％削減）の上限を超え 46％に達し、再生可能エネルギーの一次に占
める割合が 13.8％で 2020 年の目標（15％）の近くに到達したため、2030 年の目標は
高い確率で達成されると分析されている。 

 
（石炭） 
 中国のエネルギー消費構造が石炭消費に大きく依存しているため、石炭消費の削減や、

再生エネルギーと原子力の導入拡大、さらに石油とガスによる石炭代替、石炭のクリー
ン利用が国内の環境汚染と温暖化問題への取り組みとして重要な施策となっている。
そのために重点エネルギー消費企業を対象にしたエネルギー管理制度や、地域熱供給
のガスへの置き換え、一部地域における石炭火力の新設禁止・一時停止・延期を実施し
ているほか、再生可能エネルギーの導入を積極的に推進している。それと同時に石炭の
過剰供給を抑制し、生産調整と炭鉱閉鎖等による構造改革を実施している。一方、石炭
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代替が急激に進めた結果、国内のガス供給不足や国際エネルギー市場への衝撃を引き
起こし政策の安定的な運営が問われている。また近年中国経済が減速し始めているた
め、一時停止・延期中の石炭火力の新設が再開されているため、2018 年に石炭消費が
再び増加しため、温暖化対策の取り組みが緩んでいると指摘されている。 

 
（再生可能エネルギー） 
 中国は地球温暖化防止と国内大気汚染問題の対策として、再生可能エネルギーの導入

促進に積極的に取り組んでいる。2006 年に制定された「再生可能エネルギー法」をも
とに、再生可能エネルギー電力の全量買取制度（FIT）を実施しているほか、「再生エネ
ルギー発電に関する割当制度」の実施も 2019 年から正式に開始する。FIT 制度により
中国が世界最大の太陽光の導入国となったが、出力抑制や財政圧迫等の問題が顕在化
した。出力抑制の問題に対応するには電力グリッドの強化や石炭火力のピーク調整の
改造などを進めている。財政負担の問題は同「割当制度」で、電力消費事業者が一定割
合の再生エネルギー発電を消費する義務が課せられるようになった。ただし、同制度の
実効性が今後の検証に委ねる必要がある。 

 
（原子力） 
 中国は 2030 年までに原子力や再生可能エネルギーといった化石燃料を用いない発電の

能力を総発電能力の 40%に引き上げる目標を掲げている。2019 年 1 月末時点で計 44
基 4436kW が稼働となり、世界第３位の原子力設備容量保有国の地位を強化した。た
だし、近年新型炉の建設が大幅に遅れているなどのことから、新規プロジェクトの認可
が停止しており、今後の原子力の技術路線や導入量が明確になっていない。 

 
（ETS や新エネルギー自動車等） 
 中国は炭素排出量の取引制度（ETS）を温暖化対策の 1 つとして利用している。現在８

つの地方政府のパイロット取引市場を開設しているが、全国の ETS 制度は 2020 年頃
に電力産業を対象にして開始する予定である。過去 5 年間に渡る地方市場の運営結果
として市場の取引が活発になっていなく、ETS 制度による削減効果も明確になってい
ないのが現状である。 

 一方運輸部門の対策として 2019 年より新エネルギー自動車（NEV）の割当制度が実施
される。自動車メーカーは電気自動車等新エネルギー自動車を 10％生産する義務が追
われることになる。達成状況は企業によって厳しいものが想定され、自動車市場の安定
化が問わっる。 
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8．韓国 
 
 韓国の対 GDP CO2 原単位の実績と目標は次のとおりである。 
 

 
図 GHG 排出量の実績と目標（韓国） 

（出所）韓国国家統計ポータル（KOSIS)、 
韓国環境省「2030 温室ガス削減ロードマップ修正案」2018.7.24 

 韓国は、2009 年に 2020 年の GHG 排出削減目標（BAU レベルから 30％削減）を策定
し、翌年の 2010 年 1 月に排出量取引制度など、削減目標達成のための政策を規定する
「低炭素グリーン成長基本法」を制定した。2012 年に排出量取引制度の詳細を規定す
る「温室効果ガス排出権の割当及び取引に関する法律」を制定し、2015 年 1 月から排
出量取引制度を実施している。2015 年 6 月には COP21 向けに 2030 年までに BAU 比
から 37%を削減する INDC 目標を提出しており、2016 年 11 月にパリ協定を批准した。 

 韓国の 2030 削減目標の特徴は国内削減分と国外削減分を分けている点であり、2015
年の提出時点では国内では 25.7％を削減し、国外削減等を通じて 11.3％を削減すると
していたが、2018 年 7 月に削減ロードマップを修正し、国内で 32.5％を削減し、国外
削減を 4.5％と変更した 12。 

 韓国のエネルギー政策は、90 年代は低価の安定的エネルギーの供給が最大の目的であ
ったが、2000 年代後半からは安定供給とともに気候変動への対応を政策課題としてい

                                                      
12 韓国環境省 2018.7.24 報道資料「2030 温室ガス削減ロードマップ修正案」 
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る。一方、安い電気料金を背景に電気需要が増加していたが 13、2011 年の大規模計画
停電を契機に需要管理政策の強化と電気料金の引き上げ 14を実施し、電力消費の増加
率は鈍化している 15。 

 韓国の 2016 年の設備容量でみた電源構成は LNG（31％）、石炭（30％）、原子力（22％）、
再エネ（９％）16である。2017 年 5 月に就任した文大統領の下で、脱石炭、脱原発政
策が進められている。2014 年に策定した第 2 次国家エネルギー基本計画 17では 2035
年の目標は原子力 29％、再エネ 11％としていたが、現政権は原発中心の発電政策を破
棄し LNG や再エネによる発電を柱にする方針に転換している。2017 年 10 月にエネル
ギー転換ロードマップを発表し、原発の段階的削減及び再エネの拡大（2030 年発電量
の 20％）方針を示した 18。また、大気汚染対策の一環として PM2.5 などの大気汚染物
質の国内排出量の 30％以上の削減目標を掲げ 19、老朽石炭火力の早期閉鎖、石炭火力
の LNG 転換を推進している 20。 

 このように現政権は同時に脱石炭、脱原発を進めているが、これらは韓国のエネルギー
の安定供給を支えてきた重要なエネルギー源である。そのため、安定供給への不安や電
気料金の引き上げが懸念されている。第 1 野党は文政権の脱原発方針の是非を問う国
民投票の実施を求めており 21、特に、新規建設計画が白紙化されたシンハンウル 3、4
号基の建設再開を求める住民運動が起きている 22。また、再エネの普及拡大が重要であ

                                                      
13 韓国は、石油製品の場合価格自由化により原油価格の変動により価格が変化するが、電気は料金の引き
上げを最小化する政策基調を取ってきた。2008～2012 年の産業用電力消費は年平均 6.4％増加 
14 電気料金の上昇率：2012（10.9％）、2013（7.3％）、2014（4.7％）出典：第 7 次電力需給計画 
15 電力消費増加率：2011（4.8％）→2012（2.5％）→2013（1.8％）→2014（0.6％）出典：第 7 次電力
需給計画 
16 産業通商資源省「第 8 次電力需給基本計画」 
17 20 年を計画期間とし、5 年ごとに策定することがエネルギー法に規定されている。 
18 エネルギー転換ロードマップ（2017.10）計画中の新規建設の白紙化、老朽原発の寿命延長の禁止など
を骨子とする。 
19 PM 管理総合対策（2017.9）：国内排出量 30％削減のための部門別対策。発電部門に対しては、3-6 月
中の老朽石炭火力（５基）の稼動中止・上限制度を導入。上限措置とは PM2.5 注意報が発令され、翌日
の PM2.5 の濃度が 50μｇ/ｍ3 を超えることが予想される場合、周辺地域の石炭火力の翌日の発電出力を
定格の 8 割に制限する措置。 
20 2017 年に早期廃止対象の老朽化した石炭火力 10 基の内、3 基を廃止しており、2017～2022 年までに
老朽化した 7 基の石炭火力（2.8GW）を廃止の計画。2030 年までに６基（2.1GW）を LNG に燃料転換
の計画（出典：第８次電力需給計画） 
21 原子力学会によると 2018 年 11 月の世論調査では国民の 68％が原発の維持を支持。第 1 野党の韓国党
はエネルギー政策転換の際には国民投票の実施を求めるエネルギー法改正案を準備している。 
22 シンゴリ 5・6 号基の建設計画は一旦白紙化したが、建設を再開した前例があり、シンハンウル 3、4
号基建設再開を求める署名が約 30 万名を超えている。 
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るが、再エネ普及に伴う間欠性の問題やインフラ投資の財源の確保が課題となってい
る。特に送電線などの電力設備に関連して社会・住民の受容性が低いのが現状である。
さらに、太陽光発電関連では設置地域における森林破壊などの環境問題も注目されて
いる。 
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９．インド 
 
 インドの対 GDP GHG 原単位の実績と目標は次のとおりである。 
 

 
図 対 GDP GHG 原単位の実績と目標（インド） 

（出所）IEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion 
 
 インドは、5 か年計画体制を廃止しているが、計画経済の色を残す一方で、メイクイン

インディアをはじめとする各種の技術振興政策を採用している。こうしたことから、技
術の普及とともに、国内の製造を求める向きは根強い。 

 再生可能エネルギーの促進についても、インド製の設備利用を奨励することなど、中国
製を主体とした技術導入には難色を示すなどの特徴がある。 

 パリ協定上の削減目標である NDC については最新の 2014 年国連データで 21％の削
減を達成しており、早期達成も見込まれる。 

 
① 温暖化交渉と NDC 
 インドは温暖化交渉には強硬派として関与。COP24 の終了セレモニーでは、衡平性に

かかわる演説を行い、決議の採択に留保（reserve）をつけた上で採択を許容する（allow）
など新興国のなかでも独特の立場をとる。パリ協定下の 削減目標は、以下のような原
単位目標や、非化石電源比率を高める政策を組み込んでいて早期達成が見込まれる。 
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インド政府の NDC 
１. 2030 年までに GDP の排出原単位を 2005 年比で 33～35％削減する。 
２. 技術移転とグリーン気候基金（GCF）を含む低コストの国際金融を利用して、2030 年
までに非化石燃料ベースのエネルギー資源から約 40％の累積電力設備容量を達成すること。 
３. 2030 年までに、追加の森林により、2.5 - 30 億トンの CO2 相当量の追加の炭素吸収源
を作り出すこと。 
４. 気候変動の影響を受けやすい分野、特に農業、水資源、ヒマラヤ地域、沿岸地域、健康
および災害管理への開発プログラムへの投資を強化することにより、気候変動への適応を
改善すること。 
5. 上記の緩和および適応行動を実行するために、先進国からの国内および新規および追加
の資金を動員すること。 
6. 能力を構築するために、インドにおける最先端の気候技術の迅速な普及と共同研究開発
のための国内の枠組みと国際的な構造を創出する。 
 
② NDC の達成状況 
 2018 年の 12 月に国連に提出された第二隔年更新報告書（Biennial Updated Report）で

は以下の通り動向が報告されている（カンクン合意にかかる目標を報告するものであ
るが、上記の NDC の達成施策として位置づけられており、最新の値としてご報告する） 

 
〇 年間総 GHG 排出量は、2010 年 2,136 Mt-CO2（LULUCF あり 1,884.3 トン）から、

2014 年には 2,607.5 Mt-CO2（LULUCF あり 2,306.3 Mt）に増加。 
〇 NDC に関連する GDP あたりの排出原単位は、2005-14 年の間に 21％減少した。 
〇 太陽光発電設備容量は、2018 年３月までに 23 GW に約 9 倍に増加した。 
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表 再生可能エネルギーの導入容量（2017-2022 年） 

 
出典 インド BUR（2018） 
 
〇 発電設備容量における非化石電源の割合は、2015 年 3 月の 30.5％から 2018 年 6 月の

35.5％に増加した。 
○ 超臨界火力発電所は、40 基（2015 年は 27.48 GW）から 66 基（2018 年は 45.55 GW）

に上昇した。2016－17 年にかけて 7MtCO 2 の排出回避に寄与した。 
2018 年 3 月までに、170 基 10.64GW の火力発電ユニットがリタイアする予定である。 

○ National Horticulture Mission（国家園芸ミッション）により、2010－16 年にかけて約
137 MtCO２が吸収された。 

〇 2018 年 10 月までの間に、「手ごろな価格の LED プログラム Unnat Jyoti by Affordable 
LEDfor All」（UJALA）プログラムの下で、3.12 億本を超える LED 電球が配布された。
年間約 400 億 kWh の省エネと年間 33 Mt CO2 削減を達成した 

 
以上によりインドのパリ協定下の NDC の早期達成の見込みについての報道が見られた 

  
③ 発電 
 計画着工分の石炭火力発電所を除いて 2022 年まで新規の容量追加は不要という見方が

「National Electricity Plan」（中央電力庁）によって、2016 年 12 月に示された。さら
に、2018 年 1 月に更新された同計画によっても、この傾向は変わらず、着工分ですで
に供給過剰であることが分かる。 

 2017～22 年の電力需要を 7.18％とするシナリオでも、19.7GW の石炭火力による供給
力の増強が必要なのに対して、47.9GW（下表）が建設中かつ同期間に運転開始見込み
である。インドでは石炭火力発電所よりも、再生可能エネルギーの建設コストが安いと
いう報道が多くみられるものの、石炭火力発電所の稼働率に着目すると、2018 年度に
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は 61.1%など若干の増加傾向もみられる。報道では、大幅な再生可能エネルギー導入に
伴い系統の安定化のために火力の重要性が高まっているという。 

 
表 電源の容量追加ターゲット（2017-2022 年） 

出典 電力省 CEA （Central Electricity Authority） 2018 
 
④ 省エネプログラム 
 2001 年 10 月に省エネルギー法を制定し、電力省に省エネ政策の策定・推進機関として

エネルギー効率局（Bureau of Energy Efficiency：BEE）、州には州指定機関が設置さ
れた。省エネ法で一定規模以上のエネルギーを消費する事業所に対して、年次報告書の
提出、エネルギー診断の実施、エネルギー管理者・管理士の設置等を義務付けている。 

 
 エネルギー多消費産業に省エネルギー達成認証取引制度（Perform Achieve and Trade：

PAT）を適用。2012 年 4 月から、第 1 期サイクル（2012 年 4 月～2015 年 3 月：8 業
種（アルミニウム・塩素アルカリ・繊維・紙パ・鉄鋼・肥料・セメント・火力発電）478
事業所）の運用が開始された。第 1 期サイクルの結果は、8 業種合計で 6.69Mtoe の削
減目標に対して、8.67Mtoe 削減の超過達成となっている。 

 その後、石油精製・鉄道・電力供給会社・商用ビル（ホテルなど）・石油化学の 5 業種
が追加され、第 2 期サイクル（2016 年 4 月～2019 年 3 月：11 業種 621 事業所）、第
3 期サイクル（2017 年 4 月～2020 年 3 月：6 業種 116 事業所）、第 4 期サイクル（2018
年 4 月～2021 年 3 月：8 業種 109 事業所）の合計 13 業種 846 事業所、19Mtoe が対象
となる。 

 
 エネルギー効率局（BEE)は、新しい省エネルギー建築基準法（ECBC 2017）を導入す

る。2030 年までに新しい商業ビルが同基準で建築されると、エネルギー消費を 50%削
減、電力換算で 2030 年までに 300TWh、ピーク需要を 15GW 低減させることができ
るとしている。 
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中国、韓国およびインドの制度一覧は次のとおりである。 
 

 
 

エネルギー
ミックス

GHG
排出推移

部門別

電源構成
（足下）

目標設定の
考え方

GHG削減
目標

部門別

名称・
策定年

位置付け

シナリオ等

見直しの方法

見直しの根拠

中国 韓国 インド
2030年 2030年 2030年

1. 2030年までにGDPあたりのCO2の排出量を対2005年比60～65%削減し、2. 同年頃に排出量
をピークアウトさせ、3.一次エネルギーに占める非化石燃料の割合を約20%に引き上げる 2030年：37%（BAU比） 2030年：33～35%削減(2005年比)

部門 削減量
エネルギー転換 57.8Mt 2020年までに確定

建物 64.5Mt エネルギー基準強化など
産業 98.5Mt 省エネ、生産工程改善など

輸送 30.8Mt 電気車普及、燃費改善
廃棄物 4.5Mt 廃棄物の減量化など

その他 15Mt 農業、CCUSなど
公共 5.3Mt 目標管理制度など

再エネと原子力 20% 再エネ 33.7%
分類 比率 分類 比率 分類 比率

風力 風力 10.2%
太陽光 太陽光 19.3%

水力 廃棄物 0.2%
地熱 水力 1.2%

原子力 原子力 11.7%
バイオマス その他 2.8%

LNG 15% LNG 27.3%
石炭 石炭 23.0%

韓国のGHG総排出量は2005年の559Mtから2016年には694Mtに増加。

2016年のGHG排出量の内、エネルギー使用からの排出量が87％を占める。
部門別に見るとエネルギー転換が262Mt, 製造業・建設業が184Mt、輸送

が98.7Mt、その他55.2Mtであった。

石油 石油 0.8%

非化石（再エネ＋原子力） 再エネ 9.0% 再エネ
分類 比率 分類 比率 分類 比率

風力 4% 風力 0.9%
太陽光 1% 太陽光 4.2% 再エネ 20%

水力 19% 廃棄物 3.6%
地熱 水力 1.7% 水力 13%

原子力 3% 原子力 22.0% 原子力 2%
バイオマス 1% その他 2.1%

LNG 3% LNG 31.0% ガス火力 7%
石炭 67% 石炭 30.0% 石炭 57%

「気候変動枠組条約」を堅持し、交渉結果は「共通だが差異ある責任」原則、公平の原則、各自能
力の原則を反映すべきこと。

韓国の国際的責任とGCF事務局の誘致など気候変動対応のリーダシップ等
を考慮し、エネルギー新産業及び製造業の確認の機会とするため、削減シナリ
オより上方修正し目標を設定（出典：2015.6.30政府合同報道資料よ
り）

・2015年10月、「パリ協定」を批准。GDPあたりのGHG排出量を2030年ま
でに2005年比33～35%削減する。2030年までに原子力や再生可能エネ
ルギーといった化石燃料を用いない発電の能力を総発電能力の40%に引き
上げる。

●	2015年6月、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）に提出INDC 2030国家温室ガス削減目標達成のための基本ロードマップ（2015策定、
2018改正）

石油 その他 8.0% 石油

記載なし

第2次エネルギー基本計画（2014年策定）を基に2030BAU比14.7％～
31.3％の削減シナリオを検討。

記載なし
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政治的
動向

地政学

エネルギー
政策

最近の
動向

安全
保障

石油

●	2017年5月、第19代大統領選挙が実施され、ムン・ジェイン(文在寅)候
補が当選した。大統領の任期は5年。
●	2017年7月、国政企画諮問委員会はムン大統領の任期5年間の国政
運営方針方向を示す「国政運営5カ年計画」を発表した。権力機関の改革
から大気汚染対策など国民の生活にかかわる政策まで、あらゆる分野の課題
が盛り込まれている。

●中国との関係
・2017年6月、Modi首相は中国の習近平国家主席とAstanaで会談。中
国とロシアが主導する上海協力機構へのインドの正式加盟が承認された。
・2017年9月、Modi首相は習主席と中国福建省で首脳会談を行い、中印
国境で続いた両国部隊のにらみ合いについて、再発防止で合意した。
●ロシアとの関係
・2017年6月、Modi首相がロシアを訪問し、Putin大統領と会談。
Kudankulam発電所に5，6号機を増設する計画について、両国は一般枠
組協定およびプロジェクトの実施に必要な政府間信用議定書に調印した。
●米国との関係
・2017年6月、Modi首相はアメリカを訪問、Trump大統領と会談。両首脳
は防衛・安全保障で戦略的連携の強化を確認。共同声明では、
Westinghouseによるインドでの原子炉6基の建設について、契約上の合意
に至るよう目指すとした。
●EUとの関係
・2017年6月、Modi首相はフランスを訪問し、Macron大統領と会談。両首
脳は「パリ協定」の履行を世界に呼び掛けることに加え、太陽エネルギーの活
用を促進する「同盟」を新たに結成することで一致。
・2017年10月、EUと2009年以降中断していた民生用原子力に関する協
議を再開。
●BRICS首脳会議（BRICS Summit）
・新興5ヶ国（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）の首脳による会談
が行われている。第9回会議は2017年9月、中国で開催された。
●インド・アフリカ・フォーラム（India-Africa Forum）
・第3回フォーラムが2015年10月、インドで開催された。Modi首相は今後5
年間で100億ドルの低利融資を表明、豊富な天然資源と世界最速の人口
増ベースを誇るアフリカとの経済関係を強化している。

2017年4月、NDRCは「エネルギー生産と消費革命戦略（2016～2030）」を発表、第13次5カ年
計画による2020年までのエネルギー政策と目標に加え、2030年までの一次エネルギー消費量、非化石
エネルギー比率等のエネルギー目標を示した 。

●	2017年5月、大統領選挙において反原子力・反石炭火力を公約として
揚げたムン・ジェイン(文在寅)氏が当選、大統領に就任。
●	2017年6月、設計寿命を終えた古里原発1号機が計画どおり運転を終
了。韓国で廃炉になるのは古里1号機が初めて。
●	2017年6月、ムン大統領は原発政策を全面的に見直し、原発中心の発
電政策を破棄しLNGや再エネによる発電を柱にする方針を発表。新規原発
の建設計画を白紙化するとともに、環境汚染の一因となっている石炭火力も
新設を全面中止、老朽化した10基を大統領任期内に閉鎖する。
●	2017年7月、韓国水力原子力公社（KHNP）は新古里5・6号機の建
設を一時中断。政府は3ヶ月間国民的議論を経て、10月に工事を再開する
ことに決定。
●	2017年12月、産業通商資源部は2031年まで15年間の電力需給見通
しと電力設備計画を盛り込んだ「第8次電力需給基本計画」を発表。原子
力と石炭火力を段階的に削減していく一方、再エネを大幅に拡大するなど、エ
ネルギーの転換を推し進める。

・2017年5月、内閣は国産加圧重水炉（PHWR,700MW級）10基の建
設を承認。原子力部門で最も重要な「インド国産化プロジェクト」の一つ。
・2017年6月、Modi首相は仏Macron大統領とパリで会談。「パリ協定」の
履行を世界に呼び掛けることで一致。
・2017年6月、Kudankulam原子力発電所5、6号機を増設する計画につ
いて、ロシアと一般枠組協定およびプロジェクトの実施に必要な政府間信用議
定書に調印。
・2017年6月、Modi首相は米Trump大統領とWashington D.C.で会
談。米国からインドへのエネルギー輸出を促進するほか、米Westinghouseに
よる原子炉建設について、契約上の合意に至るよう目指すとした。
・2017年7月、独立後最大の税制改革となる物品・サービス税（GST）が
導入。
・2017年12月、インドが主導する「International Solar Alliance」が条
約に基づく国際的な政府間組織として発足。

●	産業通商資源部(MOTIE)は、海外資源開発のための体系的かつ長期
的な総合計画をとりまとめ、実行することにより、国家経済の発展と国民生活
の安定を図る。
●	「第2次エネルギー基本計画」では、これまでの自主開発比率を高めるという
目標は成果を上げてきたものの、同時に投資効率の悪化や公社の経営悪化
も招いたとの反省にたち、次の施策を講じるとしている。
	「自主開発比率」ではなく「資源開発率」に名称を変える（必ずしも韓国
国内に供給することを前提としない）。また目標は長期的な指標とし、公社の
短期的な経営の縛りとならないようにする。
	権益原油について緊急時には韓国に優先供給できるよう契約を見直すこと
や、韓国向けに供給可能なプロジェクトへの支援強化、産油国との共同備蓄
によって緊急時の対応能力を強化する。
	エネルギー公社（KNOC、KOGAS）による海外投資の質の向上
KNOC：探査事業への投資比率引き上げ、オペレータ事業の拡大
KOGAS：天然ガス開発から輸入までの一体的推進
	民間による海外資源投資拡大を支援
	人材育成と研究開発の推進

・経済の成長に伴ってベースメタルなど資源需要が高まっており、特に国内での
投資拡大によって、経済成長に必要な量の資源確保を目指すとしている。ま
た、調達コストを下げるため民間資本の導入を進めるとともに、市場原理に基
づく効率的経営の確立を図るため国営エネルギー関連企業の政府保有株式
の市場売却を進めている。
・Modi首相は主要な外交テーマの一つとして、各国とエネルギー分野での協
力拡大を図っている。

●	韓国政府およびKNOCはエネルギー･セキュリティ確保に向けて、ロシアやア
ジアの産油・ガス国との間で上流部門を中心としたエネルギー協力体制の構築
に取り組んでいる。
●	韓国は石油・ガス田の権益を獲得する代わりに、相手国の復興プロジェクト
（道路、空港や発電所などの建設）を支援する戦略によって、国家間協力
及び資源確保を強化している。また、KNOCおよびKOGASは、既存の探査
鉱区確保の戦略から、生産中の鉱区および石油開発企業の買収へと戦略を
変更し、北米、中東、南米、アフリカ等の海外企業の権益を積極的に取得し
ている。

2016年3月、第12期全国人民代表大会第4回会議において、「第13次5カ年計画要綱」が採択さ
れ、エネルギー需要の伸びが鈍化するなか、環境汚染の深刻化に対処し、且つCO2排出量の削減に向
けて、エネルギー供給構造の最適化、エネルギー利用効率の向上、クリーンな低炭素社会の建設、安全
でクリーンな高効率エネルギーシステムの構築との基本方針。

●	2006年 3月に策定されたエネルギー基本法に基づき、将来20年を計画
期間とした長期エネルギー戦略「国家エネルギー基本計画」が5年ごとに策定
される。
●	2017年12月、「第8次電力需給計画」が発表された。「第3次エネルギー
基本計画」、「第13次天然ガス需給計画」は2018年中に策定・決定される
予定。

・インド政策委員会（NITI Aayog）が国の15年ビジョン、7年の中間戦
略、3年のアクション・プランを策定する。NITI Aayog は2017年6月、
「Draft National Energy Policy 2040」を発表。

国内石油資源の探査・開発・生産の強化、国内原油・石油製品パイプライン（PL）網の拡充、石油
価格改革、原油・石油製品の備蓄の強化、その他緊急対応能力の強化、輸入ルートの多様化、海外
権益獲得の強化等が重点課題。
2017年5月、国務院は｢石油・天然ガス体制改革の深化に関する若干の意見｣を発表、石油・天然
ガス体制改革の基本原則、全体構想、主要任務等について以下の8項目を明らかにした。１．石油、
天然ガス探査開発体制の整備、２．石油、天然ガスの輸出入体制の整備、３．輸送パイプラインの
整備、４．下流生産能力の向上、５．石油、ガス製品価格決定プロセスの改革、６．国有企業改
革の実施、７．備蓄システムの整備、８．安全な環境保護体系の確立 。

●	「第2次国家エネルギー基本計画」では、原油の自主開発比率拡大、原
油備蓄計画の拡充、石油製品生産の効率化などを挙げている。具体的には
以下の通り。
	「第3次石油備蓄計画」が2010年に完了したことを受け、「第4次石油備
蓄計画」を策定中。
	北東アジア石油基地（Northeast Asia Oil Hub）計画を策定し、近隣
諸国及び産油国との国際協力を進める。
	石油製品の下流市場での競争を促進し、4大精製業者も含む市場の効
率化を図る。

●国内資源開発
・内閣経済問題委員会（CCEA）は2016年3月、「炭化水素探査許可政
策」を公表。減少傾向にある原油や天然ガスの国内生産を増やすため、新鉱
区の取得や採掘許可に関する制度の改革に乗り出す。改革の柱は、(1)原
油やガス、メタンガスなど資源の種類により異なる許可を一本化する　(2)政府
との間で採掘利益を分配してきたが、今後は売上高を分配する　(3)深海ガ
ス田など採掘の難しい鉱区からの算出資源は販売価格を自由化する-など。
●石油下流（精製・販売）部門における規制緩和
・2001年4月、石油精製会社に対して輸入原油の調達方法の選択権
（IOC経由・自己調達）を付与することで原油輸入は自由化された。2002
年4月に、民生用需要の大きいLPGと灯油を除いて統制価格制度が撤廃さ
れた際に、製品輸入も自由化された。
●新たな自動車の排出ガス規制基準であるバーラト・ステージⅥ（BS-6）を
2020年4月から導入する。
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石炭生産量の拡大の一方で、2014年以降石炭消費量の伸びは鈍化し、石炭価格は供給過剰によ
り大幅に下落。石炭産業は典型的な過剰生産産業とされ、国家能源局は生産調整と炭鉱閉鎖等に
よる構造改革の具体案を発表した。2016年に6,000万tonの小規模、老朽炭鉱の閉鎖を決定。更に
3～5年の期間中に5億tonの炭鉱を閉鎖し、加えて5億tonの炭鉱で生産調整を行うと発表。また併
せて炭鉱閉鎖に伴い100万人の炭鉱労働者の転職支援を発表 。

●	「石炭産業長期計画（2016-2020）」の概要は以下のとおり。
	2020年までに国内炭への補助金廃止
	発電向け石炭供給義務量の縮小及び生産減産に対応した需給安定の
確保
	石炭のベースロード需要、需給危機などを考慮した適正な在庫の維持
	石炭産業縮小に関わる公的機関と石炭産業地域の支援体系の合理化

・2015年の生産量は6.9億ton、2020年までに15億tonに倍増させる方
針。
・インド国営石炭公社（CIL）は石炭効率の悪い国内の炭鉱65カ所を閉
鎖する。対象の62カ所は地下鉱山で、生産効率が低く、生産量もわずかにと
どまっている。2017年度は62カ所のうち、37カ所で生産を停止する。

2017年8月、NDRCは「供給側構造改革に伴う石炭火力過剰設備のリスク防止に関する意見」を発
表、13次5カ年計画で定めた2020年末の石炭火力発電設備量1,100GW以内、石炭火力の平均
石炭消費量310g/kWhという目標を達成するため、150GWの石炭火力の新規建設を停止・延期、
20GW以上の老朽設備を廃止、420GWの設備の排出削減改造、340GWの省エネ改造を行うとし
た 。

●2017年に早期廃止対象の老朽化した石炭火力10基の内、3基を廃止
しており、2017～2022年までに老朽化した7基の石炭火力（2.8GW）を
廃止の計画。2030年までに６基（2.1GW）をLNGに燃料転換の計画
（出典：第８次電力需給計画）

・2017年2月、インド国営火力発電公社（NTPC）は東部Jharkhand州
で火力発電向けの石炭採掘を開始した。同社が石炭採掘を手がけるのは初
めて。年間15百万tonの生産を見込む。
・2017年5月、Gujarat州政府は4,000MWの石炭火力発電所の建設計
画を取り下げた。州内の発電能力が需要を上回っていることや再生可能エネ
ルギーの活用を重視していることから、計画案を撤回することになった。

2016年11月、国家級の取引市場である、上海石油・天然ガス取引センターが26日に正式に運用を
開始した。市場価格への発言権を強める狙いと見られる。
パリ協定の目標達成に向け、石炭火力から天然ガスに転換するなど国内消費量の増加に対応する。輸
入量も3倍以上に増やす計画 。
2017年7月、NDRCは天然ガス利用拡大に関する政策指針を発表、一次エネルギーに占める天然ガ
スの割合を2020年に10%前後、2030年に15%前後にまで引き上げる。エネルギー消費が集中する
地域で天然ガス利用モデル事業を立ち上げ、天然ガス利用を促進する 。

●	「第2次国家エネルギー基本計画」における主な天然ガス関連政策は以下
の通り。
	米国シェール革命による国際的な供給構造の変化に対応し、供給源の分
散を図るとともに、北東アジアのガス輸入国（日本、中国）やガス産出国との
対話を進める。
	ガス備蓄基地を拡充する。具体的には三捗基地の完成等により2018年ま
でに設備容量を146万ton拡大する。
	需要が増大する冬季の需要管理を高度化し、需要の抑制と平準化を図
る。
	都市ガスパイプライン等インフラを拡充し、都市ガスの利用高度化を図る。
	KOGASが独占している輸入体系を見直し、民間事業者の直接輸入促進
を図る。併せて小売の自由化も検討する。
●	2015年に発表した2015年から2029年までの「第12次長期天然ガス需
給計画」の概要は以下の通り。
	天然ガス需要は2014年の36,493千tonから2029年には34,651千ton
に減少すると予測。都市ガスは年率2.06%増加する一方、発電用は新規の
石炭火力と原子力発電所の運転開始によって年率4.17%減少すると予
測。
	長期の天然ガス調達戦略として、調達先や価格決定方式を多様化しつ
つ、調達条件の柔軟化を目指す。また、長期契約の依存を減らし、中期契
約やスポットを戦略的に活用する。さらに、供給過剰や不足などに備え、スワッ
プ、再販売、減量権等を事前に確保する。
	インフラに関して、十分な貯蔵量を確保するために、5番目のLNG基地を建
設する計画で、同期間中に7.1兆ウォンを投資する。

・拡大する天然ガス需要に対応するため、国内ガス田の開発を強化している。
国営石油天然ガス公社（ONGC）、Gujarat州公営ガス開発公社
（GSPC）、民間のCairn India、Reliance Industries（RIL）社が探
鉱・開発を進めている。NELP により沿岸部・沖合の鉱区が民間・外資に対し
開放されている。
・経済発展に伴いガス需要が拡大していることから、受入能力を現在の年間
21.3百万tonから2022年までに47.5百万tonへ増やす計画。

●	「発電所周辺地域支援に関する法律」を制定し、1990年から支援事業を
実施。発電所の半径5Km以内の地域に対する、地域発展、環境管理、電
源開発の促進に資する事業を実施している。（支援金＝前前年度発電量
*発電減別支援金単価*設備容量*発電減別設備容量単価）（出典：
2016原子力発電白書）

・発電施設を対象にした特定の支援制度はない。インドでは企業が農地を取
得する際、地権者の農民らに支払う対価や保証費用が比較的高い水準に
ある。連邦国家のインドでは土地の収用は州政府の専管事項であり、州の法
律が連邦政府の法律よりも優位に立つ。一部の州において、用地取得を容
易かつ迅速に進めることができるよう、法改正に向けた動きがみられる。

●NDCでは記載なし。2030温室ガス削減ロードマップ修正案（2018.7.24
発表）ではCCUSの貢献として約1000万トンの削減として計上している（詳
細未定）

2016年3月、第13次5カ年計画が発表され、自主開発の原子力技術によるモデル事業を推進する。
具体的にはAP1000プロジェクトの完成、華龍一号のモデル事業の建設推進、CAP1400 モデル事業
の着工、及び内陸原子力開発の前期作業の展開を定めた。更に2020年までに運開済設備容量を
58GW、建設中の設備容量を30GW以上とすると発表。
2017年9月、中国全人代常務委員会は「中華人民共和国原子力安全法」を採択した。同法は中
国の原子力事業の発展、安全保障に重要な役割を果たす。同法は2018年1月1日より施行される

●	韓国政府は福島第1 原発事故後も、「第1 次国家エネルギー基本計画」
や「第2次国家エネルギー基本計画」に基づき、原子力の比率をある程度維
持する政策を進めてきた。
●	2011年10月、原子力安全規制業務を担当する大統領直属の行政委
員会である原子力安全委員会が設立された。原子力安全委員会は、原子
炉建設・運営、ラジオアイソトープ及び放射線発生設備廃棄等、原子力と係
わる安全規制業務を管轄する。教育科学委員会に属していた韓国原子力
安全技術院と韓国原子力統制技術院は、原子力安全委員会の下に移管
された。
●	2017年12月に発表された「第8次電力需給計画」によると、原発は2022
年に27基、約2,750kWと一旦拡大するが、2030年には18基、2,040ｋ
Wに縮減される見通し。

・原子力発電設備容量を2032年までに63GWとし、2050年までに総発電
量に占める原子力の割合を25%まで拡大する。このため、国産加圧重水炉
の建設を継続する一方、海外メーカーから大型軽水炉を導入する計画も進め
ている。「Draft National Energy Policy 2040」では、2032年までに発
電容量を63GWまで拡大させる予定。
・2017年6月、Kudankulam原子力発電所5、6号機を増設する計画につ
いて、ロシアと一般枠組協定およびプロジェクトの実施に必要な政府間信用議
定書に調印。
・2017年6月、原子力技術・機器を輸出する原子力供給国グループ
（NSG）は、インドのNSG参加を先送りする声明を発表。
・2017年7月、日印原子力協定が発効。
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●	2017～2022年に４基（5.6GW）の竣工。2023～2030念に老朽化
した10基（8.5GW）を中止。新規の内６基の計画は白紙化。１基
（1.4GW）の竣工（出典：第８次電力需給計画）

・原子力庁（DAE）の下に、原子力発電公社（NPCIL）、インドウラン公
社（Uranium Corporation of India）いった国営企業のほか、バーバ原
子力研究センター（BARC）やインディラ・ガンジー原子力研究センター
（IGCAR）等の研究開発部門がある。
・2017年5月、インド首相府は700MW級の国産加圧重水炉10基の建設
を承認。建設する10基は、4カ所の地点に2031年までに整備する予定。
・2017年6月、Kudankulam原子力発電所5、6号機について、ロシアと一
般枠組協定を締結。
・2017年6月、インド東部Bihar州政府は、原子力発電所700MW×4基を
設置する計画を明らかにした。
・2017年6月、Rosatomが進めるKudankulam原子力発電所3号機が本
格着工。1GW級のロシア型PWRで、工期は約70カ月を予定。
・2017年9月、日印原子力協定を踏まえ、日本の原発輸出に向けた官民の
作業部会を設置することで合意。

発電事業者に対し、再生可能エネルギー利用割当（RPS）制度を導入。同制度は、権益容量
（100%保有する発電所の設備容量＋出資対象の発電所設備×出資比率）5GW以上の事業者
に対して、発電総容量に占める再生可能エネルギー設備容量（水力以外）の比率を2010年に3%、
2020年に8%以上とすることを義務化 。

2016年6月、NDRCと国家能源局は、「風力、太陽光発電買取保証電力量の全量引取の実施に関
する通達」を発表。地域ごとの買取保証電力量を明示した 。

●	新・再生可能エネルギー市場の拡大のため、2012年から新・再生可能エ
ネルギー供給義務化制度（RPS, Renewable energy Portfolio
Standard）が施行されている。2012年の2.0%から2022年には10.0%ま
で拡大させる計画(2017年は4%)。RPSの効率的運用を図るため、再生可
能エネルギー証書（Renewable Energy Certificates：RECs)制度が
導入されている。
●	2017年12月に発表された「第8次電力需給計画」によると、再エネの設
備容量は2017年の11.3GWから2030年には58.5GWへと大幅に拡大す
る。
●	2017年12月、産業通商資源部は「再生エネルギー3020実施計画」を
発表した。計画では、2030年までに総発電量に占める再エネの割合を現在
の7%から20%に高める。自家用や農村地域、小規模事業者による太陽光
発電で19.9GW(新規設備の40%)を導入し、残り28.8GWは国営企業6
社が大規模プロジェクトによって設置する。新規設備の95%は太陽光と風力
によって構成される 。

・2022年までに再生可能エネルギーの発電能力を175GWへと拡大させる。
内訳は、太陽光100GWMW、風力60GMW、バイオマス10GMW、水力
5GMW。
・2016年1月、New Power Tariff Policyでは、RPO（Renewable
Purchase Obligations）として2022年までに発電量全体の8%を太陽光
発電から調達するとしている。また、発電量全体の15%を再生可能エネル
ギーで賄う方針。
・2017年2月、新・再生可能エネルギー省はソーラーパーク建設と超大型電
源開発計画において、総出力目標を従来の20GWから40GWへと引き上げ
た。

なし

●	使用済み燃料に対する国家政策が決まっていないため、臨時貯蔵してい
る。2004年の原子力委員会において、使用済み燃料を2016年までは原発
の敷地内で管理するよう決定。2016年の原子力振興委員会は、中間貯蔵
施設などの管理政策である「高位放射性廃棄物管理基本計画」を策定。
●	2005年住民投票により中・低位放射性廃棄物処分施設の立地が確定
●	2008年に「放射性廃棄物管理法」を制定し、韓国原子力環境公団を
2009年に設置し、国際基準に合致する管理体系を構築している。（出
典：2016原子力発電白書）

●	使用済み核燃料を安全かつ経済的に処理できるSFRの核心技術の実証
事業や原子力水素生産原子炉（VHTR）を未来原子力システムとして、研
究開発を進めている。（出典：2016原子力発電白書）

緑電力証書認証と取引制度制度

●	新・再生可能エネルギー市場の拡大のため、2012年から新・再生可能エ
ネルギー供給義務化制度（RPS, Renewable energy Portfolio
Standard）が施行されている。2012年の2.0%から2022年には10.0%ま
で拡大させる計画(2017年は4%)。RPSの効率的運用を図るため、再生可
能エネルギー証書（Renewable Energy Certificates：RECs)制度が
導入されている。

「再生可能エネルギー法」では、再生可能エネルギー発電の全量買取制度の実施が規定された。送電
会社は政府が設定した買取価格で再生可能エネルギー発電を全量買取ることを義務付けられている。
再生可能エネルギーの買取価格が通常の卸電力購入価格 より高く送電会社に負担が生じる場合や
再生可能エネルギーの系統接続費用等が電気料金から回収できない場合、再生可能エネルギー発展
基金からその費用を補助する。再生可能エネルギー発展基金の主な財源は、再生可能エネルギー賦課
金（電気料金での上乗せ料金）と中央政府からの予算である。
中国政府は2018年5月31日に、太陽光発電産業の支援政策として分散型太陽光発電プロジェクト
への太陽光発電の補助金率を0.05元/kWh引き下げると発表した。

2018年11月15日、中国国家発展改革委員と国家能源局が共同で「再生エネルギー発電に関する
割当制度」に関する通知を公表した。同制度は2016年により設計し始め、2018年3月と9月にそれぞ
れ1回「意見徴収」を行い、今回の通知は第3回目の意見徴収となる。主な制度の仕組みとしては、
2018年以降、電力グリッド企業、自家発電の企業を含めた各電力消費消費事業者が一定割合の再
生エネルギー発電を消費する義務が課せられるようになり、2018年は自主確認として、2019年からは
検査を受ける義務がある。一定の割合の再生エネルギーの電力を消費するには、１）自らの消費、
２）他社超過分の購入、３）自主認定の再生エネルギー電力の緑の証書の購入という３つのほうが
ある。同通知には、省政府レベルの割合が公表されている。実施は2019年1月1日よりという。

2016年3月、NDRCは再生可能エネルギーの利用率向上を図るため、「再生エネルギー発電買取保証
電力量の全量引取管理方法」を発表、風力・太陽光発電は買取保証部分と市場取引部分に分け、
政府は年間保証運転時間を定めて電網会社に当該発電量の引取を義務化させた 。

2010 2015

21,606 31,954

3,100 12,900

80 4,318 10,500

550 1,030

140 190

16,800 44,000 80,000

18,400 18,400 160,000

180 210 400

50 80

28,600 51,248

太陽光 1,245 3,673

地熱熱利用(10と15年数量から推計) 4,000

万トン

72,928

57,828

590

2,660

960

15,100

9,600

1,500

680

380

300

標準石炭換算
トン／年

2030

56,188

36,875

12,390

エタノール

バイオマスディーゼル 200

再生利用数量合計（トン／年） 72,928

80 億㎥ 80 億㎥

熱

万㎡
太陽熱温水器

バイオマス

利用数量

2020 単位 数量 単位

発電 67,500

万kW

19,045

億kWh

水力（揚水除外） 34,000 12,500

風力（系統接続） 21,000 4,200

太陽熱 500 200

バイオマス 1,500 900

設備容量

バイオマスガス

バイオマス液体

商業利用数量合計（トン／年）
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●	系統連携型ESSの設置を2017年0.4Gwから2030年1GWまで拡大
（出典：再エネ3020履行計画）

2017年9月に中国工業情報省、財政省、商務省など5省庁が共同で「乗用車平均燃費（CAFC）
と新エネルギー自動車（NEV）に関するポイント制度と管理方法」（デュアルポイント制度）を発表し
た。
NEVポイントは、まず車の性能ポイント（例えば純電気自動車の性能ポイント＝0.012×航続距離
km＋0.8）に生産台数を乗じて実績NEVポイント数を計算し、次にNEVの導入目標率（2019年に
10％、2020年に12％）に生産台数を乗じて計算した目標NEVポイント数と比較して、超過達成分
（達成不足分）を正（負）のNEVポイントとして算出する。企業はCAFCポイントをプラス以上にする
にはNEVポイントを利用できるが、逆はできない。また、NEVポイントは企業間で取引できるが、逆はでき
ない。

●	電気自動車を2030年までに300万台普及する（出典：2030温室ガス
削減ロードマップ修正案）

・インド政府は電気自動車（EV）の普及を促進する方針を打ち出している。
2030年までにガソリン車とディーゼル車の販売を終了し、EVに完全移行すると
している。
・2017年5月、Maharashtra州Nagpurで国内初となる公共交通手段へ
の電気自動車（EV）投入計画が始動した。試験的にEV 200台がタクシー
やバス、オートリキシャとして活用される。

●	再エネの余剰電力からの水素を家庭や発電所、車両に活用するPower
to Gasを普及拡大するため実証事業を支援する（2018-2022）（出
典：再エネ3020履行計画）

中国の省エネ施策の最大の特徴は行政主導である。エネルギー政策は国務院を中心に展開されている
が、関係する部門が多いのも特徴である。さらに、中国行政が、中央、省、市、県、そして郷政府まで5
つの階層があるため、施策が実行されている段階で、情報の遅延がある一方、実情に合わせて実行する
必要があるのも特徴である。
（省エネルギー法）
中国の省エネルギー取り組みは省エネルギー法に基いて展開されている。省エネルギー法は産業、建築
物（民生）、運輸、公共機構、重点企業、省エネ技術開発、省エネ奨励措置についてそれぞれ政策
を定めたものである。中には、省エネ目標責任制と省エネ審査評価制度、固定資産投資プロジェクトの
省エネ評価と審査制度、遅れたエネルギー多消費製品と設備・生産技術の淘汰制度、重点エネルギー
消費事業所管理制度、エネルギー効率ラベル管理制度、省エネ表彰奨励制度など６つの制度が定め
られている。

（産業部門）
第11次五ヵ年計画から第12次五ヵ年計画にかけて、産業部門の省エネルギーが非常に重視され、産
業部門を主な対象に「十大重点省エネプロジェクト」、「万社万社企業省エネ低炭素行動」（前身は
「千社企業省エネ行動」）、「低効率生産設備の強制淘汰制度」が実施された。ほかに、「契約型エネ
ルギー管理」（ESCO企業）の普及、企業間のエネルギー効率のベンチマーキング、一部の地域におけ
るエネルギー管理士の試行なども行われた。

（民生部門）
民生部門においては、家電製品の省エネルギーに関しては基準の強化とエネルギー効率ラベリング制度
を実施している他、省エネルギー製品・恵民プロジェクトを実施している。2015年からは自主的なトップラ
ンナー制度も実施され初めている。建築物の省エネルギーに関しては熱供給制度の従量制に移行、建
築物の省エネルギー基準強化、既存建築の省エネルギー改築などを実施している。産業部門と同様に、
ESCO事業も推進されている。

（運輸部門）
運輸部門の省エネルギーは自動車の燃費基準の強化のほか、小型車の税優遇や省エネルギー製品・
恵民プロジェクトの対象商品として自動車の省エネルギーを促進している。
エネルギー助成措置として補助金、税優遇、融資優遇、さらに輸出入の減免も多数実施されている模
様であるが、実施スキームなど具体的な政策内容は多岐にわたり、必ずしも明白に把握できる内容では
ない。また、これらの政策の多くは経済情勢に伴い修正または廃止が行われている。

●	省エネ目標：最終エネルギー消費を2035年BAU比13.3％削減（出
典：第2次エネルギー基本計画）
●	「エネルギー利用合理化法」に基づき各種省エネルギー政策が展開されてお
り、エネルギー利用合理化基本計画を5年ごとに策定している。産業部門にお
いては温室効果ガス・エネルギー目標管理制度、エネルギー診断制度、
ESCO事業支援、エネルギー利用合理化資金（低利子融資）などが主要
政策である。建物部門に関しては建物部門の温室効果ガス・エネルギー目標
管理制度、エネルギー節約設計の推進、建物エネルギー効率等級認証制度
や建物の省エネルギー設備に対する資金融資及び税控除を実施している。
運輸部門に対しては自動車燃費等級表示制度、平均燃費制度、エネル
ギー使用量申告制度がある。家電機器に対してはエネルギー効率等級表
示、待機電力プログラム、高効率エネルギー機器認証制度などが適用されて
いる。公共部門に対しては地域エネルギー事業などが実施されている。

・2001年10月に省エネルギー法を制定し、中央政府に省エネ政策の策定・
推進機関としてエネルギー効率局（Bureau of Energy Efficiency：
BEE）、州には州指定機関が設置された。省エネ法で一定規模以上のエネ
ルギーを消費する事業所に対して、年次報告書の提出、エネルギー診断の実
施、エネルギー管理者・管理士の設置等を義務付けている。
・電力エネルギー効率局（BEE)は、新しい省エネルギー建築基準法
（ECBC 2017）を導入する。2030年までに新しい商業ビルが同基準で建
築されると、エネルギー消費を50%削減、電力換算で2030年までに
300TWh、ピーク需要を15GW低減させることができるとしている。2017年末
までには居住用へも拡大する予定。
・2017年8月、Goyal電力相は、国内すべての照明を2019年までにLEDに
切り替える方針を明らかにした。LED照明の普及事業を担うEnergy
Efficiency Servicesはインド石油公社をはじめ国営石油3社と、給油施設
でLEDを販売するMOUを締結した。

2015年11月、NDRC、国家能源局は電力体制改革として、電力市場の建設、電力取引機構の設
立と運営、発電・電力使用計画の段階的な開放、送配電価格改革、売電側改革と自家発電所の規
範化を発表。電力販売体制の改革や取引機構の設立等に関する詳細を明らかにした。中でも電力市
場の構築は改革の中核であり、その後、広州と北京では国家級の電力取引センターが設立され、更に
各省レベルでも電力取引センターが設立されている 。
2016年5月、国家能源局は、「電力市場建設関連業務の実行に関する通知」を発表。広西、貴州、
雲南、山西を電力体制改革総合試験区に指定し、電力市場の創設と併せて、各改革の具体的な項
目を試験的に実施すると発表 。
2016年12月、国家能源局は「電力発展、13・5計画」を発表、2018年までに電力市場取引を試行
的に実施し、2020年までに全面的な電力市場取引制度を運用するとしている

●	2016年7月、産業通商資源部(MOTIE)が発表した「エネルギー新産業
の成果拡大及び規制改革の総合対策」では、2025年から民間企業の卸売
りを許可する計画である。2025年以降、韓国ガス公社は長期契約が満了し
たものから順次、新しい契約に切り替える必要があり、一部については民間企
業に任せる予定である 。

・2003年の電力法改正により、原子力を除いて、発電、送電、配電に民間
の参入が可能となった。2005年には「国家電力政策」、2006年には｢電気
料金政策｣が公表され、この中で制度改革の具体的な方針が示された。これ
ら改革の実行権限は州政府にあるが、各州の経済状況（特に貧困層の比
率）や農業部門の比率、労働組合の強さなどが州の政策に与える影響は大
きく、改革の進展状況や州電力局の発送電分離の形態などの供給体制は
州によって異なっている。
・電気料金水準は低く、特に、農業用料金は政策的に安く抑えられている。
このため配電会社はコストを回収できず、配電会社の財務を圧迫している。こ
のため中央政府は、配電会社の累積債務解消を目指すプログラム「UDAY」
を導入している。州政府が配電会社から負債額の75%を引き取り、2年かけ
て証券化して売却する一方、残り25%は配電会社自身が証券化して売却
するスキームとなっている。

626.7 521.4 725.8

記載なし

●	40MW以下の小規模発電設備及び500MW以下の需要地発電設備を
分散型電源として定義
●	分散型電源のシェアの2030年の普及展望：発電量の18.4％
（出典：第8次電力需給計画）

●	再エネ接続待機の解消のための系統補強及び再エネ立地における送変電
設備の建設計画を策定（出典：第8次電力需給計画）



68 
 

 
 

農林水産
部門

エネルギー
サプライヤー
動向・戦略

産業構造の
特徴

部門別取組

エネルギー
部門

産業
部門

運輸
部門

家庭・業務
部門

電力
新市場
設立

（容量市
場等）

イノベー
ションの
必要性

研究開発

（カーボン
リーケージ）

（カーボンプ
ライシング）
（CO2価
格）

再エネ3020履行計画において電力取引制度の改善などの方針が示されてい
る

●	リーケージ対策として、排出量取引制度においては貿易集約度30%以
上、生産費用発生度30%以上、貿易集約度10%以上かつ発生産費用
発生度5%以上のいずれかに該当する業種は100%無償割当としている。

●	2015年から産業、エネルギー転換、建物、輸送、廃棄物部門の5つの部
門、23の業種を対象に排出量取引制度を実施している。割当排出権の平
均価格（ウォン）は2015年、 10998、2016年、17367、2017年、
21131

低炭素化エネルギー供給体
系を構築する（発電効率の
向上、ガス利用の拡大、水力
開発の促進、原子力利用の
促進、風力・太陽光発電普
及の加速）

PM10管理対策、第8次電
力需給基本計画、再エネ
3020履行計画など、他エネ
ルギー税改定などは2020年
までに確定

57.8Mt削減

●	韓国は製造業の比重が大きい産業構造であり、主要産業部門のエネル
ギー効率が高いため、削減ポテンシャルが高くない。

主な施策 シナリオ数値 主な施策 シナリオ数値 主な施策 シナリオ数値

輸送分野における排出量のコ
ントロール

電気自動車300万台普及。
燃費改善など 30.8Mt

地域特性別、都市規模別、
産業別の政策を策定する。
省エネ・低炭素化産業の構
築（重点産業の削減目標と
行動方案を策定。）

省エネ、生産工程改善など 98.5Mt

植林の増加 水田管理、低メタン飼料の普
及など 1.6Mt

建築物における排出量のコン
トロール（都市部ではグリーン
建築比率を50％に。公共交
通機関利用の拡大）

エネルギー基準の強化、グリー
ンリフォームなどの活性化 64.5Mt
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各国の真の課
題（脱炭素に
向けた取組の
中で各国が直
面している問
題）

●	韓国の脱炭素にむけた政策の柱は2015年に導入した排出量取引制度
及び再エネ政策である。とりわけ再エネ政策については2017年12月に2016
年現在発電量に占める割合が7％の再エネを2030年までに20％まで拡大す
ることを骨子とする再生エネルギー3020履行計画を発表している。しかも、現
政権は同時に脱石炭、脱原発の方針も表明しているため、再エネの普及拡
大が重要な課題であるが、際再エネ普及に伴う間欠性の課題や特に送電線
などの電力設備に関連して社会・住民の受容性が低いなどの問題を解決しな
ければならない。さらに、近年では太陽光発電関連では森林破壊などの環境
問題が注目されている。
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第 3 章 海外企業の戦略 
 
 パリ協定を踏まえ、長期的な GHG 削減に向けたビジョンを掲げているエネルギーユー
ザー企業を中心にその戦略について調査・分析を行った。次の表は、事業分野ごとに、主な
企業を欧米から選び、その長期戦略をまとめたものである。 
 
表 各企業の長期戦略 
分野 企業名 本社 各企業の長期戦略 

鉄鋼 

ArcelorMittal 
ルクセンブル
ク 

長期的に望まれる結果は、エネルギー消費と
CO2 排出を最小限にすると信頼されること、他
の産業が CO2 排出を削減するのに役立つ革新的
製品を開発することである。革新的ブレークス
ルーが、製鉄の低炭素の将来をつくるのに重要
な役割を果たす。オフガスその他の副生品など
の製鉄、セメントおよび化学の間のシナジーの
可能性を検討する。廃ガスからのエタノールの
生成など、CO2 回収・利用の機会も検討する。 

thyssenkrupp ドイツ 

フットプリントの 90%以上が顧客またはその顧
客による製品使用に関係するので、製品のフッ
トプリントを最小限に削減することが長期戦略
での主な課題である。イノベーション戦略に
は、e-モビリティ、代替燃料、CCU および再エ
ネの貯蔵技術を含んでいる。 

Nucor 米国 NA 

United States 
Steel 

米国 NA 

化学 

BASF ドイツ 

R&D および製品ポートフォリオの戦略として、
バリューチェーンでサステナビリティに貢献す
る製品（アクセラレーター）の販売シェアを増
加しようとしており、アクセラレーター製品の
販売割合を 2020 年に 28%にする目標をもって
いる。 

Ineos 英国 NA 

LyondellBasell オランダ 

資本支出プロジェクトでは省エネと CO2 削減を
考慮している。技術プロジェクトでは生産とエ
ネルギー消費の最適化を図っている。R&D で
は、使用段階で環境影響を削減する資産を拡大
している。 

Dow Chemical 米国 持続可能な化学に資する製品の売上高の割合の
増加、750MW のクリーン電力を含む、食料安(DowDuPont) ミシガン州 
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全保障や気候変動などの地球の課題に対する科
学的な解決を約束している。 

セメント 

LafargeHolcim スイス 

第三者による排出回避に関して、革新的なソリ
ューションを通じて、建築物から放出される
CO2 を 2030 年までに 1000 万トン/年回避する
目標をもっている。セメント関係のソリューシ
ョンのライフサイクルで節約される CO2 排出量
を推定する方法論を開発している。 

HeidelbergCement ドイツ 

R&D 戦略では、引き続きクリンカ比の小さいセ
メントタイプの開発に焦点を当てる。また、新
反応クリンカ段階により、CO2 排出が 30%少な
い代替クリンカ技術の基礎を確立した。さら
に、引き続き適応に伴うコンクリート施工の開
発を行う。CO2 回収・価値化技術に関する研究
では、キルン排ガスから CO2 を回収する、セメ
ント産業初の小規模パイロットがノルウェーの
Brevik プラントに完成した。 

紙・パルプ 

UPM-Kymmene フィンランド 

再生可能性、リサイクル可能性および資源効率
性が長期戦略にとっての重要な問題である。カ
ーボンニュートラル製品の需要増に応えるため
の新たなソリューションの開発をリードする。
バイオ合成物、バイオ繊維およびバイオ化学品
が、革新的新規製品に連なる。原子力、水力お
よび風力に投資していく。 

SCA スウェーデン 

SCA は、CO2、風力およびバイオ燃料の 3 つの
持続可能性目標を有している（化石燃料からの
CO2 を 20%削減、風力 5TWh、バイオ燃料
2.6TWh）。 

International 
Paper 

米国 エネルギーの大部分をバイオ由来の製造業残さ
から得ている。重油・石炭を天然ガスで代替し
ている。 テネシー州 

自動車 

Volkswagen ドイツ 

デジタル化、ネットワーキング、e モビリティ
および新モビリティサービスなどの将来的に重
要な分野に焦点を当てる。「サプライヤー関係
におけるサステナビリティ」概念を開発・実施
している。 

FCA イタリア 

2020 年までに、経済的で競争力のある電気/ハ
イブリッド技術を開発. 2020 年までに、1 台あ
たり CO2 排出量を 2010 年比 32％削減. SBT の
目標設定中である。 

GM 米国 
燃料電池で 700 以上の特許を受けている. プラ
グイン自動車の Chevrolet Voltを開発した。 
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BMW ドイツ 

持続可能な個人モビリティを提供することによ
り、気候関係の理学的リスクを緩和するととも
にビジネス機会を開発する。在来型車の燃費向
上、PHEV/BEV の発表、水素ソリューションの
開発、持続可能なモビリティサービスの開発な
ど。2025 年に新車販売に占める BEV/PHEV の
割合を 25%にし、2050 年までに全 BMW グルー
プ工場の CO2 排出をゼロにする目標。シナリオ
分析を通じたストレステストを行っている。既
存目標をレビューし新規目標を作成する際は、
SBT との一貫性をチェックする。 

電機（家電） 

BSH ドイツ 

電化、自動化およびデジタル化に研究開発投資
をしている. 再エネの長期約束を示すため、洋
上風力タービン部品の製造施設および洋上風力
製造サイトに投資している。（Siemens） 

PHILIPS オランダ 

より持続可能な製品を提供することで、フィリ
ップスは新しいビジネス機会を開発することを
目的としている. 極端気象は、自社製造サイト
とサプライヤーの生産能力の途絶につながる可
能性がある. フィリップスは、カーボンフット
プリントをゼロに減らすことを約束し、2020 年
までにカーボンニュートラリティを達成したい. 
フィリップスは RE100 のメンバーである。 

Apple 

米国 自社施設の排出量を、再生可能エネルギーに投
資することにより、全体のフットプリントの 1%
に削減し、現在はサプライチェーン内の排出削
減を優先している。サプライヤーとともに、世
界全体で 2020 年までに 4GW 以上の新規クリー
ンエネルギーを設置する作業を行っている。 

カリフォルニ
ア州 

重電 

Siemens ドイツ 

電化、自動化およびデジタル化に研究開発投資
をしている. 再エネの長期約束を示すため、洋
上風力タービン部品の製造施設および洋上風力
製造サイトに投資している。 

thyssenkrupp ドイツ 

フットプリントの 90%以上が顧客またはその顧
客による製品使用に関係するので、製品のフッ
トプリントを最小限に削減することが長期戦略
での主な課題である。イノベーション戦略に
は、e-モビリティ、代替燃料、CCU および再エ
ネの貯蔵技術を含んでいる。 

GE 米国 

将来の産業生産性を誘発する破壊的イノベーシ
ョンに投資している。GE Digital と GE Additive 
Manufacturing という 2 つの新しいビジネスを設
立した。 
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Schneider フランス 

長期戦略は、省エネ製品・サービスソリューシ
ョン、スマートグリッド、スマートシティー、
再エネおよび電気自動車など、都市化の問題を
解決し持続可能性を可能にするものである。研
究開発支出および企業吸収合併により行ってお
り、収入の 5%を新技術の開発に支出している。
2015 年 12 月、グループを通じて 2030 年まで
にカーボンニュートラルにする約束を公表し
た。2016 年 11 月、SBT イニシアティブに署名
した。 

 
以上の企業から、欧州の現地企業にヒアリングを行うこととし、RE100 や SBT の取組、

事業分野等を考慮して、3 社にヒアリングを行った。3 社の取組を次のように取りまとめた。 
 

 
（図部分省略） 
 

 
（図部分省略） 
 

 
（図部分省略） 
 
図 海外企業の取組の概要 

①Signify社（オランダ）：RE100とCircular Lighting
①2020年までにカーボンニュートラルを達成（現在42%）し、あわせて廃棄物ゼロも実現予定。2020

年にRE100を目指し、中東での太陽光発電所の建設や米国での風力発電所の建設などを通じて、
2017年で80%の導入を実現している。

②さらに、LED照明が急速に普及する市場において、製品を販売するだけでなくメンテナンスや省エネと
いったサービスも含むCircular Lightingという新たなビジネスモデルを構築。既に、アムステルダム・スキ
ポール空港等での導入事例がある。

②thyssenkrupp社（ドイツ）：大規模電解による水素製造
①発電所や製鉄所からCO₂を回収し、風力や太陽光などの再生可能エネルギー用いること、バリュー

チェーンにおいて、完全にCO₂フリーな水素、及びメタン、アンモニアといった化学製品の製造を実現可能。
②この一環として、ドイツ・デュイスブルクにおいて「Carbon2Chem® 」プロジェクトに取組んでおり、製鉄

所のコークス炉から発生する副生ガスを回収し、合成メタノールへ変換する技術を確立を目指している。

③BASF社（ドイツ）：プラスチック廃棄物のケミカルリサイクル
①1994年から企業の社会的責任・環境保護に基づく経営を実施、2001年から現在に至るまで、DJSI 

World(Dow Jones Sustainability Indices)に選出され続けている。
②さらに、2030年に向けて生産量当たりのCO₂排出量の削減に取組み長期的な目標を設定している。
③自社製品の使用による使用段階での排出削減量を算出し、2017年にBASF社の製品が使用された

ことで5億7000万t-CO₂の排出が回避できたと試算している。
④プラスチック廃棄物から新製品をChemCyclingを確立するための研究開発を進めている。



74 
 

第2部 平成 30 年度に国内で発生した主な災害等についての調査・整理 
 
第 1 章 平成 30 年度に国内で発生した主な災害に対する対応等の調査・整理 
 

本章では、2018 年に起こった主な災害について、発災と被害の状況、復旧までの取り組
みを振り返る。 
 
1.大阪府北部地震(2018 年 6 月 18 日発生) 
(1)概要 

2018 年 6 月 18 日 7 時 58 分、大阪府北部の深さ 13km で M6.1 の地震が発生し、大阪府
大阪市北区等で震度 6 弱、京都府京都市等で震度 5 強を観測した。この地震により、死者
4 人、負傷者 434 人、住家全壊 9 棟、住家半壊 87 棟などの被害が生じた(7 月 5 日 18 時
00 分現在)。 
 
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応 
①電力 

発災後、関西電力北豊中変電所における設備被害等により、大阪府・兵庫県内で最大約
17 万戸が停電した。 

これをうけ、関西電力が復旧にあたり、同変電所及び電線等のインフラ設備を確認のう
え、約 3 時間後には復旧を完了した。 
 
②ガス 

発災直後、二次災害防止と早期復旧を図るため、大阪ガスにより約 11.2 万戸の供給が停
止された。 

翌 19 日には大阪ガスが 1,000 名体制で復旧作業に着手した。20 日には日本ガス協会
(870 名)が復旧作業に着手するとともに、21 日には同協会の応援隊が 2,300 名規模に拡大
した。大阪ガスグループとその他事業者をあわせて約 5,100 名で作業にあたり、発災から
7 日目の 24 日にすべての世帯で復旧が完了した。 

また、移動式ガス発生設備により、21 件の災害拠点病院等について、ガスの臨時供給が
行われた。 
 
③燃料 

大阪国際石油精製大阪製油所(高石市)の設備の一部が運転停止したが、製品在庫からの
出荷や融通等により地域の供給に支障はなく、24 日 15 時をもって通常運転を再開した。 

その他製油所、油槽所、SS についても、大きな被害はなかった。 
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2.平成 30 年 7 月豪雨“西日本豪雨”(2018 年 6 月 28 日～7 月 8 日) 
(1)概要 

「平成 30 年 7 月豪雨」では、西日本から東海地方を中心に広い範囲で数日間大雨が続
き、その総雨量は 1982 年以降の豪雨災害時の雨量と比べて極めて大きいものとなった。7
月 5 日から 8 日にかけては、西日本付近に停滞した梅雨前線に向けて、極めて多量の水蒸
気が流れ込み続けるとともに、局地的には線状降水帯が形成された。 

6 月 28 日以降、華中から日本海を通って北日本に停滞していた前線は 7 月 4 日にかけ北
海道付近に北上した後、7 月 5 日には西日本まで南下してその後停滞した。また、6 月 29
日に日本の南で発生した台風第 7 号は東シナ海を北上し、対馬海峡付近で進路を北東に変
えた後、7 月 4 日 15 時に日本海で温帯低気圧に変わった。 

前線や台風第 7 号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、
西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となった。 

6 月 28 日から 7 月 8 日までの総降水量が四国地方で 1,800 ミリ、東海地方で 1,200 ミリ
を超えるところがあるなど、7 月の月降水量平年値の 2～4 倍となる大雨となったところが
あった。また、九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方の多くの観測地点で 24、
48、72 時間降水量の値が観測史上第 1 位となるなど、広い範囲における長時間の記録的な
大雨となった。 
 
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応 
①電力 

中国、四国地方を中心に土砂崩れや河川氾濫及びそれらに伴う停電被害が発生し、最大
約 8 万戸が停電した。中でも中国電力管内では 6 万戸の停電を記録した。 

これをうけ、中国電力では、他電力を含む復旧要員を最大 2,400 人動員し、72 時間後に
は約 9 割の停電を解消した。1 週間後の 13 日には、土砂崩れ等で倒壊・流出した家屋等を
除きすべての世帯で停電が解消された。 

電気設備への影響も大きく、沼田西変電所(広島県三原市)への浸水被害により、同変電
所からの全ての送電が停止された。電源車による応急送電を実施しつつ、変電所の仮復旧
を行い、7 月 13 日(金)に、発電所からの送電が再開された。 
 
 
②ガス 

土砂崩れや家屋倒壊による供給管、内管の損傷、長雨による差し水により、290 戸にお
いて供給支障が発生した。また、ガス供給に支障はなかったものの、道路法面崩落により
中圧導管が露出し、さらに、岡山県倉敷市において旧簡易ガス 3 団地が冠水した。 

この結果、住民が居住する地域については、7 月 8 日に復旧を完了した。また、簡易ガ
スについては、住民が戻り次第供給開始できるよう、臨時供給の準備を整えた。 
 



76 
 

③ 燃料 
岡山県真備町、愛媛県大洲市や宇和島市においては、一部の SS が水没するなど甚大な

被害を受けた。こうした中でも、自家発電機を稼働して緊急車両等に対する燃料供給を行
い、移動電源車への燃料供給等に貢献した SS もあった。 
 
 
3.平成 30 年台風第 21 号（2018 年 9 月 4 日日本上陸） 
(1)概要 

8 月 28 日に南鳥島近海で発生した台風第 21 号は、9 月 4 日 12 時前に非常に強い勢力で
徳島県南部に上陸した。4 日 14 時前には兵庫県神戸市に再び上陸し、速度を上げながら近
畿地方を縦断し、日本海を北上、5 日には間宮海峡で温帯低気圧に変わった。 

台風の接近・通過に伴って、西日本から北日本にかけて非常に強い風が吹き、非常に激
しい雨が降った。特に四国や近畿地方では、猛烈な風雨をもたらし、顕著な高潮となった
ところがあった。大阪府での最大瞬間風速は 58.1m/s となり、過去最大級の風速を記録し
た。 
 
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応 
①電力 

台風 21 号により、近畿地方を中心に大規模な停電被害が発生した。ピーク時には、全
国計で約 240 万戸、関西電力管内では約 170 万戸の停電を記録し、配電設備では約 6,700
ヵ所に損傷がみられた。他にも、電柱倒壊等、多くの設備被害が発生し、復旧までに約 2
週間を要する事態となった。 

関西電力では、当初の 8,000 名から増強し、約 12,000 名体制で復旧作業を実施した。自
治体と連携するとともに、ニーズに応じて被災者にポータブル発電機を提供し、他の電力
会社に対しては発電機車の派遣を要請した(中国電力 20 台、四国電力 5 台、九州電力 15
台)。 

また、発災直後に関西電力の停電情報システムがダウンしたため、停電情報を 1 時間ご
とにプレス発表するとともに、SNS や HP でも発信したものの、被災者に対する情報提供
の面で大きな支障が生じた。 
 
②ガス 

JXTG が手配したジェット燃料を運送する内航タンカーが大阪湾に停泊していたとこ
ろ、強風に流され関西国際空港の連絡橋に衝突した。これに伴い、中圧導管が損傷しガス
漏れが発生した。同日中には、バルブを閉止した上で安全な現場状況にあることを確認す
るも、バルブ閉止による供給支障が 77 戸で発生した。 
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これをうけ、大阪ガスを中心に約 100 名体制で現場対応にあたり、島内の低圧導管の健
全性を確認した上で、関西国際空港側と調整しながら開栓作業を実施し、ガス供給を順次
再開した。その結果、9 月 16 日、全戸のガス供給を再開した。 

また、神戸市東灘区においては、高潮により敷地外に高圧ガス容器(酸素、窒素)約 100
本が流出した。神戸市消防局が対応にあたり、一部は海上に流出するも、14 日には流出容
器をほぼすべて回収した。 
 
③燃料 

前述の通り、ジェット燃料を運送する内航タンカーが強風に流され関西国際空港の連絡
橋に衝突したが、ジェット燃料の積み込み前であったため燃料の漏洩はなく、乗組員 11
名の無事も確認できた。5 日未明には、海上保安部の指導の下、タグボートでタンカーを
牽引し、連絡橋との引きはがし作業も完了した。 

その他、出光興産岸和田油槽所（大阪府）においては停電のため電源確保ができず一時
的に出荷ができない状態になるも、5 日朝の停電復旧により同日昼には通常出荷を再開し
た。 

また、SS においても、近畿地方を中心にキャノピーの天井が落下して SS 敷地を覆い隠
すなど、大きな被害を受けた。 
 
 
4.平成 30 年台風第 24 号(2018 年 9 月 30 日日本上陸) 
(1)概要 

9 月 21 日にマリアナ諸島近海で発生した台風第 24 号は、9 月 28 日から 30 日明け方に
かけて、非常に強い勢力で沖縄地方に接近した後、30 日 20 時頃に和歌山県田辺市付近に
上陸した。その後、東日本から北日本を縦断し、10 月 1 日 9 時までに日本の東で温帯低気
圧に変わった。 

台風第 24 号の接近・通過に伴い、広い範囲で暴風、大雨、高波、高潮となり、特に南
西諸島及び西日本・東日本の太平洋側を中心に、これまでの観測記録を更新する猛烈な風
または非常に強い風を観測した。また、紀伊半島などで過去の最高潮位を超える高潮を観
測した所があった。 
 
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応 
①電力 

台風第 24 号により、中部地方を中心に大規模な停電被害が発生した。ピーク時には全
国計で約 180 万戸、中部電力管内では約 102 万戸が停電を記録し、飛来物の影響等により
配電設備の被害も多数発生した。中部電力管内は 10 月 6 日に全ての停電が解消したが、
復旧までに約 1 週間を要した。 
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中部電力では、当初の 4,100 名から増強し、約 8,200 名体制で復旧作業を実施し、自治
体との連携の下、ニーズに応じて被災者にポータブル発電機を提供した。他の電力会社に
対して発電機車の派遣を要請し(関西電力 6 台、北陸電力 4 台)、SNS や HP での情報提供
や、コールセンターの電話数を増やす等の対応により、被災者に対する情報提供を強化し
た。 
 
②燃料 

ガスインフラには大きな被害はなかったものの、袖ヶ浦製油所(富士石油)、千葉製油所
(コスモ石油)において、停電の影響により一時的に一部設備が停止するも、停電の復旧に
伴い、順次運転を再開した。 

また、停電や強風等の影響により、一部の SS で営業停止や軽微な設備被害が確認され
たが、大半の SS は営業可能な状態であり、燃料供給に大きな支障はなかった。 
 
 
5.平成 30 年北海道胆振東部地震(2018 年 9 月 6 日発生) 
(1)概要 

2018 年 9 月 6 日 3 時 7 分、北海道胆振地方中東部の深さ 37km で M6.7 の地震が発生
し、胆振地方中東部で震度 7、石狩地方中部、石狩地方南部、日高地方西部で震度 6 弱を
観測した。 

この地震により、死者 42 人、負傷者 762 人、住家全壊 462 戸、住家半壊 1,570 棟、一
部損壊 12,600 棟(2019 年１月 28 日 14:30 時点)などの被害が発生した。 

地震そのものの大きさもさることながら、その後に起きた北海道全域の停電、“ブラック
アウト”は大きな問題となり、TV や新聞等でも広く報じられた。 
 
(2)エネルギー供給への影響と復旧対応 
①電力 
（ア）ブラックアウトからの復旧 

3 時 7 分の地震発生にともない、3 時 25 分には北海道エリアにおいて日本で初めてとな
るエリア全域におよぶ大規模停電(ブラックアウト)が発生し、北海道全域において約 295
万戸の電力供給が停止した。 

9 月 6 日時点で停電戸数は約 295 万戸に上ったが、地震による被害のなかった火力発電
所を順次再稼働させることで、9 月 8 日時点では約 4,000 戸にまで停電戸数は減少した。
更に道路の復旧作業と並行して順次作業が進んだことで、10 月 4 日に停電は解消した。 

その間（地震発生～9 月 19 日までの間）、他の電力会社から約 1,700 人、高圧移動発電
機車 151 台が応援にかけつけた。 

なお、節電要請については、9 月 14 日に京極揚水発電所の 2 機目が起動し、供給力に一
定の上積みを図ることができたことを踏まえ、数値目標付き節電要請を解除、9 月 19 日に
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は、苫東厚真発電所 1 号機が予定を前倒して復旧したことに伴い需要減 1 割の目標も解除
した。その後、苫東厚真発電所 4 号機が 9 月 25 日に、同 2 号機が 10 月 10 日に復旧し、
石狩湾新港 LNG 火力発電所 1 号機も 10 月 5 日に試運転を開始した。これらの復旧に伴
い、電力需給は安定しているものの、電力需要が最も大きくなる冬の時期に向けて無理の
ない範囲での節電の取組を要請してきた。 
 
(イ)ブラックアウトに至った原因 

“ブラックアウト”とは、大手電力会社の管轄する地域のほぼすべてで停電が起こる現象
(全域停電)のことを意味している。これまでも大きな自然災害にともなって大規模停電が
発生することはあったが、今回のような各電力会社の供給エリア全域で起こったケースは
国内では初めてのことであった。 

今回のブラックアウトの原因究明にあたっては、国の認可機関である「電力広域的運営
推進機関」(以下、「広域機関」と呼ぶ。)に第三者による検証委員会(以下、「検証委員会」
と呼ぶ。)が設置され、ブラックアウトに至った経緯、及びブラックアウト後、一定の供給
力確保(約 300 万 kW)に至るまでの復旧経緯について、技術的な観点から、データに基づ
いた事象の解明が行われた。その結果、今回のブラックアウトに至る事象は主として、苫
東厚真発電所 1、2、4 号機の停止(N-3)に加え、地震の揺れによる送電線 4 回線(N-4)事故
に伴う道東の複数の水力発電所の停止等が発生した複合的な事象であったことが確認され
た。 
 
(ウ)再生可能エネルギーへの影響 

事業用の太陽光・風力発電設備には、北海道電力の系統連系技術要件に基づき周波数低
下リレー（UFR）が設置されており、系統事故等により、系統全体の周波数が一定の値を
下回る場合に、自動的に解列する機能が具備されている。今般の地震発生直後も、当該機
能により運転中の風力発電設備のほぼ全てが自動的に解列された。 

太陽光や風力発電については、天候や日照条件によって発電量が変動し、安定的に運用
するには出力変動に対応する調整力が必要不可欠なため、調整力の確保状況と並行して 9
月 8 日から 9 月 14 日にかけて段階的に、北海道電力において系統への接続復帰が可能と
の判断が行われ、供給力として活用された。なお、住宅用の太陽光発電等については、停
電解消後に順次発電が開始されていた。 

また、再生可能エネルギーが非常電源として活用された事案も存在した。例えば、稚内
市が所有していた蓄電池付き太陽光は、地震発災直後に系統から自動解列したものの、す
ぐに系統から独立して、自営線で連系した公園、球場等に電力を供給し、非常用電源とし
て活用された。また、家庭用太陽光発電は、自立運転機能の利用により、非常電源として
活用され、停電時においても電力利用を継続できた家庭が約 85%存在したとの業界団体に
よる調査結果も報告された。 
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水力、バイオマス、地熱発電などの発電量の変動が少なく安定的に発電が可能な再生可
能エネルギーについては、発災直後から、接続が可能になったものからすぐに系統に接続
し発電が行われており、発電量の変動はほぼなく、一定割合で発電し、供給力として貢献
していた。 

発災時、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス)、家庭用住宅用太陽光設備の自立運転モードへの切り替え、コージェネレーションの
活用により冷蔵庫、テレビ、携帯電話の充電などが可能となり、生活環境の維持に貢献し
た事例も見られた。 
 
②ガス 

地震発生直後、停電により一部の製造所においてガス製造が停止したが、保安電力用の
非常用発電設備が自動起動し、保安上必要な設備への電力供給が開始されたことから、地
震発生から 1 時間後には、3 製造所(石狩 LNG 基地・函館みなと工場・北見工場)からのガ
スの供給が再開された。 

都市ガスは全域において大きな被害はなかった。札幌市清田区里塚では液状化による道
路陥没・土砂流出が発生するも、ガス導管には影響はなく、大きな被害は発生しなかっ
た。 

北海道ガス以外の事業者においても、非常用発電設備により都市ガス製造を継続した。
停電の長期化を想定し、「非常用電源車の配備」、「非常用電源の燃料調達」、「LNG・LPG
ローリー輸送ルートの安全確保、優先走行」について、日本ガス協会を通じて政府に要望
があった。 

熱供給については停電の影響から、札幌市では都心地域、光星地域、厚別地域、真駒内
地域を中心に約 9,000 戸、苫小牧市では中心街南地域、西部地域、日新団地地域を中心に
約 4,000 戸が供給停止になった。いずれも設備被害はなく、9 月 9 日時点で復旧が完了し
た。 
 
③燃料 

北海道内には約 1,800 ヵ所のガソリンスタンドがあるも、停電により地下タンクからガ
ソリン・軽油をくみ上げるポンプや計量器などの機器が作動せず、自家発電機を持つ場所
以外の営業が停止した。加えて、災害直後の需要増加により営業中のガソリンスタンドに
顧客が殺到したことで、札幌市内を中心に道内の広範囲にわたり給油制限や在庫切れが発
生した。 

しかし、電力が復旧していくに従い、営業可能なガソリンスタンドは増加していった。
道内にはガソリン(11 日分)、軽油(7 日分)などの在庫が保持されており、それらが 500 台
近いローリーで順次配送され、6 日は 447 件、7 日は 770 件、8 日には 1,577 件が営業を
再開し、12 日には 1,743 件(約 9 割)が営業を再開した。 
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また特に被害の大きい 3 地域(安平町、厚真町、むかわ町)の 17 ヵ所のガソリンスタンド
においては、ガソリンの給油制限も実施したが、9 日以降、重点的な配送を行い、11 日
(火)に供給制限・在庫不足が解消した。 

地震発生以降、電力が回復するまでの約 2 日間、病院・通信施設・上下水道等の重要施
設では非常用発電機が稼働しており、発電機を連続稼働させるために必要な燃料(ディーゼ
ル（軽油）・A 重油等)の備蓄が不足していたことから、6 日未明から約 300 件の緊急供給
要請があった(病院：161 件、通信施設：86 件、上下水道：36 件)が、関係各省、北海道
庁、石油元売各社、北海道石油商業組合などと連携し、燃料供給要請に対応した。 
 
 
第 2 章 過去に海外で発生した災害の事例の調査・分析 
 
 過去に海外で発生した災害についても国内で起きた災害への対策に参考となる事例を調
査・分析した。その一例は次のとおりである。 
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表 米国における大規模停電の例 

 
出所：IEEJ Outlook 2019 

  自然災害 停電地域と規模 

2012年 7月5日 オハイオ渓谷・中西部夏
嵐(広域雷雨) 

イリノイ州、インディアナ州、メリーランド州、ニ
ュージャージー州、オハイオ州、バージニア州、ウ
ェストバージニア州で61.6万口が停電 

 9月5日 ハリケーン アイザック ルイジアナ州で1.4万口が停電 

 11月6日 ハリケーン サンディ コネチカット州、メリーランド州、ニュージャージ
ー州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州、ウェス
トバージニア州で93万口が停電 

2013年 2月11日 北東部ブリザード コネチカット州、マサチューセッツ州、ニューヨー
ク州、ロードアイランド州で13.6万口が停電 

 12月6日 寒波 アーカンソー州、ミズーリ州、オクラホマ州、テネ
シー州、テキサス州で28.6万口が停電 

2014年 2月13日 北米寒波 アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジア
ナ州、ニュージャージー州、ノースカロライナ州、
ペンシルベニア州、サウスカロライナ州、テネシー
州、テキサス州、バージニア州で74.2万口が停電 

2015年 8月17日 台風13号 サイパンで1.4万口・4.5万kWが停電(全停電) 

2016年 10月7日 ハリケーン マシュー フロリダ州で42万口が停電 

2017年 8月26日 ハリケーン ハーベイ テキサス州、ルイジアナ州、ミシシッピー州、アー
カンソー州でおおよそ202万口が停電 

出所: エネルギー省電力輸送・エネルギー信頼度局 “Emergency Situation Reports” 
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