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はじめに 

 
本事業では、欧州連合(EU)の長期低排出発展戦略を翻訳するとともに、英国、ドイツ、

フランス、米国、カナダの長期戦略を以下のような観点から整理した。 
1 長期戦略の位置づけ 
2 排出削減目標（部門別、位置づけ） 
3 想定される産業・エネルギー需給構造、対策、技術 
4 国際協力や自国の製品・技術等による海外貢献への言及 
5 気候変動対策と経済の両立への工夫、想定コスト 
6 主要なエネルギー対策、研究開発分野 
7 金融制度、税制等の経済・規制的手法 
8 フォローアップ、策定、見直しプロセス 
9 目標の達成見通し、現行政策との乖離  
10 適応にかかる言及 

 
なお、各国のオリジナル文献は以下の通りである。 
 
○ EU：A Clean Planet for all - A European strategic long-term vision for a prosperous, 

modern, competitive and climate neutral economy 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_suppo
rt_en_0.pdf 
 
○ ドイツ：Klimaschutzplan 2050 
http://unfccc.int/files/focus/long-
term_strategies/application/pdf/161114_klimaschutzplan_2050_broschuere_an_un.pdf 
 
○ フランス：National Low Carbon Strategy (English) 
http://unfccc.int/files/focus/long-
term_strategies/application/pdf/national_low_carbon_strategy_en.pdf 
 
○ 英国：Clean Growth Strategy 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65 
1916/BEIS_The_Clean_Growth_online_12.10.17.pdf 
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○ 米国：United States Mid-Century Strategy FOR DEEP DECARBONIZATION 
http://unfccc.int/files/focus/long-
term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-final_red.pdf 
 
○ カ ナ ダ ： Canada’S Mid-Century Long-Term Low-Greenhouse Gas Development 

Strategy 
http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/can_low-
ghg_strategy_red.pdf 
 

各国の長期戦略を前文、政策状況・背景、モデル分析、分析結果と対策の検討、結論、付
属の 6 パートに分けて構成を比較した結果を以下に示す。各国とも、背景や政策状況を踏
まえたシナリオ分析をモデルによって実施、その結果を基にした対策を検討している。 
 

 
 



3 
 

１EU 

 
１-１長期戦略の位置づけ 

 (In-Depth AnalysisP.17) Therefore the assessment presented in this report in 
support of the development of the Strategy for long-term EU greenhouse gas 
emissions reduction in accordance with the Paris Agreement is looking at a range of 
GHG reduction scenarios, starting at -80% going up to -100% by 2050 compared to 
1990. 
このため、パリ協定に従い、長期 EU 温室効果ガス排出量削減戦略の進展を支持す

る、この報告書で提示された評価は、2050 年までに GHG 削減を 1990 年比で-80%

から始めて、最終的に-100%にする各種の GHG 削減シナリオの調査である。 
 

 (In-Depth AnalysisP.37) Drawing all of the different policy threads together 
through the Energy Union, the Paris Agreement as well as the economic 
technological, societal changes and advances that have occurred over the last decade 
require an updated analysis to elaborate a decarbonisation strategy fully integrated 
within the Commission’s political priorities, notably: jobs and growth, further 
integration of the internal market, a fairer and more sustainable economy and 
making the EU a stronger global actor. 
エネルギー連合、パリ協定、さらに、過去 10 年間に起きた経済・技術的、社会的

変革及び進歩により、さまざまな政策スレッドをすべてまとめるには、更新された

分析により、欧州委員会の政治的優先事項（特に、雇用と成長、域内市場のさらな

る統合、より公正で持続可能な経済、EU を世界の強力な関与者にすること）の範

囲内で完全に統合された脱炭素化戦略を作り上げる必要がある。 
 
１-２排出削減目標（部門別、位置づけ） 

 (In-Depth AnalysisP.16) The EU long-term strategy needs to consider the possible 
contribution of the EU to such global pathways. The EU already has a strong record 
of considering the global picture when setting its own climate action targets. Our 
existing objective for 2050 is to reduce emissions by 80-95% in the context of 
necessary reductions, according to the IPCC, by developed countries as a group19.  
EU の長期戦略では、そうした地球規模の経路に対する EU の寄与を考慮に入れる
必要がある。EU はすでに、EU 独自の気候対策目標の設定時に、地球の全体像を
考慮に入れた実績を有している。EU の既存の 2050 年目標は、排出量を、IPCC に
従って、必要な削減を先進国が一体となって行う状況において、80～95%削減する
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ことである 
 

 (In-Depth AnalysisP.17) It is now time to update the evaluation of the EU’s possible 
contribution to global action, following the entry into force of the Paris Agreement, 
the adoption of legislation to achieve the 2030 Framework (see Section 2.2) and new 
scientific evidence, as synthesised in IPCC Special Report on 1.5°C. 
IPCC の「Special Report on 1.5°C（1.5°C に関する特別報告書）」でまとめたと
おり、パリ協定の発効、2030 年枠組み（2030 Framework）を達成するための法令
の採択（第 2.2 項参照）、新規の科学的根拠に続いて、現在は、地球規模の対策へ
の EU の寄与に対する評価を更新する時期である。 

 
部門別目標は設定されていない。 
 
１-３想定される産業・エネルギー需給構造、対策、技術 
○ エネルギー供給 

 各エネルギー源の役割の分析を行う前に、「エネルギー効率第一」の原則によ
りベースラインで想定されているポリシーによってすでに、一次エネルギー消
費は大幅に減少します（2005年と比較して2050年で35%、2030年の目標を反映
させた2030年の減少率の26%に基づく）。 

図 17:2050 年の一次エネルギー消費の変化  （変化率%） 

 

出展: ユーロスタット（2005）, PRIMES 

 
 試算したエネルギーミックス（国内総消費、図 18 参照）は、化石燃料から離れ、

再生可能資源を第一にもとにした新たなエネルギーシステムの展開を明確に示し
ています。システムに残ったこれらの化石燃料は、大部分において、非エネルギー
使用に割り当てられ、すなわち産業において原材料として使用されます。（プラス
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チック生産用など） 
 ベースラインに含まれている、エネルギーシステムから視覚的に固形燃料が 2050

年までに消えるのは注目すべきことです。 
図 18:国内総消費 

 

出典: ユーロスタット（2015）、PRIMES 

 天然ガスのシェア（非エネルギー使用を除く）は 2015 年の 21%から 2030 年の
20%へとゆっくりと低下し、その後 2050 年まで 80%の温室効果ガス削減シナリオ
においては速度を少し上げて 7%から 9%の、より多い削減量の場合では 3%から
4%の脱炭素化がなされます。重要なことは、天然ガスはいくつかのシナリオ（P2X、
COMBO、1.5TECH および 1.5LIFE）において、部分的に e-gas に置き換わりま
す。これは 2050 年の国内総消費の 4%から 6%を占めます。 

 全体的に、エネルギーミックス内の石油や天然ガスの低下の役割は、EU のエネル
ギー供給の安全保障を高めることに貢献します（セクション 4.2.2.4 および 4.2.2.5
も参照） 

 最終エネルギー需要における燃料ミックス全体も大幅に変化し、特定の推進要因
を部門それぞれについて記述します。図の全体を見ると、以下の傾向に気づくこと
ができます。まず、固形燃料は 2030 年ですでにほとんどないため、2050 年までに
はすでにベースラインにおいては消滅しています。化石流体および天然ガスはシ
ステムに残っていますが、量は大幅に減っています。e-fuel を開発するこれらのシ
ナリオ（P2X、COMBO、1.5TECH および 1.5LIFE）では、化石流体および天然
ガスは部分的に e-fuel に置き換わります。e-liquid は 2050 年での最終エネルギー
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需要の 3%から 7%を占めます。一方で、e-gas は 2050 年での最終エネルギー需要
の 7%から 10%を占めます。 

図 20:最終エネルギー消費におけるエネルギーキャリアのシェア 

 

出典: ユーロスタット（2000, 2015）、PRIMES 
 
○ 発電 

 委員会の初期の分析に基づくと、すべての脱炭素化シナリオにおいて電力需要は
2050 年までに大幅に上昇します。80%の温室効果ガス削減を達成するシナリオに
おいては、ELEC シナリオは最も高い成長率を示し、2015 年のレベルを上回る 75%
の最終電力需要となります。EE シナリオは上昇するエネルギー効率が電化の影響
とバランスを取るため最も低くなります（36%上昇）（図 19 参照）。温室効果ガス
削減の高いシナリオは、e-fuel の普及率と消費者の選択の影響を組み合わせること
によりわずかですが 30%の上昇を見せる 1.5LIFEを除きこの範囲内に収まります。 
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図 21:2015 年と比較した 2050 年の最終電力消費の変化 

 
注:左のグラフ:全体、家庭、サービスおよび産業部門における 2015 年比の変化率（%） 右
のグラフ:輸送部門の 2050 年と 2015 年の比率 
出典: ユーロスタット（2015）、 PRIMES 
 

 最終電力需要の上昇に加え、e-fuel の開発により電力供給の新たなニーズが生み出
されています。最終エネルギー需要と（一部のシナリオにおいて）e-fuel 生産の変
化の両方の結果のように、2030 年と比較した 2050 年の総発電量は大きく増加し、
80%の温室効果ガス削減をもたらすシナリオで 18%（EE）から 57%（ELEC）、そ
して 109%（P2X、大規模な e-fuel 生産を反映）の範囲となっています。温室効果
ガス削減率が高いシナリオはまた、e-fuel の普及を経験し、そのため高い発電量は、
特に e-fuel の高い展開がみられる 1.5TECH において、総発電量で 116%の増加に
つながる水素と電力の組み合わせを必要とします。この変化は図 22 に示すとおり、
2015 年と比較した場合、より目覚ましいものです。 

図 22:2015 年と比較した総発電量の増加 

 
出典: ユーロスタット（2015）、 PRIMES 
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 発電ミックスの変化はカーボンニュートラルエネルギー源への大きな移行につい

て図示（図 23）しています。これは、上記に示した発電の全体的な増加を背景と
しています。 

 化石燃料は 2015 年の発電量の 43%を占め、脱炭素化電力システムに対する限界貢
献者となります。実際、2050 年までに天然ガスは唯一のミックスに残された化石
燃料となり、（産出）シェアは 2015 年の 16%が 2030 年には 12%、2050 年には
5%（P2X）と 1%（EE、CIRC）の間の値に下がり 214 、またこの範囲に入る高い
温室効果ガス削減値を達成するシナリオのようになります。電力システムでのバ
イオガスの使用 215 が進み、脱炭素化シナリオにおいて 2050 年には 22Mtoe か
ら 45Mtoe の間の消費量となり、いくつかの脱炭素化シナリオでは天然ガスと非常
に似通ったものになります。 （セクション 4.2.2.4 参照） 

図 23:発電におけるシェア 

 
注:1. 再生可能資源、原子力および化石燃料シェアの合計は 100%。風力と太陽光は再生可
能資源の一要素。2:「Decarb. 2050」は、カテゴリ別の全脱炭素化シナリオの平均を示す。
これらのシナリオは、その内訳は 81%から 85%の再生可能資源（風力と太陽光のみでは 65%
から 72%）、12%から 15%の原子力、2%から 6%の化石燃料によるもので、2050 年におい
て非常に類似した電力ミックスを用意している。 
出典: ユーロスタット（2000, 2015）、PRIMES 
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図 24:発電能力 

 
出典: ユーロスタット（2000, 2015）、 PRIMES 
 

 再生可能資源の展開は、設置された設備の純能力でさらにいっそう目立つように
なります（図 24）。水素および e-fuel を展開するシナリオにおいて再生可能資源の
能力の上昇率が最も高くなります。 

 全発電ミックスにおける化石燃料火力発電の重要度は徐々に減少しています。ガ
ス火力発電の能力（天然ガスまたはバイオガスの両方で使用可能）は 2015 年
（220GW）と比較して減少しており、2050 年のその範囲は 80%の温室効果ガス
削減を達成するシナリオにおいては 141GW（P2X）から 226GW（ELEC）で、
1.5LIFE シナリオにおいて最大 100GW 減少しています。そのうち 30%あまりが
CCS と関連するものです。石炭火力発電は徐々に発電ミックスから外れ、38GW
の設備がまだ存在している 1.5TECH シナリオを除くすべてのシナリオにおいて
約 20GW のみが残されます。2050 年において運転中の固形燃料の発電はバイオマ
スの火力や CCS を適用していますが、転換されない石炭火力発電はその過半数が
予備を目的として使用されます。石油火力発電は実質 2030 年の時点ですでに消え
ますが、すべてのシナリオで 5GW 未満の設備は依然設置されています。これらは
産業において特別な用途（例えば工業（産業）副産物の焼却）または予備目的で使
用されます。化石燃料発電の平均運転時間はすべての脱炭素化シナリオにおいて
大きく減少しています。 

 2050 年における設置済みの原子力発電所はわずかに現在のレベルを下回るのみ
（2015 年の 122GW に対し 99 から 121GW）で、すべてのケースにおいて、2030
年予測（97GW）と 2050 年のベースライン（87GW）よりも高くなります。 
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図 25:新たに設置された発電所の能力 

 
注: 2031 年から 2050 年において化石燃料を使用する新設の発電所はほぼガス火力発電のみ 
出典: PLATTS（2000-2015）、PRIMES 
 

 2050 年において、すべてのシナリオにおいて発電に対する CCS の役割は非常に
限定的です。これは、競争する風力および太陽光、またバイオガス、水素、バッテ
リーおよびバイオマスについては電力システムのバランスを取るのに十分な量が
使用できるためです。2050 年において、CCS は 1.5TECH のみで、CSS を備えた
純発電量 66GW の設置済み施設であるため、純発電総量の 5%に届き（ネガティ
ブエミッションを生み出すバイオマス発電がほとんどのため）目覚ましい役割を
果たします。他のシナリオでは、純発電量における CCS のシェアは約 0.1 から
0.5%で、発電量の範囲は 1 から 5GW です。状況は 2070 年までに変化し、発電部
門の完全な脱炭素化に対するこの技術や、ネガティブエミッションを生み出す二
酸化炭素回収・貯留付バイオエネルギーのより大きな役割が期待されます。二酸化
炭素回収・貯留のバランスや e-fuel 生産物の利用については、セクション 4.8 でよ
り詳しく説明します。 
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 上ですでに示した通り、電力供給が増加する一方で、電力貯蔵はすべての脱炭素化

シナリオにおいてますます突出した役割を担っています（図 26）。 
図 26:2050 年における電力貯蔵 

 
出典: PRIMES 
 

 揚水または据え置きバッテリーのいずれかの形式での従来型/「直接的」貯蔵の活
用はすべてのシナリオにおいて、現在の約 30TWh から 2030 年の約 70TWh を経
て、2050 年には 80%の温室効果ガス削減を達成するシナリオにおいて約 170TWh
（H2）から約 270TWh（ELEC）の範囲へと増加する一方で、温室効果ガス削減達
成量の高いシナリオでは約 160 から 200TWh を使用します。すべてのシナリオに
おいて、約 30%未満の貯蔵は揚水からものであり、およそ 70%が据え置きバッテ
リーからのものです。最も高い従来型/「直接的」貯蔵は e-fuel が最終需要部門で
展開していないシナリオ（ELEC、EE および CIRC）で行われます。 

 図 27 は貯蔵および e-fuel 生産の能力の発展を示しています。従来型/「直接的」
電力貯蔵の状況下では、揚水発電貯蔵は 2030 年の 51GW（2015 年のレベルに近
い）から最大 70GW（ELEC）までゆっくりと上昇します。据え置きバッテリーは
e-fuel の大きな発展のないこれらのシナリオで一般的に高い展開率を持ち（EE、
CIRC および ELEC）、2030 年の 29GW（現在の微々たる量）から、54GW（1.5LIFE）
から 178GW（ELEC）の範囲へと上昇し、将来において大きな役割を果たすでし
ょう。高い温室効果ガス削減を達成するこの 3 つのシナリオにおいては、以下のよ
うに水素および e-fuel の両方が大きく発展するため、この形式の貯蔵の必要性は
最も低くなります。 

 
 
 
 
 



12 
 

 
図 27:電力貯蔵および新たな燃料の生産量（2050 年） 

 
出典: ユーロスタット（2015）、PRIMES 
 
○ 建築部門 

 これらのエネルギー消費が上向きであるという傾向にもかかわらず、建築部門の
最終エネルギー消費は実際には減少すると予想されていますが、これは 2030 年ま
でに、家庭部門およびサービス部門で 2005 年と比較してそれぞれ 28%および 12%
の最終エネルギー需要の減少があるという注目すべき結果になるという政策的措
置によるものです。ベースラインシナリオを見ると、2050 年までに家庭部門で 38%、
サービス部門で 8%減少し（2005 年比）、これはサービス部門における経済成長は
強力な相殺の勢力となるとされるためです。 

図 39:2050 年における建設部門のエネルギー消費の変化（2005 年比） 
 

 
注:「暖房と冷房」には空間暖房、温水、調理および空冷が含まれる 
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出典: ユーロスタット（2005 年の部門別エネルギー消費総計）、 PRIMES 
 リフォーム率や冷暖房設備や機器のエネルギー性能における改善の域を超えて、

建築物の自動化、制御およびスマートシステム（buildings automation, control and 
smart systems、（BACS））（すなわち、スマートビルディング）も需要削減に貢献
しています。分析されたシナリオにおいて BACS により達成できる節約 288 は、
特に上記で説明した通りサービス部門において有用なエネルギー需要の削減を推
進します。しかし、エネルギー消費削減のより高い可能性を示すいくつかの研究や
実証プロジェクトとは対照的に、家庭部門での同様の影響に関して予測はより保
守的です。これらの研究を踏まえると、「スマートビルディング」は費用的に厳し
い可能性のあるリフォームの必要性を部分的に低下させることもあり得ます。ま
た、これは、特に「スマートビルディング」が自身の生成物（再生可能資源から生
成）や場合によっては貯蔵（電気自動車における例）の管理と結合している場合に、
消費者をさらに巻き込み、力を与える機会でもあります。 

 燃料ミックスに関して、最も強力なものとして浮かび上がってくる（ベースライン
シナリオにおいては済み）傾向は、建築部門が電化の急速な進行を経験するという
ことです。業務ビルにおける電力シェアは、現在の 50%から 2050 年までの 83%
（ELEC）からその他の脱炭素化のケースすべてにおける 80%の間の値へと上昇し
ます。住居においては、2050 年では 53%（P2X）から 68%（ELEC）、1.5℃シナ
リオでの 63%と現在の 25%から 2 倍以上のシェアへの上昇と目を見張るもので
す。 

図 42:最終エネルギー需要の建築物における電力のシェア 

 
出典: ユーロスタット（2015）、PRIMES 

 空間暖房（特に、さまざまな技術を用いるヒートポンプが果たす大きな役割による）
の電化はとりわけ住居においてこの動きの重要な推進要因であることは明らかで
す。また、前チャプターで説明した電化製品の普及の上昇（エネルギー効率対策に
よりある程度減速する）は電力需要を押し上げています。 
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○ 運輸 

 旅客輸送活動は、ベースラインシナリオにおいて 2015 年から 2030 年で 16%、
2050 年までには 35%増加すると予測されています。乗用車およびトラックは、他
のモードに比べ増加ペースが鈍化する（2015 年から 2030 年で 12%、2015 年から
2050 年で 26%）にもかかわらず、2030 年までには旅客輸送の 69%に、2050 年ま
でには約 3 分の 2 に寄与するとされています。これらのシナリオにおいて、上記
の輸送の増加率の低迷は、EU 加盟国 15 か国の多くで飽和に近い状態にあった自
動車保有台数の増加が鈍化すること、Eurovignette Directive（道路課金指令）の改
定案に沿った広範囲で細かく分けられた距離ベースの道路課金制、および鉄道へ
の移行によるものです。鉄道輸送活動は道路に比べ非常に早く増加すると思われ
ますが、これは特に国内の旅客鉄道輸送サービスの市場を開放すること、TEN-T
ガイドラインを効果的な施行、CEF からの資金による支援によって推進され、2030
年までの TEN-T 中核ネットワークの完成、および 2050 年までの包括的ネットワ
ークの完成につながると思われます。旅客鉄道輸送活動は 2015 年から 2030 年で
36%（2015 年から 2050 年で 72%）上昇します。そのモーダルシェアは 2030 年ま
でに約 1.5%増加、2050 年までにさらにシェアが上がります。 

 EU内航空輸送はベースラインシナリオにおいて大きく増加（2030年までに41%、
2050 年までに 94%）し、輸送需要全体におけるそのシェアも増加（2030 年までに
2%、2050 年までにさらに 2%）します。全体的に、EU 外の国際運航を含む航空
運航は、2030 年までに 43%、2050 年までに 101%増加し、欧州の空と空港を飽和
させると予測されています。しかし、以下のようなあいまいな項目があります。航
空を起因とする EU ETS の排出枠に対する需要の範囲を評価するために、国際市
場本位の、より高い成長の予測および PRIMES 予測（AERO モデルより）を用い
る国際航空の排出 317 に対する単一の手段を実施するという観点の、EU ETS の
レビューに付随する Impact Assessment。ベースラインシナリオ（年平均成長率）
および 80%削減からネットゼロ排出までを達成するシナリオ（2050 年のベースラ
インシナリオと比較した変化率）における 2050 年までの旅客輸送活動の発展につ
いて図 45 に示します。 
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図 45: ベースラインシナリオ（年平均増加率）や 80%削減からネットゼロ排出までを達成
するシナリオ（2050 年におけるベースラインに対する変化率%）における旅客輸送活動 318 

 
出典: PRIMES 
 

 内陸での貨物輸送モードはベースラインシナリオにおいて旅客用よりもペースが
速く 2030 年までに 29%、2015 年から 2050 年で 53%の増加を達成します。内陸
貨物輸送における道路輸送のシェアは、2030 年までに 69%、2050 年までに 68%
とわずかに低下すると予測されています。トンキロで表される大型運搬車両の運
行は、ベースラインシナリオにおいて 2015 年から 2030 年までで 26%（2015 年
から 2050 年までで 46%）増加すると予測され、一方で小型運搬車両の運行は 2015
年から 2030 年までで 25%（2015 年から 2050 年までで 52%）増加するとみられ
ています。鉄道貨物輸送活動は 2030 年までに 45%、2015 年から 2050 年で 88%
増加し、これは旅客鉄道の活動よりも速いペースで、2030 年までのモードのシェ
アは 2%増加し、2050 年までにはさらに 2%増加します。内陸舟運貨物輸送の運行
319 も TEN-T の中核的および包括的ネットワークの完成によるメリットを受けま
す。内陸水路輸送の推進や経済活動における回復により、2030 年までに 28%増加
し、2015 年から 2050 年までで 46%増加します。内陸舟運貨物輸送や貨物鉄道活
動の大幅な増加も道路課金制や Combined Transport Directive（複合輸送指令）の
改訂および貨物輸送に関する電子文書の実装に後押しされています。 

 ベースラインシナリオ（年平均増加率）や 80%削減からネットゼロ排出までを達
成するシナリオ（2050 年のベースラインと比較した変化率（%））における 2050
年までの内陸貨物輸送の活動の発展について、図 46 に示します。 
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図 46: ベースラインシナリオ（年平均増加率）や 80%削減からネットゼロ排出までを達成
するシナリオ（2050 年のベースラインと比較した変化率（%））における 2050 年までの内
陸貨物輸送の活動の発展 320 

 

出典: PRIMES 
 EU での国際海運輸送活動は、ベースラインシナリオにおいて大きく増加し続ける

と予測されています。この予測は PRIMES モデルによるもので、一次資源やコン
テナによる船舶輸送の需要の高まりなどで 2015 年から 2030 年で 21%、2015 年
から 2050 年で 51%増加します。セクション 4.4.1.5 で説明した通り、EU 国際海
運のモデリングはすべての排出削減シナリオの主要な分析に統合されてきません
でした。しかし、EU 国際海運向けに作成された 3 種の定式化された別のシナリオ
はすべて、ベースラインと比較して、トンキロで表現される輸送活動の増加率が低
いと示しています（2015 年から 2050 年で H2Mar50 および H2Mar70 シナリオに
おいて 43%、1.5LIFEMar シナリオにおいて 37%）。これは 2050 年までに 80%削
減からネットゼロ排出までを達成するシナリオにおいては、化石燃料の輸入が少
なく、よって輸送需要も少ないためです。 

図 47: ベースラインシナリオと異なるシナリオにおける EU 国際海運活動 

 

出典: PRIMES 
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 2050 年までにネットゼロ排出を達成するシナリオにおいては、2040 年以降には新
型車両の CO2 排出が 0gCO2/km となり、充電ステーションや水素補給ステーシ
ョンが広く整備されるため、バッテリー式電気車両および燃料電池車両のドライ
ブトレインのシェアは 2050 年で 96%（バッテリ式約 80%、燃料電池 16%）に達
します。この結果も、2050 年までにネットゼロを達成するシナリオにおいて、e-
fuel およびバイオ燃料が道路貨物、航空および海事などの輸送部門を含めた脱炭素
化を実施できるオプションをほとんど持たないエネルギーシステムの別の部分に
おいて優先順位をもって使用されるという事実と関連があります。これは、乗用車
のフリートが 2050 年までの数十年にゼロ排出車両に迅速に取って代わられる必要
があることを暗示しています。プラグインハイブリッド車は、保有自動車台数の
2%未満まで減少し、ガス燃料（LPG および CNG）内燃機関車両は 2050 年におい
て保有自動車台数の 1%未満まで減少します。 

図 49:ベースラインシナリオと 2050 年までに 80%削減からネットゼロ排出までを達成する
シナリオにおけるドライブトレイン技術による自動車の保有全台数内のシェア 

 
出典: PRIMES 
 

 小型商用車フリートは現在、従来型のディーゼル伝動機構が多数派となっていま
す（保有台数の約 90%）。ベースラインシナリオにおいて、バッテリー式電気車両、
プラグインハイブリッド車および燃料電池車両は 2050 年までに大きなシェアを獲
得すると予測されています（保有台数の 46%）。これは、委員会の 2030 年に向け
た新規小型商用車に対する CO2 基準、および充電ステーションや水素補給ステー
ションの整備に関する提案によって推進されています。ハイブリッドなどの従来
のパワートレインは 2050 年においても保有台数の約 54%を提供すると思われま
す。 
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 1.5TECH シナリオおよび 1.5LIFE シナリオにおいて、2040 年以降には小型商用
車の CO2 排出が 0gCO2/km となり、充電ステーションや水素補給ステーション
が広く整備されるため、バッテリー式電気車両および燃料電池車両は 2050 年にお
いて保有されている台数の約 92%を占めます。上記で説明したように、この結果
も、2050 年までにネットゼロを達成するシナリオにおいて、e-fuel およびバイオ
燃料が、道路貨物、航空および海事などの輸送部門を含めた、脱炭素化を実施でき
るオプションをほとんど持たないエネルギーシステムの別の部分において優先順
位をもって使用されるという事実と関連があります。これは、小型商用車のフリー
トが 2050 年までの数十年にゼロ排出車両に迅速に取って代わられる必要があるこ
とを暗示しています。プラグインハイブリッド車は、保有台数の 3%未満まで減少
します。 

図 50:ベースラインシナリオと 2050 年までに 80%削減からネットゼロ排出までを達成する
シナリオにおけるドライブトレイン技術によるすべての小型商用車の保有台数内のシェア 

 
出典: PRIMES 
 

 4.4.1.5 に示したとおり、大型運搬車両（HGV）について、このシナリオは不確実
で多様な技術予測を反映しています。シナリオは、技術的選好の違い、移動距離、
積み荷および利用可能なインフラの選択に左右されるさまざまな条件下で使用さ
れるさまざまな HGV 技術を示しています。以下の燃料ミックスについてのチャプ
ターを参照してください。 

 大型運搬車両保有台数では現在、従来型のディーゼルパワートレインがほぼ全数
を占めています。ベースラインシナリオにおいては、新形式の大型運搬車両の CO2
基準によって、大型運搬車両のシェアは大幅に低下（ハイブリッド車を除いて 2050
年までに約 51%に下落）すると予測されています。ガス燃料車両は 2050 年の HGV
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保有台数の約 18%、ハイブリットは約 29%を占めると予測されています。全体と
して、電気自動車や燃料電池車両は、ベースラインシナリオにおいて 2050 年まで
に保有台数の約 2%しか提供されないとされています。ベースラインシナリオは
2030 年以降も変わらず、2030 年に向けた委員会の提案に則した新たな大型運搬車
両の CO2 基準を保持することに注意しなければなりません。その結果、さらなる
進展がフリートの取引や技術的進歩により、また LNG の補給インフラの整備が予
想されるため推進されます。 

図 51: ベースラインシナリオおよび 2050 年までに 80%削減からネットゼロ排出までを達
成するシナリオにおいて、ドライブトレイン技術による全大型運搬車両保有台数のシェア 

 

出典: PRIMES 

 バスおよび長距離バスについて、ベースラインシナリオは、2050 年までのハイブ
リッド車（36%）やガス燃料車両（21%）の大幅な普及を保有台数に対するシェア
として予測しています。電動ドライブトレイン（バッテリおよびトロリーバス）は
2050 年にはフリートの約 5%を占めるとされます。しかし、2050 年までに 80%削
減からネットゼロ排出までを達成するシナリオにおいては、ドライブトレインの
用途や使用可能な技術によって状況は複雑なものになります。バスは大抵、電化が
実行可能なオプションである都市部環境にて使用される一方で、長距離バスはよ
り長距離を運行しますが、大型運搬車両が直面するのと同様の制約に直面します。
バスにおいては 330、EE、ELEC および CIRC シナリオは 2050 年の車両フリート
のうちほぼすべてが電化されるとみています。H2 シナリオにおいて、2050 年に燃
料電池車両は保有台数において多数を占め（84%）、電気自動車（バッテリ式およ
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びトロリー）は約 16%を占めています。しかし、P2X シナリオでは、従来型のデ
ィーゼルのドライブトレインが、依然として 2050 年には保有台数の約 26%、ガス
燃料車両は約 24%を占め、一方で電気バスは 2050 年までに保有台数の 41%に達
します。P2X シナリオでは、e-gas、e-liquid、液体および気体バイオ燃料などの低
炭素燃料が温室効果ガス排出削減に大きな役割を果たします。COMBO シナリオ
および 2050 年までにネットゼロ排出を達成するシナリオは、電気バスのシェアが
79 から 88%である一方、燃料電池車両は 3 から 14%で、ガス燃料車両は 6 から
8%を占めるとしています。さらに、e-gas、e-liquid、液体および気体バイオ燃料は
ICE パワートレインで使用される燃料の炭素集約度の低下にて大きな役割を果た
します。長距離バスに関しては、結果は大型運搬車両の場合と同様ですが、燃料電
池車両は 1.5TECH シナリオおよび 1.5LIFE シナリオにおいて、大きな市場シェア
を得ています。 

 鉄道に関しては、すべてのシナリオが主なオプションとして電化を示しています。
ベースラインシナリオでは、旅客用車両の約 87%、貨物車両の 77%が 2050 年ま
でに電化されると予測しています。2030 年までに中核 TEN-T ネットワーク、2050
年までに包括 TEN-T ネットワークの完成が想定されており、このため、上記の予
測には大きな努力が必要となります。2050 年までに 80%削減を達成するシナリオ
においては、電車車両は 2050 年の段階で旅客用の約 93 から 95%、貨物用の 85 か
ら 88%を占めているとされ、鉄道インフラはこのような変化に対応するため、2050
年までに大幅に電化する必要があります 331。COMBO シナリオおよび 2050 年ま
でにネットゼロ排出を達成するシナリオでは、電車車両のシェアは EE シナリオで
のシェアと同程度です（旅客用で 95%、貨物用で 88 から 89%）。 

 PRIMES シナリオでは、内陸舟運が内陸水路と国内海事をカバーします 332。ベー
スラインシナリオでは、船舶フリート（87%）の大多数が 2050 年までに液体燃料
を動力源とすると予測されています。LNG 船舶は、CEF 基金や LNG 補給インフ
ラの展開が予想されるため、また国内海事に関連する Sulphur Directive により推
進され、2050 年までにフリートの約 13%を占めるとされます。 

 EU の地理的範囲を考えると、すでにセクション 4.4.2.1 で説明したように、ベー
スラインシナリオにおいては、EU 外の国際飛行を含む航空輸送の運行は大きく増
加すると予測されています（2015 年から 2030 年で 43%、2015 年から 2050 年で
101%）。エネルギー効率は、ベースラインシナリオにおいてはすでに強力な推進要
因です。エネルギー効率は、航空機技術と設計に関する手段、航空交通管理と運用、
稼働率の向上などの項目が組み合わさって決まります。人キロ（100 万）あたりの
石油換算トンで測定される広義での航空輸送のエネルギー集約度は、ベースライ
ンシナリオにおいて大幅に低下し、2015 年から 2030 年で 25%、2015 年から 2050
年で 39%となります。2050 年までに 80%削減からネットゼロ排出を達成するシナ
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リオにおいて、エネルギー効率は向上し、2015 年比で 2050 年には約 42%向上す
ると予測されています。 

図 52: ベースラインシナリオ、および 2050 年までに 80%削減からネットゼロ排出を達成
するシナリオにおける 2050 年での航空燃料ミックス 

 
出典: PRIMES 
 

 既にセクション 4.4.1.5 で説明したように、3 つの定式化された異なるシナリオは
EU 国際海運運行の PRIMES モデルを用い、H2 や 1.5LIFE シナリオを基にして実
行されます。H2 シナリオを基にした別のシナリオは、2008 年と比較して温室効果
ガス排出を 50%および 70%削減すると想定されています（それぞれ H2Mar50、
H2Mar70）。1.5LIFEMar シナリオにおいて、国際船舶輸送は経済全体の温室効果
ガスのネットゼロ排出目標の一部であると想定されており、2050 年までに 2008 年
比で排出量の約 88%を削減します。 

 エネルギー効率は、推進力、プロペラ、船体塗装などの技術を通じて、またスピー
ドを落とすことで、2050 年までに 3 つすべての異なるシナリオでの脱炭素化にお
ける排出削減の達成に大きく貢献します（H2Mar50 において 2015 年比で 2050 年
までに 25%、H2Mar70 において 28%、1.5LIFEMar において 33%）。 
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図 54: ベースラインシナリオと脱炭素化シナリオにおける EU 国際海運燃料ミックス 

 

出典: PRIMES 
 
○ 産業 

 産業における現在の取り組みや政策が継続していることを示す証拠の数が増えて
いるため、2050 年までにさらに 1990 年比で 55%から 65%の範囲の温室効果ガス
排出削減を達成できます。しかし、この削減は主に現在の傾向（エネルギー効率対
策または構造的な変化など）、予測可能な技術的発展、デジタル化や自動化などの
大きな流れ、および現在の対策や政策から生じたもので、望み通りにはなりません。 

 現在の商用的技術のみでは、80%から 95%の産業部門の排出削減は達成できない
ため、革新的な脱炭素化技術を開発し、信頼性や、お手頃感を実証するため大規模
なテストをしなければなりません。世界的な競争の激しさと多額の投資の必要性
という課題が、産業部門の脱炭素化の課題に加わります。現在、産業部門の排出の
大きく削減するための広く認められている経路は存在しませんが、経済圏の他の
部門（電力、輸送、建設）と同様にソリューションは存在するとみられます。これ
は、欧州の企業は自身の活動を脱炭素化する方法を研究し、根本的な低 CO2 イノ
ベーションを発見することについて活発さを増してきたためです。新しい技術開
発のための長いリードタイムと産業の投資サイクル（20 年から 30 年）を考える
と、2050 年までに展開される予定の排出を大きく削減する技術は現在において既
に知られている可能性が高いです。いくつかの現在のプロジェクトと例は、加工産
業の大規模な脱炭素化がどのように起きるかを実証しています。 

 期待した-80%レベルに必要な削減の達成を温室効果ガス排出の削減に言い換える
と、産業においては 1990 年比で 75%から 85%となります。これは、多くの研究
によって、現在の技術を用いたとしても多くの場合において実現可能と見なされ
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ますが、規模の拡大や市場への浸透を目的にさらに開発する必要があります。エネ
ルギー効率、持続可能なバイオマスの使用を増やすことや電化（ますます増加して
いるカーボンフリーなエネルギー源から生産される電力による）は、この目標を達
成するための技術的な準備のオプションです。 

 PRIMES における産業部門の最終エネルギー消費の合計 388 は、産業全体の結果
では増加の予測があるにもかかわらず、すべてのシナリオで 2015 年から 2050 年
において減少すると予想されています（図 68）。最も高い削減は（22%から 31%）
エネルギー効率が上がるか循環経済を行う（またはその両方）シナリオで見られま
す。後者は循環経済のシナリオではあるサブセクターの結果が減少し、原料の二次
生産が増加すると予測しているため起こります（一次生産よりエネルギー集約が
低い）。最終エネルギー消費の削減が最も低いのは高電化率シナリオです（11%）。
これは、このシナリオの焦点が高温用途の加熱プロセスよりも効率の低い工業加
熱と特定のプロセスの電化に向いているためです。同時に電化は熱回収を通じて
エネルギー節約の可能性を下げます。電力は低エンタルピー熱の使用における加
熱プロセスよりも効率が良いですが、これらの使用におけるエネルギー需要の量
は高温使用のエネルギー需要全体の一部です（図 64 参照）。 

図 68: 産業部門のシナリオごとの 2015 年比の最終エネルギー消費合計 

 
出典: PRIMES 
 

 80%の温室効果ガス削減を達成するシナリオにおいて、化石燃料のシェアはほぼ
半分となります。図 69 のとおり、シナリオに基づくと、化石燃料の減少分は電力
（ELEC において）、水素（H2 において）、クリーンガスおよびバイオマス（P2X
において）または需要の低下や一部の電力やバイオマス（EE および CIRC におい
て）となっています。バイオマスおよび蒸気は、ベースラインにおいて、80%の温
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室効果ガス削減を達成するシナリオでは 45Mtoe から 50Mtoe、温室効果ガスがネ
ットゼロのシナリオでは 35Mtoe と 2015 年の 26Mtoe と比較すると、従う経路に
よっては若干の差異がみられますが、それぞれの増加の程度をほぼ維持していま
す（EE の上記で低下、P2X および CIRC のバイオマスで増加）。 

図 69: 2050 年におけるベースラインと比較した産業部門の最終エネルギー消費の相違 

 
出典: PRIMES 

 エネルギー集約度はベースラインおよび 80%の温室効果ガス削減を達成するシナ
リオにおいてほぼ同じとなりますが、炭素集約度はすべての脱炭素化シナリオに
おいて大幅に下がります。図 70 にさまざまなシナリオでの産業部門の炭素集約
度について示します。 

図 70:産業部門の炭素集約度 

 
出典: PRIMES 
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 下の図 71 は、FORECAST モデルのシナリオを基にした、2050 年の産業部門の
残存排出の概要を示したものです。温室効果ガス排出は、主にプロセスや化石燃料
からの排出で、すべてのシナリオをまたがる予測において、すべての排出源が削減
に寄与し、着実に低下するとみられています。しかし、プロセスからの排出の相対
的重要性は 2050 年に向けて上昇する一方で、石炭等の化石燃料または天然ガスな
どの他の排出源（からの排出の相対的重要性）は低下します。すべての脱炭素化シ
ナリオにおいて、少量の化石燃料が 2050 年においても使用されています。その理
由は資本の寿命の長さ、技術ストックの置き換えにおける惰性やニッチ市場の残
存です。 

図 71: EU28 カ国におけるシナリオおよびエネルギーキャリアごとの産業部門の残存温室効
果ガス総排出量 

 
出典: FORECAST 

 
 
 
１-４国際協力や自国の製品・技術等による海外貢献への言及 

 (In-Depth AnalysisP.241) 低炭素産業の競争力は差別化を容易にし、市場に低炭素
価値を認識させるような枠組みを必要とします。高い気候への野心がより高価な
工業製品、よりクリーンなエネルギーインフラ、世界各国や EU の供給源からの持
続可能な原材料を必要とすることを示しているという事実はまだ世論に浸透して
いません。これらの分野における住民の受入れが、EU の産業が変革する際に競争
力を確保にするために重要になります。 
The competitiveness of low carbon industry will require a framework that facilitates 



26 
 

differentiation and encourages markets to recognise low carbon value. The fact that 
high climate ambition implies higher priced industrial goods, more clean energy 
infrastructure and the need for sustainable raw materials from international and EU 
sources has not yet penetrated public opinion. Public acceptance in these areas will 
be key to ensure the competitiveness of EU industry as it transforms. 

 (In-Depth AnalysisP.241)産業政策は、競争力のある温室効果ガスニュートラルへ
の業界の移行の支援を可能にする枠組みの一部を提供することができます。例え
ば、単一市場、一次原材料、二次原材料用の正しく機能している域内市場、重要な
原材料の代替、公的調達、基準設定、製品表示の戦略的利用、中小企業政策と主要
な実現技術の推進を通じてこれを行うことができます。低炭素への移行の課題を
産業競争上の優位性と成長の機会に変えるためには、他の枠組みの条件を整える
必要があります。これには、貿易を支援する政策、投資環境、競争、税制、研究と
イノベーション、地域政策、エネルギーインフラ、原材料へのアクセスなどが含ま
れます。 
Industrial policy can deliver part of the enabling framework supporting industry’s 
transition to competitive GHG neutrality - for example through the Single Market; 
a well-functioning internal market for primary and secondary raw materials; 
substitution of critical raw materials; strategic use of public procurement, standard-
setting and product-labelling; SME policy and promotion of key enabling 
technologies. Other framework conditions need to be in place to turn low carbon 
transition challenge into an industrial competitive advantage and growth 
opportunity. These include a supportive trade policy, the investment environment, 
competition, taxation, research and innovation, regional policy, energy 
infrastructure and access to raw materials. 

 (In-Depth AnalysisP.241)貿易政策の観点からは、世界市場へのオープンアクセス
と不公平な貿易慣行からの保護を伴う、真に公平で機会が均等な競争の場が、低炭
素技術とサービスの移転と輸出を成功させることができる企業の競争力を保証す
るはずです。 
From a trade policy perspective, a truly fair and level playing field with open access 
to global markets and protection against unfair trade practices should guarantee the 
competitiveness of those companies that are able to successfully lead the transition 
and export low carbon technologies and services. 

 (In-Depth AnalysisP.241)競争政策の観点からは、投資を誘致し、炭素リーケージ
を防ぐためには、部門横断的プロジェクトの開放性、エネルギー供給者と産業界と
の間のパートナーシップがすべて必要です。 
From a competition policy perspective, openness to cross-sectoral projects, 
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partnerships between energy providers and industry will all be necessary to attract 
investment and protect against carbon leakage. 

 (In-Depth AnalysisP.241)産業政策の観点からは、移行のタイミングが非常に重要
となります。欧州の工業施設が古くなってゆくので、古い工場は新しい低排出プラ
ントに置き換えなければなりません。排出ガスのない代替品への需要が高まるに
つれて、新製品が市場に投入される必要があります。これらの政策の問題に答える
には、詳細な産業ロードマップが必要となります。 
From an industrial policy perspective, the timing of the transition will be crucial. As 
European industrial installation age, old factories should be replaced with new, low-
emissions plants. New products should be brought to the market as demand for 
emissions-free alternatives increases. Answering these policy questions requires a 
detailed industrial roadmap. 
 

 
１-５気候変動対策と経済の両立への工夫、想定コスト 

 モデル化の結果は、シナリオとは関係なく限られた範囲内で変化し、GDP への脱
炭素化の影響は限定的であるという一貫したメッセージを伝えます 470。JRC-
GEM-E3 は脱炭素化が一般的に 2050 年までの GDP に対して若干マイナスの影響
を与えることを示す一方で、E3ME および QUEST は、脱炭素化の取り組みが実
際には GDP に対してややプラスの影響（ネットの温室効果ガスニュートラル化の
状況を含む）を与えることを示しています。市場の不完全性や経済が全力で操業さ
れているかどうかに関する明確な仮定はこれらのモデルの違いの中心部にありま
す。E3ME は始めるにあたり経済が未使用リソースをいくつか有していることを
想定しています。これは脱炭素化への追加投資が需要への刺激剤として作用し、さ
らなる成長を促すことを意味します。追加投資は借入金で調達する必要がありま
すが、貸付金の返済コストは後の段階でマイナスの刺激を生み出します。QUEST
も脱炭素化の取り組みによってプラスの出費（追加投資）のショックを生み出すと
想定しています。逆に、JRC-GEM-E3 では未使用リソースはなく、経済は均衡状
態にあると想定しています。さらに、部門間での生産要素の割り当ての違いにより
小規模なマイナスの影響があると予測します。これは生産性に影響を与えます。し
かし、これらの 3 つのアプローチの間の結果の違いは小さいことに注意しなけれ
ばなりません。 

 このマイナスの影響は最悪の場合、実質 GDP がベースラインの場合よりも 2050
年に 1.30%下がることを示します（JRC-GEM-E3、1.5°C 世界的対策シナリオ）。
最善の場合は、プラスの影響は実質 GDP が 2050 年にベースラインよりも 2.19%
高くなることを示します（E3ME、1.5°C 世界的対策シナリオ）。QUEST モデル
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の結果は、これら 2 つの間に位置します（表 12）。期間全体での GDP への影響を
考えると、JRC-GEM-E3 はベースラインからの乖離が 2050 年まで徐々に増加し、
そこで最も高くなります。次に、2045 年あたりで刺激が最大限作用し、その後は
貸付金の返済が GDP へのプラスの影響を緩和するため、E3ME モデルでの GDP
への影響は徐々に拡大します。1.5℃世界的対策シナリオでは、プラスの影響が
2045 年の 3.0%をピークに上昇しますが、その後は下落し 2050 年には 2.2%とな
ります。 

 
表 12：80%削減シナリオおよび 1.5℃シナリオの GDP への影響（ベースラインからの乖
離、%） 

GDP対2050年 ベ
ースライン 

断片的な対策 世界的対策 

気温目標 2°C 1.5°C 2°C 1.5°C 

EUの対策1 -80% 
ネット温室効
果ガスニュー
トラル化 

-80% 
ネット温室効
果ガスニュー
トラル化 

世界的1対策 NDC NDC -46% -72% 

JRC-GEM-E32 -0.13% -0.63% -0.28% -1.30% 

E3ME 1.26% 1.48% 1.57% 2.19% 

QUEST 0.31% 0.68% -- -- 
1温室効果ガス排出または実施される政策。 
2異なるモデルにおけるベースラインからの乖離のGDPに対する割合（%）示す。こ
の異なるモデルではETS部門での利益が最大となること、家庭に対する長期に渡る炭
素収入の一括移行における柔軟な賃金を想定する。 

出典: JRC-GEM-E3 および E3ME 
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 それにもかかわらず、個々の部門は GDP に対する影響とは異なる方法で影響を受
けます。特に、主要な国際取引物品部門（鉄類、非鉄類、化学、紙製品および非金
属鉱物）への影響は、断片的対策下よりも世界的対策シナリオ下の方がより好まし
く（大きくプラスまたは小さくマイナス）なります（表 13）。これらの部門では競
争力効果が市場規模の効果よりも重要であると思われ、エネルギー集約度が大き
く取引を重視する部門において対比がより明確になります。これに加え、世界的対
策シナリオにおいて EU の産業は先行者利益を得られますが、その利益は徐々に
減少する可能性が高いです 474。全体的には、断片的対策シナリオおよび世界的対
策シナリオの両方において結果への影響が比較的小さいままである点に注意する
ことが重要です。 

 
表 13：部門ごとの結果への影響（ベースラインからの乖離、%） 

2050 断片的対策 世界的対策 

 
80% 
削減 

1.5°C 
80% 
削減 

1.5°C 

化石燃料産業1 -32.6 -54.5 -33.0 -40.6 

電力供給2 10.1 23.8 9.2 29.7 

鉄類 -4.4 -10.1 2.3 5.5 

非鉄類 -1.0 -1.2 0.6 6.1 

化学製品 -1.9 -2.7 -1.8 -1.1 

紙製品 0.2 1.1 1.3 6.8 

非金属鉱物 -1.3 -3.5 0.3 1.7 

電気製品 0.6 -2.7 0.1 -3.4 

輸送装置 -2.3 0.0 -2.9 -3.9 

建設 1.4 3.3 1.0 2.5 

輸送 -2.5 -5.6 -2.5 -8.7 

市場サービス -0.4 -0.7 -1.1 -2.9 

1 石炭と原油、石油とガス産業 
2 発電、輸送と供給、および電力小売と取引 

出典: JRC-GEM-E3 
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 完全な労働市場と家庭に対する炭素収入の一括移行 476 があるモデルの下では利
益の最大化よりも市場シェアの最大化の方が、GDP の損失は極限まで低下します。
これは、炭素価格が高いので、ETS 部門の高い結果が非 ETS 部門の若干低い結果
によって相殺されるためです（表 14）。労働市場の不完全性も含まれる場合、労働
税を下げる炭素収入の循環は GDP に小さなプラスの効果を与えます。これは炭素
収入が労働市場への課税に関係する歪みを減らす税制シフトを可能にするためで
す。炭素収入（市場シェアの最大化対利益最大化の下で発生する）が増加すると効
果もよりプラスの方向へ向かいます。全体として、労働税を減らす炭素収入の循環
により経済生産高が高まり、産業における生産コストは減少します。これは、産業
部門の競争力（と生産物）にプラスの影響を与えます。労働税を下げる炭素収入の
循環はそのため、産業部門での移行を促進するのに使用できる追加的政策です。 

 
表 14：GDP、利益の最大化、市場シェア最大化および炭素収入循環への影響 

2050年におけるGDP 対 ベ
ースライン、 
JRC-GEM-E3 

断片的対策 世界的対策 

 
80% 
削減 

1.5°C 
80% 
削減 

1.5°C 

利益最大化、完全な労働市

場、一括移行 
-0.13% -0.63% -0.28% -1.30% 

市場シェア最大化、完全な

労働市場、一括移行 
-0.10% -0.59% -0.25% -1.26% 

市場シェア最大化、不完全

な労働市場、炭素収入循環 
0.05% -0.29% -0.18% -1.09% 

出典: JRC-GEM-E3 
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 しかし、最も大きな影響にとって重要なのは、想定されるシナリオとは関係なく同
様の性質の影響を持って発生する投資の形式です。予想通り、化石燃料への投資は
エネルギーシステムからこの燃料を早い段階で撤去する必要性を反映し、期間を
通してベースラインを下回ると予測されます（表 16）。代わりに、産業部門は継続
的な脱炭素化に対して追加投資を必要とすると予想されており、一方で電力への
高い依存性が供給される資源と発電技術の大規模な切り替えを必要とします。 

表 16：EU における部門投資の影響（ベースラインからの乖離、%） 

2050 断片的対策 世界的対策 

 80% 
削減 

1.5°C 80% 
削減 

1.5°C 

化石燃料産業 -40.6 -58.2 -40.4 -40.9 

電力供給 8.5 21.9 7.4 26.3 

鉄類 -3.7 -9.4 3.3 6.7 

非鉄金属 -0.4 -1.1 1.0 5.2 

化学製品 -1.1 -2.3 -0.9 -0.1 

紙製品 0.8 1.2 1.8 6.5 

非金属鉱物 -0.7 -2.4 0.9 2.7 

電気製品 1.6 3.1 0.9 -3.9 

輸送装置 -1.3 0.8 -2.1 -3.4 

建設 2.0 3.6 1.7 3.0 

輸送 -0.8 -3.1 -0.9 -6.1 

市場サービス 0.0 -0.4 -0.7 -2.7 

出典: JRC-GEM-E3 
 
１-６主要なエネルギー対策、研究開発分野 
○ ゼロ炭素電源(In-Depth AnalysisP.243) 

 再生可能エネルギー技術は、電力部門の脱炭素化の重要な成功要因です。成熟した
技術（例えば、陸上風力発電、太陽光発電、および確立されたバイオエネルギー）
から、実績はあるけれど最適化の余地がまだある技術（例えば、洋上風力発電）、
そして未熟な技術（例えば、海洋エネルギー）まで、技術的なオプションは複数あ
ります。海洋エネルギー部門（波力／潮汐）、代替太陽光コンセプト（薄膜、集光
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型太陽光発電）、あるいは太陽熱発電など、より成熟した技術をさらに最適化し、
オプションのポートフォリオを拡大するための取り組みが必要です。 

 より分散化された可変電力システムへの移行は、（デジタル化によって）電力シス
テムが今よりはるかにインテリジェントで柔軟性のあるものとなる必要があるこ
とを意味します。R&I は、デジタル化を通じたシステムのインテリジェンス向上
と、コンポーネントのスマート性の発展に注力し、より再生可能で需給調整可能な
発電能力（例えば需給調整可能な再生可能資源、水素ベースの電力）、エネルギー
ｃ（例えばグリーン水素などのパワーツーガスソリューションなとの貯蔵能力）、
需要サイド管理プログラム、そしてより反応の迅速なグリッドなどの手段によっ
て、システムの柔軟性を高めなければなりません。 

 さらに、現在の研究努力から全く新しい発電技術が出現する可能性があります。例
えば、温室効果ガスや長期間残存する放射性廃棄物を発生させず、豊富にある利用
可能な燃料を活用したプロセスである核融合エネルギーを開発する科学的プログ
ラムに取り組んでいる国もあります。主要なグローバルでの取り組みの 1 つは、す
べての主要経済国（EU、米国、中国、日本、ロシア、韓国）が参加する国際熱核
融合実験炉（ITER）であり、これは EU の核融合研究への主要な貢献となってい
ます。 

○ 電化(In-Depth AnalysisP.244) 
 電化はいまだに大規模に化石燃料を使用している輸送、加熱および産業などの需

要サイド部門の脱炭素化に貢献する大きな機会を提供します。ますます電化が進
む世界では、電池は低炭素経済の重要な技術要素の 1 つになります。急速に拡大す
るグローバルバリューチェーンが出現しています。現世代のリチウムイオン電池
の開発はすでにかなり進んでいますが、依然として最適化の可能性はあり、視野に
は新たな新技術（全固体電池、リチウム空気電池など）が入ってきています。さら
に、レドックスフロー電池は、据え置き型用途の有望な技術的オプションです。リ
チウムイオン電池の戦略的重要性にも関わらず、EU はリチウムイオン電池の製造
に遅れを取っています。EU で強力な電池製造バリューチェーンを構築するには、
研究とイノベーションにおいて、活性物質、セル、モジュール、バッテリー管理シ
ステム、再利用とリサイクルといったバリューチェーン全体に焦点を当てる必要
があります。それは新しい有望な技術的ソリューションの出現、性能とコストの向
上、エネルギー部門と輸送部門における様々な可能性のある用途の研究を促すで
しょう。 

 インフラとシステムに影響を及ぼす傾向のいくつかは、特にすべての部門の電化
の加速に関しては、それらが統合されると、大きく脱炭素化への貢献を最適化しま
す。このセクターカップリングは、エネルギーシステム自体に関する追加的な研究、
イノベーション、そして実証を必要とします。エネルギー需給部門の相互接続と統
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合、そしてエネルギー生産パターンへの共同適応は、利用可能な資源の最適な利用、
座礁資産の回避、および投資決定のための最善の情報ベースの基盤となります。デ
ジタル化は分散型エネルギーシステム管理の主たる成功要因です。 

○ 水素、合成燃料、燃料電池(In-Depth AnalysisP.244) 
 水素は、燃料電池などの需要サイドの技術と組み合わせて、電化（および特にバッ

テリ）が必要なレベルのコストと性能に達することが難しい、または困難が多い輸
送、加熱および産業における用途の代替手段を提供できる可能性があります。今日、
天然ガスを使用して大量の水素が生成される一方で、水素は、再生可能エネルギー
や電気分解による原子力発電などのゼロ炭素電源や、二酸化炭素回収・貯留と組み
合わせたメタン水蒸気改質によっても生成することができます。さらに、水素は、
再生可能電力の供給が過剰な期間中に生産され、供給が不足する期間中に送電可
能なゼロ炭素電力に再変換されます。これにより、化石燃料を使用することなく電
力供給における低炭素での安全性を確保することができます。 

 性能を向上させ、コストを低減するために、水素供給チェーンに沿ってより大規模
な研究とイノベーションへの取り組み（例えば、電解槽、二酸化炭素回収・貯留と
組み合わせたメタン水蒸気改質、貯蔵技術、および定置型と移動型燃料電池用途の
ため）が必要となります。この取り組みは、技術と関連するインフラの早期展開を
促進するためのサポートと組み合わされるべきです。 

○ 循環型ゼロ炭素産業(In-Depth AnalysisP.244) 
 エネルギーと材料集約型産業は、必要なエネルギーおよび原材料の量を削減する

ことによって、環境フットプリントを減らすことができます。したがって、効率性
とより循環的な経済は、最初の明らかな Win-Win 手段です。この開発では、ほと
んどの物質フラックスを閉ループに変換する必要があります。循環経済は、電池用
のコバルトやリチウムイオン、風力タービン用の希土類など、脱炭素化のための重
要な技術を製造するこれらの部門の原材料の利用可能性を高めます。さらに、循環
経済は、他の部門からの廃棄物を原材料投入物として、いわゆる産業共生で再利用
することによって、一部の産業部門が脱炭素化を達成できる道筋です。 

 現在の生産プロセスの中には、プロセスに関連する温室効果ガスの排出量が多い
もの（例えば高炉、基本的な酸素炉による鉄鋼生産）があります。二酸化炭素回収・
貯留は、既存のプロセスを完全に交換することなくプロセス関連の排出を削減す
る可能性があるため、R&I は回収技術の効率化とコストの最適化に焦点を当てる
べきです。さらに、R&I は、鋼製造プロセスの代替手段としての鉄の水素を使った
直接還元や、セメントや化学産業の新しいプロセスを調査するなど、エネルギー集
約型産業の代替プロセスを開発する必要があります。もう 1 つのオプションは、炭
素集約型製品の使用を削減することです。例えば、炭素集約型セメントの使用は、
ウッドクリートのようなハイブリッド建築材料による代替によって削減すること
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ができます。研究とイノベーションは、そのような製品の開発と、産業においてそ
れらが温室効果ガス排出をどの程度削減できるのか検討すべきです。 

○ 生物経済、農業、林業 (In-Depth AnalysisP.245) 
 生物経済は、陸と海から得られる再生可能な生物資源（例えば、作物、森林、魚、

動物、および微生物）を使用して食料、材料、エネルギーを生産することで成り立
っています。生物経済は、さまざまな方法で脱炭素化の触媒となりうるのです。研
究とイノベーションは、特に CO2 以外のガス排出を削減しながら生産を増やし、
潜在的なネガティブエミッション源としての役割を果たす可能性のある土壌中の
炭素を増やして保全するという目的をもって、持続可能な林業や農業慣行に注力
すべきです。さらに、肥料の工業生産、生物廃棄物管理、反すう動物の家畜管理、
農業廃棄物の焼却の削減の代替手段に関する潜在的可能性は依然として大きいの
です。 

 消費に基づく対策もまた、温室効果ガス排出量の削減にも寄与することができま
す。消費者の行動の変化は、食糧関連の土地利用と食品廃棄物を減少させられる可
能性があります。しかし、既存の習慣や文化的側面のために、こうした変化を社会
が受け入れるのは難しいかもしれません。したがって研究では、食習慣や食生活の
変化などの行動的な変化に取り組む必要があります。 

 すべてではありませんが、潜在的なバイオソリューションのほとんどが土地利用
を必要とします。これまでのセクションの分析では、先進的なバイオ燃料とバイオ
エネルギー（CCS と CCU を組み合わせてネガティブエミッションを発生させる
可能性がある）、バイオマテリアル（より多くの炭素集約型製品を置き換える）、炭
素貯蔵量（土地と土壌中に貯蔵される炭素量）はすべて温室効果ガスネット排出ゼ
ロに貢献しなければならないことを示しています。これは、生物多様性と環境の質
を損なうことなく最も資源効率の良い方法で、利用可能な土地を最善の方法で使
用する方法、土地による炭素吸収を増やす方法（炭素生産性）、および利用可能な
バイオマスをどのように使用するかに関して、システム全体に重要な研究課題を
提起します。 

○ 社会経済学的、行動学的研究とイノベーション(In-Depth AnalysisP.245) 
 低炭素社会への移行には、多くの分野における社会経済学的研究が必要です。現在

および将来の低炭素技術と慣行の大規模な展開には、貿易、消費者の習慣、デジタ
ル化、ビッグデータ、ブロックチェーン、人工知能などの可能性のある成功要因と
しての役割に関して、それらを経済的および社会的に魅力的にする新しいビジネ
スモデルの開発と実施が必要です。経済的に有益な低炭素対策を実施する上での
障壁を理解する上で、消費者のデマンドレスポンスの可能性を最大限に引き出す
ために、どのような価格シグナルやその他の措置が必要かについての知ることが
必要です。 
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 技術的解決策の次に、消費者の選択と人間の行動に対する技術の影響を含む人間
の行動は、将来の温室効果ガス排出の重要な決定要因です。進歩する社会科学はそ
のため、食品摂取、モビリティサービス、エネルギー消費などの分野で不可欠な貢
献をする新たな洞察と解決策を提供することができます。「社会的イノベーション」
は、特にこの移行において確信を持つ主体として脱炭素化の挑戦にどのように市
民を巻き込むか、そして例えばシェア経済を通じたライフスタイルの変化によっ
てゼロ炭素経済を促進する方法についてのリビングラボ実験を促進するために必
要不可欠です。 
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図 112：脱炭素化への R&I アクションの提案 

 

ボックス内に示された 2050 年目標を達成するために提案された 2017 年から
2040 年という時間枠に沿ったさまざまな部門／領域の脱炭素化プロセスを支援
するための優先的な研究とイノベーションアクション。赤い矢印は、ミッション
志向のアクションを示す。すべての矢印は、その活動が完了し、社会に配備され
る終了日までそれらの時間枠を通してさまざまなアウトプットを生成するロード
マップとなることを目的とする必要がある。 

出典：European Decarbonisation Pathways Initiative 
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１-７金融制度、税制等の経済・規制的手法 
○ 金融制度 

 (In-Depth AnalysisP.235) The financial sector will play a critical role in enabling the 
decarbonisation transition and in funding the appropriate types of investments at 
the scale required. Fulfilling this role will require a transformation of the sector itself. 
The sector will have to support the long-term societal needs for innovation and 
infrastructure, while at the same time it will have to enable the rapid development of 
the technologies necessary for a low-carbon and resource-efficient economy. The 
necessary reorientation of capital should also help strengthening financial stability 
by explicitly integrating long-term physical risks and intangible value creation 
factors (including environmental, social and governance factors) in asset pricing. If 
done in a consistent manner across the real economy and the financial sector, losses 
for companies and financial institutions arising from stranded assets can be avoided. 
This will protect both financial institutions and beneficiaries, in particular where 
long-term returns are important, such as in the case of pensions. 
金融部門は脱炭素化の移行を可能にし、必要な規模で適切な種類の投資に資金を
提供する上で重要な役割を果たすことになるでしょう。この役割を果たすには、部
門自体の変革が必要です。この部門は、イノベーションとインフラの長期的な社会
的ニーズをサポートしなければならないと同時に、低炭素で資源効率の高い経済
に必要な技術の迅速な開発を可能にする必要があります。必要な資本の再配向は、
資産価格の長期的な物理的リスクと無形価値創造要素（環境、社会、ガバナンスの
要素を含む）を明示的に統合することによって、金融の安定の強化にも役立つはず
です。これが実体経済と金融部門全体で一貫性のある方法で行われるならば、座礁
資産に起因する企業や金融機関の損失を避けることができます。これは、特に年金
の場合のように、長期にわたるリターンが重要な場合には金融機関と受益者の両
方を保護することになります。 

 (In-Depth AnalysisP.237) In the long-term it will be necessary to systematically re-
orient private capital towards more sustainable investments. Three conditions need 
to be present within financial markets in order for private investment to support the 
transition. Firstly, investors need to consistently be given the option of investing into 
zero or low carbon assets. Secondly, climate and environmental risks should be 
mainstreamed in economic and financial decision-making and the valuation of assets. 
Once markets and credit risk agencies will price climate risks properly, borrowing 
conditions will adjust to favour sustainable investments. Thirdly, companies and 
financial institutions need to think long-term and be transparent about their 
operations. 
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長期的には、より持続可能な投資に向けて民間資本を体系的に再編成する必要が
あります。民間投資が移行を支援できるようにするためには、金融市場に 3 つの条
件が存在する必要があります。 第一は、ゼロまたは低炭素資産への投資のオプシ
ョンを投資家に一貫して提供する必要があること、第二は、経済的・財務的意思決
定および資産の評価において、気候および環境リスクが主流にならなければなら
ないということです。市場と信用リスク格付け機関が気候変動リスクに正しい価
格をつけると、借り入れ条件は持続可能な投資を優先するよう調整されます。第三
は、企業や金融機関は長期的視野で考える必要があり、事業の運営には透明性が必
要だということです。 

 (In-Depth AnalysisP.239) To this end, the Commission unveiled in March 2018 a 
ten-point Action Plan for financing sustainable growth510 with the aim to mobilise 
private capital to fund sustainable projects and activities, by changing incentives and 
culture all along the investment-chain. Inspired by the work of the High-Level 
Expert Group on sustainable finance, this Action Plan is a big step forward, both for 
the fight against climate change and other forms of environmental degradation and 
for Europe's financial sector. Its three main objectives are 
• to redirect capital flows towards green and sustainable investments; 
• to embed sustainability into risk management; 
• to increase transparency and long-term thinking in financial and economic 

activity. 
この目的のために、欧州委員会は 2018 年 3 月に持続可能な成長への資金調達のた
めの 10 ポイントのアクションプランを発表しました 510。これは、投資チェーン
の全体にわたりインセンティブと文化を変えることにより、持続可能なプロジェ
クトや活動に資金を提供するために民間資本を動員することを目的としています。
持続可能な金融に関するハイレベル専門家グループの活動に触発されたこのアク
ションプランは、気候変動や他の形式の環境悪化との戦いと、欧州の金融部門の両
方にとって大きな前進です。その 3 つの主たる目的は以下のとおりです。 
• グリーン投資と持続可能な投資に向けて資本フローの方向を変える 
• 持続可能性をリスクマネジメントに組み込む 
• 財務および経済活動における透明性と長期的な視野を高める 

 Providing clarity to investors is indeed one of the goals of the Long-Term 
Decarbonisation Strategy and the best way to avoid stranded assets. The European 
energy policy has strived to provide coherent and timely signals to the market, 
notably with the recent adoption of review of the ETS, the Clean Energy for All 
Europeans legislative package, with the Mobility Packages adopted in 2017 and 2018 
(see section 2.2.3) and with the establishment of the National Energy and Climate 
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Plans which should include investment needs foreseen by Member States for 
fulfilling their energy and climate goals. Public-use infrastructures with very long 
economic lifetime will require careful and strategic planning, since they might face 
cost recovery issue. A relevant example is the gas network that is likely to face lower 
utilisation rates by 2050 (see section 4.2.2). A strategic approach to infrastructures 
will also have to be considered in the context of Member States’ budget and debt 
constraints. 
投資家に明瞭さを提供することは、確かに長期的脱炭素化戦略の目標の 1 つであ
り、座礁資産を避ける最善の方法です。欧州のエネルギー政策は市場に一貫したわ
かりやすくタイムリーなシグナルを提供するよう努めてきており、特に最近の
ETS のレビューの採択、すべての欧州市民にクリーンエネルギーの普及を目指す
政策パッケージ（Clean Energy for All Europeans）、2017 年と 2018 年に採択され
たモビリティパッケージ（セクション 2.2.3 参照）と、加盟国が自らのエネルギー
と気候変動目標を達成するために予測する必要のある投資ニーズを含めなければ
ならない国家のエネルギーと気候の計画の策定があります。経済寿命が非常に長
い公共用インフラは、コスト回収問題に直面する可能性があるため、慎重かつ戦略
的な計画が必要となります。関連する例としては、2050 年までに稼働率が低下す
る可能性が高いガス網です（セクション 4.2.2 参照）。インフラへの戦略的アプロ
ーチは、加盟国の予算と債務の制約という背景においても考慮されなければなり
ません。 

○ 税制等の経済・規制的手法 
 (In-Depth AnalysisP.42) Some Member States have adopted systems that levy taxes 

related to CO2 emissions. There is lot of heterogeneity in term of scope and 
implementation of these policies across the Member States. Most commonly, these 
taxes target the transport sector either by applying registration or circulation taxes 
based on vehicle emissions or transport fuel taxes based on the carbon content or the 
efficiency of the fuel. Several Member States have broadened the scope of fuel 
carbon taxes to other sectors than transport. 
一部の加盟国では、CO2 排出量に関連した課税制度を採用した。加盟国のこれら
の政策の適用範囲と実施は多様である。最も一般的なのは、これら課税対象を交通
部門として、自動車の排出量に基づいた登録税又は流通税を適用、あるいは、炭素
含有率又は燃料効率に基づいた運輸燃料税を適用するものである。いくつかの加
盟国では、燃料炭素税の適用範囲を交通以外の部門まで拡大させている。 

 
１-８フォローアップ、策定、見直しプロセス 
なし 
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１-９目標の達成見通し、現行政策との乖離 
なし 
 
１-１０適応にかかる言及 

 (In-Depth AnalysisP.278) Successful mitigation action is the first necessary step to 
reduce the risk of climate change. However, in parallel, the EU economy as a whole 
must adapt to the risks that will result from already committed emissions. These risks 
grow as we lag behind schedule in stabilising global temperatures. Limiting global 
warming to 1.5°C, compared with 2°C, could reduce the number of people 
susceptible to poverty by up to several hundred million by 2050. Each 0.5ºC of 
warming avoided can be significant, increasing the chances of achieving SDGs 
related to poverty, hunger, health, water, cities and ecosystems. Among others, EU 
agricultural, Arctic and coastal dependent communities would benefit significantly; 
adaptation of fragile ecosystems and the services they provide (e.g. coral reefs) would 
be more effective. In general, overshooting the 1.5ºC limit will make climate-resilient 
development pathways (CRDPs) more elusive and impacts on water-energy-food-
biodiversity links more difficult to manage. 
緩和対策を成功させることは、気候変動のリスク低減のために最初に必要なステ
ップです。しかし、並行して、EU 経済全体としては、すでにコミットされた排出
量から生じるリスクに適応しなければなりません。世界の気温を安定させるとい
う予定が当初より遅れているため、これらのリスクは大きくなっています。地球温
暖化を 2℃と比較して 1.5℃に制限することにより、2050 年までに貧困の影響を受
けやすい人々の数を最大で数億人減らすことができます。回避された 0.5℃ごとの
温暖化は重大となる可能性があり、貧困、飢餓、健康、水、都市、生態系に関連す
る SDG を達成する機会が高まります。とりわけ、EU の農業、北極圏や沿岸部に
依存するコミュニティは大きな利益を得るでしょう。壊れやすい生態系とそれら
が提供するサービス（例えば、サンゴ礁）の適応はより効果的でしょう。一般的に、
1.5℃の限界を超えると、気候レジリエントな開発経路（CRDP）はとらえどころ
がなくなり、水・エネルギー・食物・生物多様性のつながりへの影響の管理はより
難しくなります。 

 (In-Depth Analysis.282) Measures to cut emissions can undermine resilience to 
climate change in certain contexts, and vice versa. On the other hand, there are 
adaptation measures that are also beneficial for decarbonisation (e.g. protection of 
certain coastal ecosystems that both tackle sea level rise and remove CO2). A recent 
OECD report635 highlights that climate investments and projects must consider the 
links between adaptation and mitigation to minimise climate risk: the greater the 
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perceived risks of a project, the higher the returns investors will demand, and the 
higher the costs passed onto end users and government sources of funding. The 
report provides a summary of potential synergies and trade-offs between adaptation 
and mitigation measures 
排出量を削減するための措置は、特定の状況では気候変動に対するレジリエンス
を弱める可能性があります。他方で、脱炭素化にも有益な適応策があります（例え
ば、海水面上昇に取り組み、CO2 を除去する特定の沿岸生態系の保護）。最近の
OECD 報告書 635 は気候への投資とプロジェクトは、気候リスクを最小化するた
めに適応と緩和の関係を考慮しなければならないことを強調しています。プロジ
ェクトのリスクが知覚されるほど、投資家が求めるリターンが高くなり、エンドユ
ーザと政府の資金源に移転されるコストも高くなります。この報告書は、適応策と
緩和策の間の可能な相乗効果とトレードオフの概要を提供します。 

 (In-Depth AnalysisP. 286) In recognition of these transboundary effects of climate 
change, the EU’s external policy has embraced climate diplomacy and recognised the 
need to provide structural, long-term but flexible approaches to climate resilience, 
especially to its most vulnerable partners such as Small Island Developing States 
(SIDS) and Least Developed Countries (LDCs). In the 2016 Global Strategy659, 
the EU recognises climate change as a global challenge because climate-induced 
fragility in EU partners exacerbates conflicts and undermines Europe’s security. 
これらの国境を越えた気候変動の影響を認識して、EU の外交政策は気候外交を取
り入れており、特に小島嶼開発途上国（SIDS）と後発開発途上国（LDCs）のよう
な最も脆弱な相手国に対する、構造的で長期的かつ柔軟な気候へのレジリエンス
を持つアプローチを提供する必要性を認識しています。2016 年の世界戦略では 
659、EU の相手国の気候に起因する脆弱性が紛争を悪化させ、欧州の安全保障を
損なうため、EU は気候変動を地球規模の課題と認識しています。 

 (In-Depth AnalysisP. 286) In developing countries, adaptive capacity determines 
the degree to which decarbonisation can make progress. The Paris Agreement 
established a global goal on adaptation in parallel to mitigation responding to the 
increasing demands from developing countries to support climate change resilience 
as a component of sustainable development: as a bottom line from which to cut their 
emissions as they catch up with the developed world. Both adaptation and mitigation 
will be part of Paris’ ambition cycle as of 2023 and the EU, as a party, will be 
reporting on progress to make both pillars of climate action mutually reinforcing and 
synergetic. 
発展途上国では、適応能力によって脱炭素化をどの程度進展させられるかが決ま
ります。パリ協定は、先進国に追いつき、そこから自国の排出量を削減するための
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ボトムラインとして持続可能な開発の要素としての気候変動レジリエンスへの支
援を求める途上国からの強まる要求に対応して、適応と緩和に関する世界的な目
標を並行して設定しました。適応と緩和の両方が 2023 年の時点のパリ協定の野心
的サイクルの一部となる予定で、EU はその締約国として、気候対策のこの 2 つの
柱を相互に強化し相乗効果を生むものにするために、進捗状況を報告する予定で
す。 

 (In-Depth AnalysisP. 286) The EU balances adaptation and mitigation through 
climate action mainstreaming into development and cooperation programmes with 
partner countries. In particular, this relates to the programmes on energy, 
agriculture, infrastructure, water, forestry and disaster risk reduction. The budget 
allocated to interventions focusing on adaptation accounted for slightly more than 
half of the EU external cooperation spending on climate change over the period 
2014-2017. 
EU は、気候対策を相手国との開発協力プログラムの主流とすることを通じて、適
応と緩和のバランスをとります。特に、これはエネルギー、農業、インフラ、水、
森林そして災害リスクの軽減に関するプログラムに関連しています。適応に焦点
を当てた介入に割り当てられた予算は、2014 年から 2017 年にかけての EU の気
候変動への対外協力支出の半分以上を占めました。 
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２英国 

 
２-１長期戦略の位置づけ 

 本戦略は「クリーン成長」、すなわち経済成長の強化及び排出量の削減のペースを
加速化させることを目指す総合的な政策及び提言を打ち出すものである。 
This Strategy sets out a comprehensive set of policies and proposals that aim to 
accelerate the pace of “clean growth”, i.e. deliver increased economic growth and 
decreased emissions. 

 
２-２排出削減目標（部門別、位置づけ） 

 英国議会は 2008 年に気候変動法を通過させ、英国の 2050 年目標及びそれを支え
る炭素目標の枠組みを設定した。気候変動法の下で、英国は 2050 年に 1990 年水
準比 80％以上温室効果ガスを削減することが法的に義務付けられている 。 
The Climate Change Act, passed in 2008, committed the UK to reducing greenhouse 
gas emissions by at least 80 per cent by 2050 when compared to 1990 levels, through 
a process of setting five year caps on greenhouse gas emissions termed ‘Carbon 
Budgets’. 

 
 気候変動法の下、英国は 2050 年までに排出量を 80%削減しなければならない 1。

これは、1990 年に一人当たり約 14 トンであった排出量を 2050 年に一人当たり約
2 トンまで削減しなければならないことを意味する。2050 年目標に向けて順調な
進展を確保するために、気候変動法は政府に中間目標、すなわち「炭素予算」を設
定することを義務付けている。これは５カ年の期間の間に英国全体で排出できる
温室効果ガスに上限を設けるものである。今日まで５期の炭素予算が策定されて
おり、2008 年から 2032 年までの温室効果ガスの排出量に上限を設けている。2016
年 7 月に、2028 年から 2032 年にかけて英国全体で 1990 年の基準年比平均 57%
の削減を義務づける第 5 期炭素予算を設定した。 
The Climate Change Act requires the UK to reduce its emissions by at least 80 per 
cent by 205035. This means greenhouse gas emissions falling from around 14 tonnes 
per person in 1990 to around 2 tonnes per person in 2050.To ensure steady progress 
towards our 2050 goal, the Climate Change Act requires the Government to set 
intermediate targets – ‘carbon budgets’. These are caps on the greenhouse gas 
emissions that can be emitted across the UK during a five-year period. Five carbon 

                                                      
1 1990 年水準 
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budgets have been set to date, putting in place caps on greenhouse gas emissions 
from 2008 out to 2032. In July 2016, we set the fifth carbon budget, which requires 
a 57 per cent average reduction in emissions over 2028-32 across the UK compared 
to a 1990 baseline. 

 

 
図 ４-1 英国の炭素予算と 2050 年目標 

出所：DECC (2015) “Updated energy and emissions projections 2015”, DECC (2016) 
“Impact Assessment for the level of the fifth carbon budget”, BEIS (2017) “Clean Growth 
Strategy” 
 
２-３想定される産業・エネルギー需給構造、対策、技術 
○ 産業･企業 

 企業のエネルギー生産性を 2030 年までに少なくとも 20%改善させることを支援
する政策パッケージを策定する。そのために下記を含む対策を講じる。 

 建物：建物規制及び火災安全に関する独立調査の発表後、その結論に従い、新規及
び既存の商業ビルのエネルギー効率の改善について協議する予定である。賃貸商
業ビルのエネルギー効率の最低基準の引き上げについて協議する。自主的な建物
基準によって商業ビルのエネルギー性能の向上をどのように支えることができる
か、及びエネルギー効率に関する情報及び助言の中小企業への提供をどうしたら
改善せることができるかについて検討する。 

 企業がエネルギー消費量を測定及び報告する必要事項を簡素化し、光熱費をどこ
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で節約できるかを特定するのを助ける。 
 産業部門のエネルギー効率化計画を設定し、大企業によるエネルギー消費量及び

光熱費を削減するための取り組みの導入を助ける。 
 7 つのエネルギー集約型産業と共に産業の低炭素化及びエネルギー効率化を組み

合わせた行動計画を発表する。 
 

 
図 ４-2 クリーン成長経路を考慮した、業務・産業部門における排出量の実績と予測

（1990～2050） 
 
○ 家庭 

 「エネルギー企業義務（ECO: Energy Company Obligation）」を通じて、約 100 万
家庭における性能改善に必要な約 36 億ポンドの投資を支援し、エネルギー効率改
善のための ECO による現行水準の拠出を 2028 年まで延長する。  

 我々はすべての燃料不足の家庭が 2030 年までにエネルギー性能証明書（EPC: 
Energy Performance Certificate）バンド C まで引き上げられていることを願って
おり、EPC バンド C の取得が現実的で費用効果的で、手の届くコストである場合
に、できる限り多くの家庭が 2035 年までに EPC バンド C を取得してことを熱望
している。  

 EPC バンド C の取得が現実的で費用効果的で、手の届くコストである、できる限
り多くの民間賃貸住宅を、2030 年までに EPC バンド C に引き上げることを目的
に、民間の賃貸住宅のエネルギー性能の改善に向けた長期の経路を開発する。 

 この期間に公営住宅が類似の基準を満たすことができる方法について協議する。 
 建物規制及び火災安全に関する独立調査の結果発表後、その結論に従い、新規の住
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宅は低炭素暖房システムの将来的な導入に備えることを含め、新規及び既存の住
宅のエネルギー性能基準の強化を建築規制の下で実施することについて協議する
予定である。 

 2020 年末までにすべての家庭にスマートメーターを導入する機会を提供し省エネ
を助ける。 

 

 
図 ４-3 クリーン成長経路を考慮に入れた排出量の実績及び予測（1990～2050） 

 
○ 低炭素熱供給システムの市場導入 

 2021 年まで、公共資金（「2015 年歳出見直し（Spending Review 2015）」において
予算配分）に裏付けられた熱供給網を構築し、英国中に拡大する 

 新規の住宅をはじめとして、2020 年代に現在ガス供給網と接続していない新規及
び既存の住宅における炭素含有量の多い化石燃料を利用する熱供給システムの設
置を段階的に廃止する。 

 毎年イングランドで 120 万台新規設置される給湯器の基準を改善し、省エネを可
能にする制御装置の導入を義務付ける。 

 再生可能熱インセンティブ（Renewable Heat Incentive）を改革し、2016 年から
2021 年の間に住宅及び企業における革新的な低炭素熱供給技術の導入支援に 45
億ポンドを支出することにより、低炭素熱供給システムに投資する。 

 イノベーション：公的資金 1 億 8,400 万ポンドを投資する。それには低炭素住宅の
コスト削減を実現するエネルギー効率化及び熱供給技術を開発するための 1,000



47 
 

万ポンド規模の新たなイノベーションプログラム 2 件を含む 
 
○ 運輸 

 従来型のガソリン車及びディーゼル車の新車の販売を 2040 年までに終了する。  
 超低公害車（ULEV: ultra low emission vehicles）の導入に 10 億ポンド投入する。

電気自動車の初期費用の消費者負担の軽減を含む。 
 世界で最良の電気自動車充電網を以下により開発する。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。 

 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
権限を付与する。 

 低炭素タクシー及びバスの導入を以下により加速化する。 
 「プラグインタクシー（Plug-in Taxi）」プログラムに向けて 5,000 万ポンドを提供

し、タクシーの運転手が ULEV タクシーの新車を購入する際に最大 7,500 ポンド
の値引きを行うと同時に、タクシー専用の充電スポットの設置を支援するために
10 地域に対して 1,400 万ポンドを拠出する。 

 イングランド及びウェールズにおいて低炭素バスの改良及び新規導入を支援する
国のプログラムに 1 億ポンド提供する。 

 業界がゼロエミッション自動車への移行を促進するための自動車業界の「セクタ
ー・ディール（Automotive Sector Deal）」を策定するにあたって協力する。 

 ゼロエミッション自動車への移行を公共部門が先導するための計画を公表する。 
 短距離の移動の際には自転車及び徒歩が自然な選択となるように 12 億ポンドを投

資する。 
 貨物輸送を道路輸送から鉄道に移行するための費用対効果の高い選択肢を実現す

るための取り組みを行う。都市部への輸送に低炭素の鉄道貨物輸送を利用し、最終
目的地への配達にはゼロエミッションの手段を用いることを含む。 

 コネクテッドカー・自動運転車両センター（CCAV: Centre for Connected and 
Autonomous Vehicle）の設立及び 2 億 5,000 万ポンドの投資も含め、コネクテッ
ドカー及び自動運転自動車技術の研究、開発及び実証において英国を最前線に立
たせる。 

 イノベーション：低炭素運輸技術のイノベーションに向けて以下の取り組みに公
的資金 8 億 4,100 万ポンドを投資する。 
 英国がその強みを生かし、最大 2 億 4,600 億ポンドを「ファラデー・チャレン

ジ（Faraday Challenge）」に投資することにより、電池の設計、開発及び製造
において世界を牽引することを保証する。 
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 大幅な燃料及び排出量の削減を実現しうる、重量積載物車両（HGV: Heavy 
Goods Vehicle）の車両群の実証実験を行う 

 
 
 
 

 
図 ４-4 クリーン成長経路を考慮した運輸部門の排出量の実績及び予測（1990～2050

年） 
 
○ 電力 

 家庭及び企業の光熱費を削減するために以下の取り組みを実施する。 
 スマートシステム計画を実施し、消費者のより柔軟なエネルギー利用及び

2050 年までに最大 400 億ポンドの節約を助ける。 
 ガス・電力市場局（OFGEM）及びナショナル・グリッドと協力し、独立系統

運用機関（ISO）の独立性をさらに強化し、システム全体における競争、調整
及びイノベーションの拡大によって光熱費を下げる。 

 予定されているディーター・ヘルム CBE（Dieter Helm CBE）教授が率いるエ
ネルギーコストに関する独立調査に回答する。 

 市場全体において標準変動料金及び基本料金に上限を設定することを
OFGEM に義務付ける法案を出す。 

 2025 年までに未対策の石炭火力発電所を段階的に廃止する。 
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 ヒンクリー・ポイント C 原子力発電所の建設により新規の原子力発電を実現
し、進行中の将来事業について競争力ある価格を確保できるよう開発事業者
との話し合いを進展させる。 

 洋上風力などの再生可能エネルギーの市場へのルートを改善する。 
 差額決済契約（Contract for Difference）のポット(Pot)２について今後実施さ

れるオークション（次回は 2019 年春を予定）に最大 5 億 5,700 万ポンドを措
置する。  

 業界による洋上風力に関する野心的な「セクター・ディール」の策定に協力す
る。これは、2020 年代に 10GW の新規設備容量を実現する可能性があり、費
用対効果が高ければ追加的な導入の機会もありうる。 

 電力部門全体における炭素価格の目標価格を設定し、企業が排出量１トンについ
て支払う総額についてより明確性を持たせる。2020 年代の炭素価格に関するさら
なる詳細については 2017 年秋の予算に打ち出される。 

 イノベーション：公的資金 9 億ポンドを投資する。それには下記を含む。 
 2 億 6,500 ポンドを、スマートシステムに投資し、電力の貯蔵コストを削減し、

革新的なデマンドレスポンス技術を展開し、系統を安定させる新たな方法を
開発する。 

 4 億 6,000 百万ポンドを、将来の核燃料、新規の原子力製造技術、再利用及び
再処理、並びに先進原子炉設計を含む分野での作業に投資する。 

 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及び基礎を
含む、再生可能エネルギーのコストのさらなる削減に投資する。 
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図 ４-5 クリーン成長経路を考慮した電力部門の排出量の実績及び予測（1990～2050

年） 
 
○ 天然資源の便益及び価値の強化 

 我が国の EU 脱退に伴い、気候変動に対して直接的に対応することを含め、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。 

 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、我が国の
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。 

 2050 年までに可避廃棄物をゼロにする野心的目標に向けて取り組み、資源から抽
出する価値を最大化し、資源の抽出、利用及び廃棄に伴う環境面及び炭素面での負
の影響を最小化する。 

 新たな「資源・廃棄物戦略（Resources and Waste Strategy）」を発行し、競争力、資
源の生産量及び資源の有効利用において世界を牽引するリーダーにする。 

 埋立地からの排出量を管理する新たな革新的な方法を探求する。 
 泥炭地再生に向けた 1,000 万ポンドの資本の補助金によって泥炭地を支える。 
 イノベーション：アグリテク、土地利用、温室効果ガスの除去技術及び資源の有効

利用の革新的技術及び研究に対して 9,900 万ポンドを投資する。 
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図 ４-6 クリーン成長経路を考慮した天然資源由来の排出量の実績及び予測（1990～2050

年） 
 
○ 公共部門 

 中央政府の 2020 年目標をさらに厳格化し、2020 年以降に温室効果ガスの排出量
を削減する対策について合意する。 

 広義の公共部門において 2020/21 年度までに炭素排出量を 30%削減する公共部門
の自主目標を導入する。 

 イングランドにおけるエネルギー効率改善に向けて 2,250 万ポンドの資金提供を
行い、公共団体が資金を利用できるようにする。 
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図 ４-7 クリーン成長経路を考慮した公共部門の排出量の実績及び予測（1990～2050
年） 

 
○ 政府部門 

 企業及び民間社会と協力し、クリーン成長を促進する「グリーンな英国（Green 
Great Britain）」週間を導入する。 

 本戦略の実施状況のモニタリング及び野心的なクリーン成長の促進を担当する定
期的な「クリーン成長に関する省庁間グループ会議（Clean Growth Inter-
Ministerial Group）」を復活させる。 

 我が国の GDP 成長及び排出量削減の実績を「排出原単位比率（Emissions Intensity 
Ratio）」を用いて年に１回報告する。 

 
２-４気候変動対策と経済の両立への工夫、想定コスト 

 政府は、低炭素の技術革新への投資を増加させている（2015 年から 2021 年にか
けて 25 億ポンド配分）。資金の割り当ては、運輸 33%、電力 25%、部門横断 15%、
スマートシステム 10%、住宅 7%、業務・産業 6%、土地利用・廃棄物 4%となっ
ている。 

 投資は技術開発の研究、開発及び実証の各段階で行われる。エネルギー起業家基金
(EEF)のフェーズ 1～5 の成果は次のとおり。109 件のプロジェクトの支援、民間
投資 6,200 万ポンドによるテコ入れ、296 件の雇用の支援、90 件の特許申請、42
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の新商品の立ち上げ。 
 
２-５主要なエネルギー対策、研究開発分野 

 世界中のパートナーと協働し、コストの引き下げのために最大 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すること
によって国際的な指導力を示す。 

 英国内で CCUS を大規模導入する選択肢を持つという野心を達成し、その産業機
会を最大化するための軌道に我が国を載せることを目指し、新規に立ち上げる
CCUS 委員会を通じて産業部門と協働する。 

 政府の研究開発計画を生かし、長期的な導入の障壁を温室効果ガスの除去技術に
対する我々の戦略的アプローチを策定する。 

 新規の建物をはじめとして、 2020 年代にガス供給網と未接続の新旧の企業におけ
る炭素含有量の多い化石燃料を利用した熱供給システムの設置を段階的に廃止す
る。 

 産業プロセスで生成された熱の再利用を支援し、企業の光熱費を削減し、地域コミ
ュニティに便益を与える。 

 公的資金約 1 億 6,200 ポンドをエネルギー、資源及びプロセスの効率改善に向け
た研究・革新に投資する。これには低炭素燃料への移行を促進するために最大
2,000 万ポンドの投資が含まれる。 

 エネルギー起業家基金（Energy Entrepreneurs Fund）を通じて 1,400 万ポンドの
追加投資によって革新的なエネルギー技術及びプロセスを支援する 

 
２-６国際協力や自国の製品・技術等による海外貢献への言及 

 英国は気候ファイナンスにおいても拠出額が最も大きい国の一つであり、開発途
上国が気候変動の影響に対して緩和策及び適応策を実施し、森林劣化を減少させ、
よりクリーンな経済成長を遂げられるよう、2016 年から 2020 年の間に 58 億ポン
ド提供することを約束している。 
The UK is among the largest contributors of climate finance, committing to provide 
at least £5.8 billion from 2016 to 2020, to help developing countries mitigate and 
adapt to the impacts of climate change, reduce deforestation and support cleaner 
economic growth. 

 
 気候変動法は 2050 年を目標とした英国の排出量削減について、削減の時期及び手

段の柔軟な対応を政府にある程度認めるが、その前に気候変動委員会の助言を考
慮し、分権政府と協議することを義務づけている。選択肢は３つ用意されている。 

1. 前期の炭素予算の余剰分を繰り越す。気候変動法は、前期の炭素予算から次
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期の炭素予算に炭素割当の余剰分を繰り越すことを認め、排出量の削減へ早期
対応によって時期の予算が増えるようにしている 2。 
2. 次期の炭素予算から繰り戻す。気候変動法は、当期の予算を増やし、その分
次期の炭素予算を引き締めることを認める。この「借金」は次期の炭素予算の 1%
を上限とする。 
3. 海外の炭素クレジットを利用する。気候変動法は、良質な海外の炭素クレジ
ットを購入して炭素予算を満たすことを認める。ただし、当該炭素予算の 18 ヶ
月前までの利用に限る。 

The Cimate Change Act 2008:The Act allows Government some flexibility on when 
and how to reduce UK emissions on route to 2050 but before doing so the 
Government must obtain and take into account the advice of the Committee on 
Climate Change and consult the Devolved Administrations. There are three options: 

1. Carry forward over-achievement from earlier budgets: The Act allows for 
Government to carry forward overachievement from one carbon budget to the 
next, so that early action to reduce emissions increases the following budget133. 
2. Carry back from later carbon budgets: The Act allows for the Government to 
increase the carbon budget in one period with a corresponding tightening of the 
next carbon budget. This ‘borrowing’ is limited to one per cent of the later carbon 
budget. 
3. Use international carbon credits: The Act allows for the purchase of good 
quality international carbon credits to contribute to meeting carbon budgets but 
with a limit on the use of these credits set 18 months in advance of the relevant 
carbon budget. 

 
２-７金融制度、税制等の経済・規制的手法 
○ 以下を含む、世界を牽引するグリーンファイナンスの能力の開発 
 グリーンファイナンス・タスクフォースを設置し、炭素予算を守るために必要な公

共及び民間部門による投資を実現し、世界のグリーンファイナンス市場における英
国のシェアを最大化するための提言を示す。 

 英国規格協会（British Standards Institution）と協働し、自主的なグリーンかつ持
続可能な金融管理規格を開発する。 

 最大 2 千万ポンドを提供し、クリーン技術の初期段階を対象とした新たな投資基金

                                                      
2 政府は、第２期炭素予算から第３期炭素予算に余剰分を繰り越すか否かについて 2019
年 5 月までに、第３期から第４期への繰り越しについては 2024 年 5 月までに決定する。
この決定は、気候変動委員会の助言を考慮し、分権政府との協議を経て行う。 
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を支援する。 
 住宅ローン融資会社と協働して、エネルギー効率のより高い物件と、低い貸し出し

リスク及び返済力の強化を考慮したグリーン住宅ローン商品を開発する。 
 

○ 炭素価格と排出量取引 
 排出量の価格付けは、炭素の排出量削減及び民間部門の動員にあたり、費用対効果

の高い、技術を選ばない手段である。英国では、「炭素価格支援（CPS：Carbon 
Price Support）」及び「欧州連合域内排出量取引制度（EU ETS: EU Emissions 
Trading System）」などの炭素価格制度が電力部門における石炭からガス火力への
移行を既に促してきた。 

 英国は炭素価格制度の開発の先駆者である。2002 年に英国は UK ETS を立ち上げ
たが、EU ETS の試験的な制度の役割を果たしたこの制度によって、企業は排出量
取引を早期に経験することができ、ロンドンは世界の排出量取引市場の中心となっ
た。 

 EU ETS は世界最大の排出量取引制度である。毎年、参加者は二酸化炭素 1 トン
（またはその相当量）につき排出枠を提出しなければならず、排出枠は参加者の間
でオークションまたは配分される。排出枠の上限は、気候変動に関する EU の野心
的目標に整合して削減される。 

 しかし、EU ETS の排出枠の余剰により価格が下落しており、現在では低炭素化に
向けた投資のインセンティブとしては低い。その結果、英国は 2013 年 4 月に、EU 
ETS の価格を補填する CPS を導入した。英国は EU ETS を強化する施策も支持し
ており、最近の交渉では大きな成果が見られた。EU ETS の次のフェーズは野心的
な改革が伴うよう今後も働きかけ続ける。 

 政府は、EU 脱退後に EU ETS に将来的に参加するかどうかを検討しているが、
我々は、エネルギー集約型及び貿易集約型の企業の競争力が打撃を受けないよう適
切に保護しつつ、排出削減の手段として炭素価格制度を固く支持し続ける。 

 特に、電力部門と CPS との関係では、2021/2022 年度より政府は炭素価格の総額
の目標価格を設定する。これにより企業が排出量１トンに対して支払う総額につい
てより明確性を持たせることができる。2020 年代の炭素価格についての詳細につい
ては 2017 年秋の予算に打ち出す。 

 
２-８フォローアップ、策定、見直しプロセス 

 我々は経済成長を拡大させつつ排出量を削減したいと考える。わが国では、クリー
ン成長の実績を測るために「排出原単位比率（EIR: Emissions Intensity Ratio）」を
開発し、進捗状況の追跡のために毎年発行する。2032 年目標を達成するためには
経済の排出原単位を 2032 年まで毎年 5%下げる必要があり、これは 1990 年以降
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毎年 4%の減少速度を加速化させる必要があることを意味する。 
We want to deliver increased economic growth and reduced emissions. We have 
developed an Emissions Intensity Ratio (EIR) to measure our clean growth 
performance which we will publish each year so we can track progress. To reach our 
2032 targets we will need to drive the emissions intensity of the economy down by 
an average of five per cent per year to 2032, an acceleration in the four per cent 
annual fall since 1990. 

 
 本戦略はプロセスの終着点ではない。これは英国の低炭素化に向けた我々の取り

組みにおいて重要な節目ではあるが、我々のアプローチは発展するものであり、状
況の変化に適応するものである。2021 年 6 月 30 日の第６期炭素予算の策定より
以前に、気候変動委員会（Committee on Climate Change）による進捗報告に対す
る法律で義務付けられている回答に沿って戦略の主要な要素を更新する。 
This Strategy is not the end of the process. While this is an important milestone in 
our work to decarbonise the UK while growing our economy, our approach will 
develop and adapt to changing circumstances. We will update key elements of the 
Strategy in line with our annual statutory responses to the Committee on Climate 
Change’s reports on progress, ahead of setting the sixth carbon budget by 30 June 
2021. 

 
２-９目標の達成見通し、現行政策との乖離  

Current 

level 
Current policies 2032 pathway 

2017 2032 

Fifth Carbon 

Budget 2028-

2032 

2032 

Fifth Carbon 

Budget 2028-

2032 

Business 

and 

Industry 

Traded 70 63 317 54 283 

Non-

Traded 
46 37 192 30 158 

Total 116 100 509 83 441 

Homes Traded 0 0 0 0 1 

Non-

Traded 
72 74 366 58 301 

Total 72 74 366 58 302 

Transport Traded 2 2 10 2 10 

Non- 115 103 516 81 435 



57 
 

Traded 

Total 117 105 526 83 446 

Power Traded 80 15 79 16 82 

Non-

Traded 
0 0 0 0 0 

Total 80 15 79 16 82 

Natural 

resources 

Traded 0 0 0 0 0 

Non-

Traded 
66 53 265 41 215 

Total 66 53 265 41 215 

Public 

sector 

Traded 0 0 1 0 1 

Non-

Traded 
8 8 41 4 22 

Total 8 9 42 4 23 

Total Traded 151 79 407 72 377 

Non-

traded 
308 276 1,380 213 1,132 

Total UK 

emission 
459 355 1,787 285 1,509 

Assumed UK share of EU ETS allowances 590  590 

UK Net Carbon Account (non-traded 

emissions plus UK share of EU ETS 

allowances) 

1972  1722 

 
２-１０適応にかかる言及 
なし。



58 
 

３ドイツ 

３-１長期戦略の位置づけ 
 連邦政府の気候保護計画 2050 は、パリ協定に基づく国家気候保護目標を達成する

ためのプロセスに関し、エネルギー供給、建築物や交通機関、産業や経済並びに農
業及び林業の各分野の内容について情報提供するものである。 
Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung soll für den Prozess zum Erreichen 
der nationalen Klimaschutzziele im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris 
inhaltliche Orientierung geben: In der Energieversorgung, im Gebäude- und 
Verkehrsbereich, in Industrie und Wirtschaft sowie in der Land- und 
Forstwirtschaft3. 
 

 気候保護計画 2050 は、固定的な手段ではなく、温室効果ガスニュートラルな国民
経済に至る過程における方向性を示すものである。この計画は、技術的、公共的、
政治的、社会的、経済的発展及び変化、並びに新たな科学的成果を実現するため、
定期的にパリ条約に基づき適応させる。 
Der Klimaschutzplan 2050 ist kein starres Instrument, sondern weist die Richtung 
auf dem Weg zu einer treibhausgasneutralen Volkswirtschaft. Er wird in Einklang 
mit dem Übereinkommen von Paris in regelmäßigen Abständen angepasst werden, 
um auf technische, gesellschaftliche, politische, soziale und ökonomische 
Entwicklungen und Veränderungen sowie neue wissenschaftliche Ergebnisse zu 
reagieren4. 

 
３-２排出削減目標（部門別、位置づけ） 
 
 基準年排出量：1246 百万 t-CO₂ 
 目標水準（2020 年 2005 年比 40%減）：748 百万 t-CO₂ 
 目標水準（2030 年 2005 年比 55%減）：561 百万 t-CO₂ 
 目標水準（2050 年 2005 年比 80%減）：249 百万 t-CO₂ 
 

長期戦略に示された 2030 年の部門別の削減目標は以下の通り。 
 

                                                      
3 Klimaschutzplan 2050 P.3 
4 Klimaschutzplan 2050 P.7 
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表 ５-1 部門別排出削減目標 
活動分野 1990年 

（Mt-CO₂） 

2014年 

（Mt-CO₂） 

2030年 

（Mt-CO₂） 

2030年 

（1990比） 

エネルギー産業 466 358 175-183 62-61 % 

建物 209 119 70-72 67-66 % 

輸送 163 160 95-98 42-40 % 

工業 283 181 140-143 51-49 % 

農業 88 72 58-61 34-31 % 

小計 1209 890 538-557 56-54 % 

その他 39 12 5 87 % 

合計 1248 902 543-562 56-55 % 

出所：Klimaschutzplan 2050, P.26 
 
３-３想定される産業・エネルギー需給構造、対策、技術 
 エネルギー産業（建築物、輸送及び工業の各セクターとのカップリング） 

 再生可能エネルギーの拡大 
 「電力 2030」（Strom 2030）：再生可能エネルギー電力への転換を、経済全体及び

経営にとってコスト効率的に計画するための包括的な協議 
 効率化の可能性を徹底的に活用し、再生可能エネルギー（例えば太陽熱や地熱から

の熱）を直接的に使用することによるセクターカップリングの進展 
 再生可能エネルギーの拡大のための国が定めた現在の既存の手数料、負担金及び

税金の形式を取るエネルギー価格の構成要素を再検討 
 再生可能エネルギー技術やネットワーク、ストレージ、セクターカップリング技術

（特に Power-to-Gas 及び Power-to-Liquid）、そしてエネルギー効率向上のため
の技術や措置といった諸分野への研究助成 

 「成長、構造変化及び地域開発」委員会 
 ETS の強化 

 建築物（2050 年に実質的に気候ニュートラルな建築物ストックを保有する） 
 実質的に気候ニュートラルな建築物ストックに関する計画 

 新築 
 実質的に気候ニュートラルである新築基準を中期的に達成するため、

2021 年から適用されるゼロエネルギー建築物基準を段階的に進展させる。 
 遅くとも 2030 年までに建築物のエネルギー基準を、今日助成されている

「高効率住宅 55」の基準を大幅に下回る数値へと、更に段階的に進展さ
せていく 

 既存 
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 既存の建築物のエネルギー要件は、段階的に 2030 年までに、経済的な方
法で再開発し、2050 年までに実質的に気候ニュートラルな建築物ストッ
クに関する要件を満たすように改修する。 

 建材の LCA 評価を通じた持続可能な建築 
 空間秩序モデル計画（MORO）及び住宅都市開発実験（ExWoSt）などにおいて、

空間・都市開発分野での実用・応用研究活動を更に強化する 
 低炭素熱供給システムの構築を可能にする費用対効果の高い革新的な技術の研究、

開発及び市場導入を促進することによる地区内でのセクターカップリングと熱供
給・電力利用の拡大。これには、再生可能エネルギー源と組み合わせられる低温シ
ステム、システムのためのストレージ構想、又は生産方法、Power-to-Gas や Power-
to-Liquid の技術に基づく持続可能な燃料の分配及び利用を含む 

 運輸部門（2050 年に化石炭素燃料に実質的に依存しない脱炭素化を目指す） 
 2030 年までの道路輸送による温室効果ガス削減に関する構想を提示 
 電気モビリティーの助成 
 環境に優しい輸送手段や車両を利用等への資金的インセンティブの提供 
 輸送を道路から鉄道や水路にシフトさせるための連邦政府の既存の助成プログラ

ムによるモーダルスプリット 
 鉄路輸送から鉄道へのシフトに関する可能性を最大限活用するため、2030 年及び

2050 年の鉄道輸送に関する構想を開発する予定 
 国家自転車交通計画（NRVP）を 2020 年以降も続行し、自転車・徒歩交通への移

行を促す 
 航空・海上輸送に電力に基づく燃料 
 輸送に関するデジタル化戦略 

 産業部門 
 製品の耐用年数延長及び廃棄物の防止 
 炭素の工業的再循環（CCU など）を含む産業の分野的特性を鑑みて構成された研

究開発プログラムを公開予定。 
 連邦教育研究省（BMBF）：「CO2Plus―原料基盤の拡大のための CO2の素材利

用」という措置の枠組みにおいて、CO2利用分野（CCU）における研究開発計
画を助成している。 

 BMBF：「r+Impuls― 資源効率のための革新的技術―産業資源効率化の推進」
により、資源効率化計画、特に CCU 分野の実践的かつ産業主導型の計画も、
市場に至る過程において支援している。 

 BMUB：環境技術革新プログラム（UIP）において、革新的な環境緩和技術を
大規模技術で初めて実施する実証計画を助成することが可能 

 工業及び商業の排熱ポテンシャルの一貫した戦略的な活用 
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 企業における企業向けの高効率技術に関する知識基盤の継続的最適化 
 既存の報告手段に基づく統一的な気候レポートを更に強化し、統一的なレポート

規格を企業に適用 
 生産における資源やエネルギーへの需要を縮小し、循環経済を強化するために新

しい市場で利用できる技術やビジネスモデルの普及を促進するための情報発信の
強化 

 農業部門（排出量削減と、持続可能な農業生産における資源効率の向上） 
 農業政策による助成 
 窒素過剰の更なる削減するために、ドイツの持続可能性戦略の目標値である 70 

kg/N/ha が 2028 年から 2032 年に達成することを目指す 
 有機農業の面積率の拡大 
 家畜糞尿や農業残留物の発酵の促進 
 畜産における排出量の削減するために、2021 年までに畜産の排出量を削減するた

めの全体的な戦略を作成 
 2012 年 3 月に連邦食糧農業省（BMEL）によって開始されたイニシアチブ「捨て

るには良すぎる」を拡大して行く。この戦略は、ドイツで 2030 年までに食品廃棄
物と食品ロスを半減することを目指す 

 農業分野における革新的気候保護構想の開発 
 土地利用及び林業部門（森林の維持と炭素吸収の改善） 

 森林の維持及び持続可能な管理 
 永年放牧地の維持 
 泥炭土壌の保護 
 土地利用の減少 

 部門横断 
 気候に優しい税制及び課徴金制度の更なる開発 
 環境に有害な補助金の削減 
 気候に優しい投資及び効率的な金融市場 
 気候に配慮した投資決定のための効率的な金融市場を目指し FSB の気候関連の財

務情報開示に関するタスクフォースを支援 
 気候に優しい投資の助成及びインセンティブ 
 持続可能な製品とサービスが貿易において優先されるように、ドイツは EU と

WTO の枠組みにおいて取り組む 
 持続可能性に関する社会的進歩の評価を検討 
 全国的なモニタリングに対する 1 つの包括的な最新のアプローチによる環境モニ

タリングの調整 
 革新的気候保護の原動力としての研究開発 
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 政府の役割 
 温室効果ガスニュートラルの連邦行政を目指し、連邦所有の不動産、エネルギー供

給、環境管理、調達、モビリティー及び情報技術（IT）の各分野において取り組み
を実施する 

 持続可能な調達のための同盟の作業や、連邦内務省の持続可能な調達のためのコ
ンピテンスセンター（KNB）の更なる発展を支援する 

 グリーン IT イニシアチブ 
 国家気候保護イニシアチブである “Change Agents“ の枠組みにおいて、持続可能

性に向けて社会的変化を推進する人々を支援 
 啓蒙 

 持続可能な開発のための教育の趣旨における気候保護教育の提供 
 ターゲットグループ特有の気候保護目標及びその到達への過程、そして最新の気

候保護措置の実施に関して情報提供 
 企業における気候保護 

 全ての職業教育職において、そして日々の計画・生産プロセスの実施において、
気候保護関連の知識に関する意識と実践に貢献するプロジェクトを助成、各
職種の気候保護措置の実施に関する追加的資格の獲得を支援し職業選択に伴
う気候保護志向の措置を支援 

 産業界及び市民社会によるマルチステークホルダー・イニシアチブを通じて、
連邦政府は、グローバルサプライチェーンに沿った生態学的・社会的基準の実
施を支援 

 自治体の気候保護の強化の検討 
 
３-４国際協力や自国の製品・技術等による海外貢献への言及 

 連邦政府は、二国間及び多国間のプログラムやファンドを通じて、国際的な気候活
動を支援している。気候関連の開発協力（連邦経済協力開発省（BMZ））と BMUB
の気候資金調達の枠組みにおける支援活動は、一致した方法でお互いを補完する。
その際に、国際的な気候資金調達の大部分は、BMZ によって行われている。ドイ
ツの気候資金は、温室効果ガス削減、気候変動への適応及び REDD プラス（森林
減少・劣化からの温室効果ガス排出削減）などの森林と生物多様性の保全に関する
プロジェクトに使用される。その際に、民間セクターや市民社会との連携は、ドイ
ツにおいても国際的にも、ますます重要な役割を果たすようになっている。ドイツ
は、国際開発協力における重要なパートナーであり、国際的な気候保護に対する最
大の資金拠出国の一つである。ドイツの開発協力は、2030 アジェンダやパリ協定
の趣旨において、多国間組織の改革プロセスを支援している。2016 年に連邦政府
は、国際的な気候資金調達措置に対し、約 24 億ユーロを連邦予算から用意するこ
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とを計画している。 
Die Bundesregierung unterstützt internationale Klimaaktivitäten durch 
bilaterale und multilaterale Programme und Fonds; die Förderaktivitäten im 
Rahmen der klimarelevanten Entwicklungszusammenarbeit (BMZ) und der 
BMUB-Klimafinanzierung ergänzen sich in kohärenter Weise. Der 
überwiegende Teil der internationalen Klimafinanzierung wird dabei durch das 
BMZ geleistet. Die deutsche Klimafinanzierung umfasst Projekte zu Minderung 
von Treibhausgasen, Anpassung an den Klimawandel, sowie Wald- und 
Biodiversitätsschutz inklusive REDD+. Dabei spielt die Kooperation mit dem 
Privatsektor und der Zivilgesellschaft sowohl in Deutschland, als auch 
international eine zunehmend wichtige Rolle. Deutschland ist ein wichtiger 
Partner in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und zählt zu den 
größten Gebern für den internationalen Klimaschutz. Die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit fördert Reformprozesse in multilateralen 
Organisationen im Sinne der Agenda 2030 und des Übereinkommens von Paris. 
2016 plant die Bundesregierung über den Bundeshaushalt etwa 2,4 Mrd. Euro 
für Maßnahmen der internationalen Klimafinanzierung bereit zu stellen.5 

 
 パリ協定の目的に則り気候・開発資金調達を行う際に、主要な役割を果たすべきは、

2016 年に連邦政府が創設した、自国の気候保護への貢献を実施するためのグロー
バル・パートナーシップ（NDC パートナーシップ）である。発展途上国と新興国
に対しては、それらの国々の気候保護への貢献を実施する際に、NDC の改訂時に
より大きな野心への道を切り開くよう支援する必要がある。 
Eine zentrale Rolle für die Ausrichtung der Klima- und 
Entwicklungsfinanzierung an der Zielen des Übereinkommens von Pariser soll 
die Globale Partnerschaft zur Umsetzung der nationalen Klimaschutzbeiträge 
spielen (NDC-Partnership), die von der Bundesregierung 2016 ins Leben 
gerufen wurde. Entwicklungs- und Schwellenländer sollen bei der Umsetzung 
ihrer Klimaschutzbeiträge unterstützt werden, um den Weg zu größerer 
Ambition bei der Überarbeitung der NDCs zu ebnen.6 

 
 開発協力の枠組みにおいて、連邦経済協力開発省（BMZ）は、気候保護と持続可能

な開発を共に実現するための措置を支援する。特に、エネルギー（中でも Africa 

                                                      
5 Klimaschutzplan 2050 P.24 
6 Klimaschutzplan 2050 P.24 
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Renewable Energy Initiative（AREI）を通じたアフリカにおけるエネルギー転換）、
気 候 リ ス ク 保 険 、 森 林 （ African Forest Landscape Restoration Initiative
（AFR100））、海洋・沿岸保護（海洋保護と持続可能な漁業の 10 項目の行動計画）、
輸送（特に都市部における持続可能なモビリティシステムの支援）及び気候変動へ
の適応（NAP Global Network）の各分野が、現在具体的なイニシアチブを提供し
ている。また、開発協力のアプローチは、自国の気候保護への貢献（NDCs）の実
施に矛盾なく適合している。更に BMZ は、工業生産における循環経済と資源効率
を促進する際に相手国を支援しており、持続可能な、気候に優しい経済開発に貢献
している。 
Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) Maßnahmen, mit denen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung 
gemeinsam verwirklicht werden. Konkrete Initiativen gibt es derzeit 
insbesondere in den Bereichen Energie (u.a. Energiewende in Afrika mittels 
Africa Renewable Energy Initiative, AREI), Klimarisikoversicherung, Wald 
(African Forest Landscape Restoration Initiative, AFR100), Meeres- und 
Küstenschutz (10-Punkte-Aktionsplan Meeresschutz und nachhaltige 
Fischerei), Verkehr (insb. Förderung nachhaltiger Mobilitätsysteme im 
städtischen Raum) und Anpassung an den Klimawandel (NAP Global Network). 
Die Ansätze der Entwicklungszusammenarbeit werden zudem konsistent auf 
die Umsetzung der nationalen Klimaschutzbeiträge (NDCs) ausgerichtet. 
Darüber hinaus unterstützt das BMZ Partnerländer bei Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und der Ressourceneffizienz in der industriellen 
Produktion und trägt somit zu einer nachhaltigen, klimaschonenden 
wirtschaftlichen Entwicklung bei7. 

 
３-５気候変動対策と経済の両立への工夫、想定コスト 
記載なし。 
 
３-６主要なエネルギー対策、研究開発分野 
 エネルギー産業 

 連邦経済エネルギー省（BMWi）が「エネルギー効率に関するグリーンペーパー」
―野心的な効率化戦略のマイルストーンの策定 

 再生可能エネルギーの拡大：再生可能エネルギー法（EEG 2017）の改正 

                                                      
7 Klimaschutzplan 2050 P.24 
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 連邦経済エネルギー省（BMWi）が包括的な協議プロセス「電力 2030」を設置、
未来のエネルギーシステムへの過程におけるマイルストーンの策定 

 エネルギー需要を全量再生可能エネルギーに置き換えるための電力、熱、輸送のセ
クターカップリングの更なる進展 

 エネルギーインフラ投資のための資金調達システムと収入分担の転換 
 再生可能エネルギー技術やネットワーク、ストレージ、セクターカップリング技術

（特に Power-to-Gas 及び Power-to-Liquid）、そしてエネルギー効率向上の研究
開発 

 連邦経済エネルギー省（BMWi）の「成長、構造変化及び地域開発」委員会におけ
る安定成長、持続可能な構造変化と未来志向の地域開発のための政策の検討 

 建築物 
 実質的に気候ニュートラルな建築物ストックに関する計画 

 実質的に気候ニュートラルである新築基準を中期的に達成するため、2021 年
から適用されるゼロエネルギー建築物基準を段階的に進展させる。 

 既存の建築物のエネルギー要件は、段階的に 2030 年までに、経済的な方法で
再開発する 

 建築物ストックに関し省エネルギー法に基づき迅速に、建築物の所有者が建
築物をエネルギーに応じて各階級に分類できる体系を開発する予定 

 連邦政府のエネルギー概念において決議されたように、「実質的に気候ニュー
トラルな建築物」を目標レベルとして設計された既存の建築物の改修計画に
より、2050 年までに段階的にその目標レベルに到達する必要がある。 

 再生可能な暖房システムを化石燃料のものより明らかに魅力的にするという
目的で、化石燃料エネルギー源のみに基づく暖房設備の交換助成を 2020 年に
廃止し、同時に、再生可能な加熱設備への助成を改善する 

 持続可能な建築に関するインセンティブの検討 
 建築材のライフサイクル（“Cradle to Grave”又は“Cradle to Cradle”）全体を

より多く取り入れる手段を再検討し、建築計画の実践にもより多く取り入れ
るべき 

 空間の需要を迅速にカバーするため、モジュール式の連続施工法や、柔軟で世
代を問わないバリアフリー又は低障壁の住空間の助成を支援 

 連邦政府は、都市や地域に問題解決の良い例を提供することを目的として、空間秩
序モデル計画（MORO）及び住宅都市開発実験（ExWoSt）などにおいて、空間・
都市開発分野での実用・応用研究活動を更に強化 

 地区内でのセクターカップリングと熱供給 
 連邦政府は、必要とされるエネルギー供給の脱炭素化を支援するため、低炭素

熱供給システムの構築を可能にする費用対効果の高い革新的な技術の研究、
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開発及び市場導入を促進する 
 建築物分野における再生可能エネルギーの更なる統合を促進するため、例え

ば住宅・不動産会社、住宅協会又は建築物所有者にとっての既存の障壁を排除
することが重要 

 住宅技術のスマート制御など、ネットワーク構築やセクターカップリングの
新しい形態が試されるモデル地区を援助し評価する 

 運輸 
 連邦政府は、2030 年までの道路輸送による温室効果ガス削減に関する構想を提示

する 
 モータ化された道路輸送の温室効果ガス排出量削減に対する電気モビリティーの

主要な重要性を踏まえ、連邦政府は、助成措置を定期的に再検討しその進展に適応
する 

 輸送を道路から鉄道や水路にシフトさせるための計画策定、及び連邦政府の既存
の助成プログラムの強化、ネットワーク化のための技術開発 

 2030 年及び 2050 年の鉄道輸送に関する構想を開発 
 連邦政府は、国家自転車交通計画（NRVP）を 2020 年以降も続行し、この関連で、

自転車交通の強化に関して適切な枠組み条件を設定し、具体的活動の資金を助成
することにより、自治体を支援する予定 

 国内・国際航空・海上輸送のための電力、廃棄物等のバイオ燃料を普及させ、市場
に導入するための構想を提示 

 輸送に関するデジタル化戦略を開発する 
 工業 

 製品の耐用年数延長及び廃棄物の防止 
 製品の修理及び、“Point of Sale”での製品の品質保証に関する最大限の透明性

確保についての枠組み条件の改善 
 連邦政府は欧州レベルで、特に独立した小規模工場に対し、スペアパーツや修

理マニュアルの利用可能性に関する情報を提供するための、措置の特定も支
援 

 連邦政府は、2019 年に廃棄物防止プログラムを改定する予定 
 工業プロセスによる排出物を削減するために、連邦政府は、産業界と共同で、気候

に影響を及ぼす工業プロセスの排出物を削減するため、温室効果ガスニュートラ
リティへの転換という目標に則り、分野的特性を鑑みて構成された研究開発プロ
グラムを公開する予定 

 工業及び商業の排熱ポテンシャルの一貫した戦略的な活用 
 企業における企業向けの高効率技術に関する知識基盤の継続的最適化 
 連邦政府は、既存の報告手段に基づく統一的な気候レポートを更に強化し、それに
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より、統一的なレポート規格の適用を保証する。連邦政府は、その実施の際に中小
企業に助言し支援して行く 

 将来的にもドイツは、工業用地を残し、ドイツでの工業生産を行うべきである。早
期にモデル的に、実際の例を鑑みて近代化経路の実現可能性を試験して明らかに
するため、連邦政府は、生産における資源やエネルギーへの需要を縮小し、循環経
済を強化するために新しい市場で利用できる技術やビジネスモデルを、特にエネ
ルギー集約型の分野や企業が導入できるようにすることに、NKI の資金をより多
く注入する。このベストプラクティスの普及を促進するため、これらの措置を目標
群に応じた広報活動によりサポートし、普及の助成が必要か否かを検討する。 
Auch in Zukunft soll Deutschland Industriestandort bleiben und industrielle 
Fertigung in Deutschland stattfinden. Um die Machbarkeit des 
Modernisierungspfades an praktischen Beispielen frühzeitig modellhaft zu erproben 
und zu verdeutlichen, wird die Bundesregierung Mittel der NKI stärker darauf 
ausrichten, insbesondere energieintensive Branchen und Unternehmen zu 
befähigen, neue, auf dem Markt verfügbare Technologien und Geschäftsmodelle zur 
Minderung des Ressourcen- und Energiebedarfs in der Produktion sowie zur 
Stärkung der Kreislaufwirtschaft einzuführen. Um die Diffusion dieser Best 
Practices zu beschleunigen, werden die Maßnahmen durch eine 
zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit flankiert und es wird geprüft, ob eine 
Förderung der Diffusion erforderlich ist. 

 農業 
 共通農業政策（GAP）の枠組みにおける資金調達手段の活用 
 窒素過剰の更なる削減 
 有機農業の面積率の拡大 
 家畜糞尿や農業残留物の発酵の促進 
 畜産における排出量の削減 
 食品廃棄物の回避 
 農業分野における革新的気候保護構想の開発 

 土地利用及び林業 
 森林の維持及び持続可能な管理 
 永年放牧地の維持 
 泥炭土壌の保護 
 住宅地などの土地利用の減少 

 部門横断 
 持続可能な製品とサービスは、貿易において優先できるようにする必要がある。こ

の点について、ドイツは EU と WTO の枠組みにおいて取り組むべき 
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 連邦政府は、社会的進歩を評価するために、国内総生産を補完するアプローチとし
て、異なる福祉基準に重点を置きつつ補完が可能か否か、そしてどの程度可能かに
ついて検討する 

 効果的かつ広範に作成された参加プロセス及び効率的なモニタリングの利害関係
において、連邦政府は、気候保護計画 2050 の実施を成功させるため、十分なデー
タ量を全国で調整し、電子通信手段を利用可能にするよう取り組む 

 革新的気候保護の原動力としての研究開発 
 野心的な気候保護目標は、知識と決定の基盤の適切な普及を必要とする。した

がって、これに必要とされる気候モデル分析、セクター横断的な気候変動研究、
実施可能かつ持続可能な開発経路の統合的シナリオの開発、また、必要とされ
る構造変化を成功させるための局地的ないし地域的な分析を開始しなければ
ならない。 

 温室効果ガスニュートラルの社会への変化は、経済的・社会的に容認される形
にする必要がある。それゆえ、行動の選択肢を提示し、これらを包括的に評価
するために、統合的な自然化学や社会科学の研究を目標に従って更に助成し
強化しなければならない。必要とされる技術的・社会的革新の推進力を獲得す
るため、経済的に有望で気候に優しい開発経路を実現する、ドイツと世界にお
ける持続可能な革新のためのパートナーシップを拡大することが重要である。 

 温室効果ガスニュートラルの連邦行政 
 連邦所有不動産及びモビリティーに関するエネルギー消費量、再生可能エネ

ルギーの割合及び CO2 排出量を体系的に集計し、前年に対する変化を説明し、
場合によっては温室効果ガスニュートラリティの目標を達成するため、措置
に更に磨きをかけて行く。 

 連邦政府は、ベストプラクティスの実例に関し、公共部門の各レベル間での意
見交換を始める予定 

 連邦政府は、連邦における民間所有の事業用不動産のエネルギー状況を改善
するため、連邦所有不動産のエネルギー再開発計画を作成し、将来の建設活動
において考慮する。 

 連邦行政に対し、持続可能なモビリティー管理を導入する予定。 
 ビデオ会議や通勤定期券、通勤用自転車や電動自転車、回避不可能な出張への

補償、エネルギー効率の高い自動車保有量などの、モビリティー分野における
持続可能性の措置プログラムの措置は、迅速に実施される。 

 このプログラムは、2019 年に再検討し、更に開発を進めて行く。 
 国家持続可能性戦略及び持続可能性措置プログラムの枠組みにおいて、連邦政府

自体は、2020 年までに連邦が調達する繊維製品（特殊繊維製品を除く）の最大 50%
について、社会的・生態学的基準に従い調達する義務を負っている 
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 連邦のグリーン IT イニシアチブにより、連邦行政は、情報技術の導入をエネルギ
ー効率が高く持続可能な形で行うよう努力する 

 気候変動及び持続可能な開発に関する教育 
 連邦政府は、連邦の教育構造の枠組みにおいて、教育連鎖全体に沿った気候保

護教育のアクターや提供の支援を継続し、更に発展させる。 
 連邦政府は、連邦の既存及び将来の助成方針において、気候保護に関する教育

の提供を統合して行く。 
 国家気候保護イニシアチブ（NKI）の枠組みにおいて、子供や青少年、若年成

人の気候保護意識を強化し、気候保護への参加機会を促進する、学校やその他
の教育機関における気候保護プロジェクトの助成を継続して行く。 

 開発政策に関する教育事業により、連邦政府は、開発政策と気候政策の問題に
ついての批判的考察を促進し、独自の取り組みを奨励している。 

 連邦政府は、中心的な生活領域に目標を定めて社会的対話を追求し、このテーマに
関する情報と助言を助成している（未来に適した建築物のための情報・コンピテン
スセンター、電気モビリティーを含む「効率化住宅プラス」、気候に優しい投資、
“siegelklarheit.de“ のような情報プラットフォームを通じた持続可能な消費と持続
可能な公共調達の促進、持続可能性の指針など）。 

 企業における気候保護 
 連邦政府は更に、全ての職業教育職において、そして日々の計画・生産プロセ

スの実施において、気候保護関連の知識に関する意識と実践に貢献するプロ
ジェクトを助成し、各職種の気候保護措置の実施に関する追加的資格の獲得
を支援し（特に、従来の多くの取り組みのように個別に新たな職業教育を開発
するのではなく、既存の職業教育職の補足として）、さらに職業選択に伴う気
候保護志向の措置を支援する 

 連邦政府は、可能な場合には実績のある措置を継続し、必要に応じて更新し、
更に新たな活動の基盤として利用する予定である。 

 産業界及び市民社会によるマルチステークホルダー・イニシアチブを通じて、
連邦政府は、グローバルサプライチェーンに沿った生態学的・社会的基準の実
施を支援する（持続可能なカカオに関するフォーラム、持続可能な繊維製品の
ための同盟）。 

 連邦政府は、どのようにすれば地域的・局地的レベルでも気候保護がより高い重要
性を獲得できるか、さらに、独自の気候保護活動において自治体をどのように強化
できるかについて、検討する予定 

 
３-７金融制度、税制等の経済・規制的手法 
 ETS の位置付け 
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 エネルギー産業セクターや（一部の）工業セクターに対する、EU の主要な気候保
護手段 

 排出量削減に対する主要な価格インセンティブを創出し、それにより各国の気候
目標の達成を支援する 

 ETS の強化 
 炭素リーケージの関連セクターにおける最も効率的な 10%の設備が、ベンチマー

ク量の 100%を無償で付与されているということは、ドイツの経済的立場にとって
決定的に重要である。 

 4 億の排出権を新規参入施設枠（NER）に付与するとする欧州委員会の提案を支持。
市場安定化リザーブ（MSR）からは、それ以上の排出量を差し引くべきではない。 

 産業の排出枠を排出量に応じて適切に広げるとする前提条件の下で、NER の排出
量を MSR からではなく、第 4 取引期間の排出量から差し引く提案を支持する。 

 炭素リーケージリストは、国際競争の状況変化を考慮するため、5 年毎に再検討す
べきである。 

 その他に、電力価格補償（間接費用の補償）を継続し、産業プロジェクトに対する
技術革新基金を開設し、排出権の割り当てを実際の生産により適応させるとする
欧州委員会の計画が支持されている。 

 気候に優しい税制及び課徴金制度の更なる開発 
 2050 年までに気候保護目標を達成するため税制及び課徴金制度を再検討、環境破

壊者に対する各種税金のインセンティブ効果を考慮した制度を構築する 
 その場合に生じうる変化が低所得世帯や関係分野の国際競争力に及ぼす影響につ

いては、適切に考慮する。 
 環境に有害な補助金の削減 

 消費者やその他の国民経済の利害関係を考慮して、環境に有害な補助金を削減し、
未来志向で社会生態学的に適正な措置に対する投資に再分配するよう、 

 国家レベルや欧州レベル、そして国際レベルで取り組む 
 気候に配慮した投資決定のための効率的な金融市場 

 連邦政府は、金融安定理事会（FSB）における産業界主導による気候関連の財務情
報開示に関するタスクフォースの作業を支援している。 

 気候に優しい投資の助成及びインセンティブ 
 連邦政府は、インフラへの投資が気候に優しく、持続可能性志向の地域の公共サー

ビスという趣旨において構成され、さらにインフラ構造が持続可能に形成される
よう取り組む所存である。この目的に向けて連邦政府は、気候に優しい投資のため
のインセンティブ構造をどのように改善できるか検討して行く（工業と経済の章
の、気候レポートに関する措置とも比較すること）。 

 連邦政府は、資本のディスインセンティブを回避可能にするための、前提条件の改
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善作業を行う予定である。 
 連邦政府は、市場で環境や気候にとって適正な投資がますます提供されるように

なっていること、またこのことがどの程度まで公共投資にも適用可能かについて
指摘する予定である。 

 持続可能な投資は、持続可能性指向の投資家を必要とし、そのために適切な資金調
達手段や金融商品を必要とする。連邦政府は、多国間枠組みにおいて、持続可能性
の目標が、例えば多国間開発銀行の資金の実施時などに、より大きな役割を果たす
よう取り組んでいる。多国間開発銀行には、持続可能な投資のための民間資金の動
員に関し、これまで以上に貢献することが求められている。 

 
３-８フォローアップ、策定、見直しプロセス 

 連邦政府の気候保護計画の定期的な再検討と更新は、パリ協定への貢献に関し定
期的な再検討を行う 5 年の周期に従う。最初の更新は、パリ協定の締約国が新た
な貢献を公表すべき時点に行われ、これは遅くとも 2019 年末又は 2020 年初頭に
なると思われる。 
Die regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung des Klimaschutzplans der 
Bundesregierung folgt dem fünfjährigen Rhythmus der regelmäßigen 
Überprüfung der Beiträge zum Übereinkommen von Paris. Die erste 
Fortschreibung erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vertragsstaaten des 
Übereinkommens von Paris neue Beiträge vorlegen müssen, dies wird 
spätestens bis Ende 2019/Anfang 2020 der Fall sein. 

 
 気候保護計画 2050 は、2030 年の目標の達成を裏付けるために 2018 年に措置プ

ログラムの削減効果を定量化する。措置プログラムに対してはその都度、生態学的、
社会的、経済的影響を考慮する影響評価が行われる。気候保護計画の更新に合わせ
て、その都度適用されている措置プログラムを改訂する。このプログラムは、その
都度、次の削減段階とマイルストーンを、具体的かつできる限り削減効果を数量化
する措置により裏付けるものである。この措置プログラムは、ドイツ連邦議会と調
整した上で作成される。 
Der Klimaschutzplan 2050 wird im Jahr 2018 mit einem in seiner 
Minderungswirkung quantifizierten Maßnahmenprogramm unterlegt, das 
sicherstellt, dass die 2030er Ziele erreicht werden. Für die 
Maßnahmenprogramme werden jeweils Impact Assessments durchgeführt, die 
die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen betrachten. 
Entsprechend folgt auf Fortschreibung des Klimaschutzplans eine 
Überarbeitung des jeweils geltenden Maßnahmenprogramms. Dieses unterlegt 
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die jeweils nächsten Reduktionsschritte und Meilensteine mit konkreten und 
möglichst in ihrer Minderungswirkung quantifizierten Maßnahmen. Die 
Maßnahmenprogramme werden in Abstimmung mit dem Deutschen Bundestag 
erarbeitet. 

 
 広範に設定された科学に基づく支援プロセスの枠組みにおいて、連邦政府により

開設された、自然科学と社会科学の分野で選ばれた研究機関で構成される科学プ
ラットフォームが、この任務を執行する予定である。このプラットフォームは、気
候保護計画の再検討及び更新並びに措置プログラムの改訂のため、気候保護関連
の問題設定に対する科学的な専門知識や評価を獲得し、それにより方向性や決定
に関する知識を生成することになっている。 
Im Rahmen eines breit angelegten wissenschaftsbasierten Begleitprozesses 
wird eine von der Bundesregierung eingerichtete Wissenschaftsplattform 
ausgewählter natur- und sozialwissenschaftlicher Forschungseinrichtungen 
diese Aufgabe übernehmen. Die Plattform wird für die Überprüfung und 
Fortschreibung des Klimaschutzplans sowie die Überarbeitung von 
Maßnahmenprogrammen wissenschaftliche Expertisen und Bewertungen zu 
klimaschutzrelevanten Themenstellungen erarbeiten und somit Orientierungs- 
und Entscheidungswissen zu generieren. 

 
 気候保護計画の再検討及び更新は、各州、各自治体、産業界、市民社会及び市民の

幅広い参加の下で、社会的な討議プロセスにおいて行われる。その際には、ドイツ
の実質的な温室効果ガスニュートラリティの目標を達成するためのモデルや転換
経路（「ビジョン 2050」）の策定も、この社会的な討議プロセスの対象となる。社
会的な討議プロセスをどのように編成するのかについては、2015/2016 年に実施
された、気候保護計画 2050 に関する幅広い討議の評価に基づき決定される。気候
保護計画 2050 と関連する参加プロセスは、定期的に評価し更に開発する。 
Überprüfung und Fortschreibung des Klimaschutzplans erfolgen in einem 
gesellschaftlichen Diskursprozess unter breiter Beteiligung der Länder, 
Kommunen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürger. 
Gegenstand dieses gesellschaftlichen Diskursprozesses wird dabei auch die 
Formulierung von Leitbildern und transformativen Pfaden („Vision 2050“) zur 
Erreichung des Ziels der weitgehenden Treibhausgasneutralität Deutschlands 
sein. Wie der gesellschaftliche Diskursprozess organisiert wird, wird nach der 
Evaluation des 2015/2016 durchgeführten breiten Dialogs zum 
Klimaschutzplan 2050 entschieden. Die mit dem Klimaschutzplan 2050 in 
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Zusammenhang stehenden Beteiligungsprozesse werden regelmäßig evaluiert 
und weiterentwickelt. 

 
 実施及び目標達成を定期的に検討するため、連邦政府は、2020 年以降にも基本的

に毎年、気候保護報告書の作成を継続し、必要に応じて計画を再調整できるように
する。気候保護報告書には、既に採用されている様式に則り、現在適用されている
措置プログラムの措置実施状況、各活動分野での排出量推移に関するその都度の
最新の動向、及び次の削減段階に対し期待される削減効果の想定が記載される。そ
の際に、気候保護報告書の作成は、できる限り作業の重複を避けるため、措置プロ
グラムの改訂と関連させると合理的である。既存の報告要件及び様式を、その時に
適切に考慮する。 
Zur regelmäßigen Prüfung der Umsetzung und Zielerfüllung führt die 
Bundesregierung die Erstellung von Klimaschutzberichten auch über 2020 
grundsätzlich jährlich fort, um bei Bedarf nachsteuern zu können. Die 
Klimaschutzberichte enthalten gemäß dem bereits eingeführten Format den 
Stand der Maßnahmenumsetzung der aktuell gültigen Maßnahmenprogramme, 
die jeweils aktuellen Trends der Emissionsentwicklung in den verschiedenen 
Handlungsfeldern und eine Schätzung der zu erwartenden 
Minderungswirkungen für die nächsten Reduktionsschritte. Dabei wird die 
Erarbeitung der Klimaschutzberichte mit der Überarbeitung der 
Maßnahmenprogramme sinnvoll verknüpft, so dass Doppelarbeiten soweit wie 
möglich vermieden werden. Bestehende Berichtspflichten und -formate werden 
dabei geeignet berücksichtigt. 

 
３-９目標の達成見通し、現行政策との乖離 
記載なし。 
 
３-１０適応にかかる言及 
記載なし。 
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４フランス 

 
４-１長期戦略の位置づけ 

 この国家戦略は一般的な枠組みを提供し、検討される解決策の性質を明らかにす
るものである。後々の段階で部門別の行動プログラムによる補正を受けねばなら
ず、そうすることで解決策を慎重に選択し、その実行を最適化していく機会が提供
されることになる。 
This strategy provides the general framework and clarifies the nature of the 
considered solutions. At a later stage, it must be supplemented by sectoral 
programmes of action, which will provide opportunities to carefully select the 
chosen solutions and optimise their implementation. 

 
４-２排出削減目標（部門別、位置づけ） 

 国家低炭素戦略（SNBC）は、緑の成長のためのエネルギー移行法（第 2015-992
号、2015 年 8 月 17 日）の下で制定された。同戦略では、温室効果ガス（GHG）
排出量削減に向けて我々が採るべきアプローチの概要が提示されている。 
The National Low-Carbon Strategy (SNBC) was established by the Energy 
Transition for Green Growth Act No. 2015-992 of 17 August 2015. It outlines 
the approach to be adopted to reduce our greenhouse gas (GHG) emissions. It 
sets in motion the transition to a sustainable, low-carbon economy. 

 
 これにより、持続可能な低炭素経済への移行が動き出すこととなる。また、これに

より公的な意思決定者による温室効果ガス排出量削減に向けた政策の管理が促さ
れる。国家低炭素戦略は、2015～2018 年、2019～2023 年、2024～2028 年のカー
ボン・バジェットの枠内に排出量を留めることを可能としながら、2030 年までに
GHG 排出量を 40%削減するとする欧州連合に向けたフランスのコミットメント
を達成するとともに、2050 年までに温室効果ガス排出量を 75%削減することを目
指している。 
It facilitates the management of policies for reducing greenhouse gas emissions 
by public decision-makers.  The National Low-Carbon Strategy aims to cut 
greenhouse gas emissions by 75% by 2050, while making it possible to stay 
within the carbon budgets set for the periods 2015-2018, 2019-2023 and 2024-
2028 and honour the commitment made by France toward the European Union 
to reduce its GHG emissions by 40% by 2030. 
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表 ６-1 フランスの炭素予算 

期間 カーボン・ 
バジェット 

（年平均,土地利用変化を
除外したもの)* 

EUが一義的に管轄する
セクター 

（国際航空部門を除い
たETS) 

その他のセクター、フランスが
欧州及び国際社会において拘束
力のある約束として取組むもの
（ESR決定406/2009/ECの対象

分野） 

2015-2018 442 Mt CO2eq 110 Mt CO2eq 332 Mt CO2eq 

2019-2023 399 Mt CO2eq   

2024-2028 358 Mt CO2eq   

 
 

表 ６-2 部門別炭素予算 
排出量（年平均） 
（単位：Mt（CO2

換算）） 

1990 年 2013 年 第 1 次炭素 
バジェット 

2015～2018 年 

第 2 次炭素 
バジェット 

2019～2023 年 

第 3 次炭素 
バジェット 

2024～2028 年 
輸送 121 136 127 110 96 

住宅／第三次産業 90 99 76 61 46 
製造業 148 88 80 75 68 

エネルギー産業 78 57 55 55 55 
農業 98 92 86 83 80 

N2O 分 44 40 37 35 34 
CH4分 42 39 38 38 37 

廃棄物マネジメン
ト 

17 20 18 15 13 

CH4分 14 17 16 12 11 
年平均総排出量 552 492 442 399 358 

CO2分 400 367 323 288 257 
N2O 分 69 60 57 54 51 
CH4分 71 44 42 41 40 

フッ素系ガス分 12 21 20 16 10 
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４-３想定される産業・エネルギー需給構造、対策、技術 
4.2.ii 横断的推奨事項実施のための指標 
 

番号 章 推奨事項 モニタリング指標 
参照シナリオ／過去のレベルに基

づく基準 
1 カーボン・フ

ットプリント 
対応する措置が講じられる際に、温室効果ガス排出量勘定
（BEGES）への「スコープ 3」要素の包含を推奨する。同時
に、これら排出量削減の行動計画の支持も推奨する。 

‐スコープ 3 排出量を組み込ん
だ BEGES 数字‐これらの排出量
に関わる自主的コミットメント
の数字 

N/A 

2 新しい方向性
を目指す投資 

国内エネルギー消費税における炭素価格を、2016 年の€
22/tCO2から 2020 年に€56、2030 年に€100 へ引き上げる（€
は 2015 年価値）。この引き上げ分は、他の産品、活動、収
益形態に対する優遇税制措置で相殺される。 

炭素価格に対して指標化された
価格レベル（最小、最大、加重
平均） 

ETS 内での CO2価格（電力を除
く）： 
€7/tCO2eq（2015 年）、 
€10/tCO2eq（2020 年）、 
€14/tCO2eq（2025 年）、 
€35/tCO2eq（2030 年）、 
ETS 外での CO2価格：TICPE の
炭素構成部分（€22/tCO2（2016
年）、56（2020 年）、100（2030
年））（€は 2010 年価値） 

3 エネルギー移行のための保証基金を創設・展開する。 エネルギー移行における民間投
資 

参照シナリオの結果 

4 これらの財政上の利点について、グリーン目的での投資を条
件とする（持続可能開発勘定など）。 

  

5 世界の温室効果ガス排出量の大半をカバーする炭素価格シス
テムについて、その設立の意思を後押しする取り組みを進め
る。 

炭素税の対象となる世界排出量
のパーセント割合 

2015 年にカバーされた排出量
（セクション 3.2.ii の図参照） 

6 機関投資家（BPI フランスなど）による投資銘柄のカーボ
ン・フットプリントやグリーン・フットプリントの分析精度
を上げる。非金融関連報告を改善して明確な情報を提供し、
最終的にはこれらの投資の強制的グリーン化に繋げる。 

  

7 融資上のステークホルダーが自身の経営判断において炭素リ
スクを考慮することを担保する。 

  

8 持続可能な土
地マネージメ

一時的に放棄されているか又は食糧生産目的で使用されてい
ない農業用地について、革新的ソリューションを開発して土
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ント 地資源の持続可能な管理を担保する必要がある。高付加価値
食糧生産の可能性の追求、化石燃料に直接的・間接的に取っ
て代わる非食糧関連の目的・利用の推進など。 

9 フランス国の人口増による必要性（特に住宅問題）に対処す
る能力があることを担保しつつ、2030 年までに人工化を大幅
に減らし、それ以降は完全に停止する。 

土地の人工化のパーセント割合
（5 ヵ年開発） 

2035 年までに人工化を 80%削
減。長期的には停止する。 

10 住宅エリアをビジネス・レジャー地域近づけ、輸送インフラ
が使用する土地を減らす。この優先事項は地方計画に組み込
まれる。 

土地利用削減基準を組み込んだ
テリトリー結合計画（SCOT）で
カバーされるフランス国土のパ
ーセント割合 

2014 年レベル：11.2% 

11 地方プロジェ
クト実行の支
援 

異なるレベルで設定された量的目標の整合性を連続的・反復
的に調和させる 

地域別排出量 N/A 

12 地方プロジェクトを増やし、その作業を支え、その貢献度を
引き上げ（「グリーン成長のためのプラスエネルギー地域」
（TEPCV）、「ゼロ消耗・ゼロ廃棄領域」（ZGZD）などの
ラベルや証明書）、実験的試みも簡易に実施できるよう配慮
する。 

プロジェクト・ゾーンの数
（TEPCV、ZGZD） 

N/A 

13 全ての地方自治体を地域気候・大気・エネルギー計画
（PCAET）などに参画させ、地域の炭素勘定や行動戦略の策
定に必要なデータへのアクセスを促進する。 

導入される PCAET の数（LTECV
後の状況・行動予定において、
PCAET を採用した地方自治体で
あって適格性を有するものの割
合） 

長期的にカバーされたフランス
国の大部分 

14 研究と技術革
新 

未来技術の開発と迅速な普及を進め、低炭素惑星に向けて前
進する。 

低炭素技術に向けたエネルギー
R&D への投資のパーセント割合
（又は金額）。エネルギー効率
分野と低炭素エネルギー分野
（再生可能エネルギーと原子
力）とを区別する。 

2013 年結果：エネルギー効率分
野に 1 億 6,700 万ユーロ、低炭素
エネルギー生産分野に 7 億 8,700
万ユーロ 

15 再生可能エネルギー、低炭素技術、エネルギー効率に関する
優良事例を集め、低炭素システム分野における産業界のリー
ダーとなる 

DPT 気候政策方針文書でカバー
された R&D への公的支出（「未
来投資」スキームを含む） 

 

16 教育 地域エネルギー移行およびグリーン成長計画・プログラムに
包含される活動に学校を関与させる。 

小中高校で実施される持続可能
な開発教育プロジェクトの数 

N/A 

17 「持続可能な」キャンパスへの移行を加速し、学校・大学が   
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エネルギーや生態学的実績の観点から先頭を進む道を確保す
る。 

18 トレーニング 雇用・スキルのための地域管理戦略（GTEC）をサポート
し、生態遷移にリンクした転職の奨励に特に注目する。 

  

19 エネルギー監査部門の専門スキルや評判を引き上げる。   
 
4.2.iii 部門別推奨事項実施のための指標 
 

番号 章 推奨事項 モニタリング指標 参照シナリオ 
20 輸送 車両のエネルギー効率を改善する：2030 年に発売される全車

両について平均 2L/100 km を達成する。 
新規車両・旧車両を合算した消
費率（燃料／km） 

合算消費率の低減（2030 年頃ま
でに新規車両について平均
2L/100km） 

21 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（電気自動車充電ポイント、ガス供給
ステーションなど）。 

単位エネルギー量当たりの低炭
素エネルギー源の割合。ライフ
サイクル、「採掘から車両走行
まで」分析 

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
割合の 5%増）、2050 年までに
37%減 

22 公共部門車両（バスを含む）について、低排出車両の規定台
数制を導入する 

  

23 （全てのステークホルダーによる）低炭素輸送ソリューショ
ンの展開（又は展開の調整）を進める。 

  

24 輸送形態変更を奨励する：クリーン且つグリーンな移動の促
進（徒歩や自転車。自転車については優遇税制など）、鉄
道・河川交通などの普及などによる。 

公共輸送・積極的移動性が全旅
客輸送に占める比率。道路・鉄
道貨物輸送のパーセント割合。 

2013 年から第 3 次カーボン・バ
ジェット終了時まで：全動力旅客
輸送の一部としての道路輸送・国
内航空輸が全動力旅客輸送に占め
る比率の 2%減。貨物輸送につい
ては 7%減。 

25 特に以下により輸送需要を管理する：循環経済・短い巡回路
を推奨することで産地と消費地との距離を短くする。企業の
輸送戦略・労働協約に遠隔勤務を含めることを奨励する。 

ヒトの移動距離（km）と単位
GDP 当たりの物品輸送（t.km/
€）。 

第 3 次カーボン・バジェットの終
了までに 1 人当たりの移動距離
（km）を 2%増とし（2013 年と比
較）、2050 年までに単位 GDP 当
たりのトン数×km を安定させる
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（2013 年レベル）。 
26 カーシェアリングや移動サービスの推進をサポートし、車両

稼働率の引き上げを可能とする。 
民間車両の平均稼働率 第 3 次カーボン・バジェットの終

了までに旅客輸送における稼働率
の 8%増（2013 年と比較） 

27 貨物コンテナのロードファクターを改善し、「輸送業者プロ
グラム」や「FRET21」などの自主的スキームを支援する。 

HGV の平均ロードファクター 第 3 次カーボン・バジェットの終
了までに HGV の平均ロードファ
クターの 10%増（2013 年と比
較） 

28 住宅／第三次
産業 

将来の熱規制における新規建物の環境影響を評価するための
ライフサイクル分析を強化する。新しい品質ラベルなどによ
り、それらの規制変更に対する準備を整える。 

建設から生ずる GHG 排出量（ラ
イフサイクル分析） 

N/A 

29 断熱、エネルギー効率、システム環境性能（暖房、温水、調
理）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。 

エネルギー移行における民間投
資（建設） 

参照シナリオの想定 

30 投資障壁を除去し、低所得者層へのエネルギー・リノベーシ
ョンを支援し、金融部門に特別制度の設立（第三者融資ソリ
ューションなど）を促す。 

  

31 消費者向け情報通信キャンペーン（隠れ消費や省エネルギー
技術について）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。 

ソース別、使用例別のエネルギ
ー消費（12 種類） 

参照シナリオの想定 

32 ほぼ全ての高炭素集約度暖房システム（排出量が利用可能エ
ネルギー1 kWh 当たり 300 gCO2以上）について、GHG 集約
度の低いその他暖房システム（特に再生可能エネルギーによ
るもの）による代替を奨励する。 

 参照シナリオの想定 

33 低炭素の建築やリノベーション部材の生産・設置に特化した
ローカルチェーンを展開し（特に、木材などの生物由来原材
料）、建物のライフサイクル分析に含むことのできる建材・
廃棄物のリサイクルも支援する。 

建設部門で消費される木材量；
建物に使用される木材量 

N/A 

34  再利用・リサイクルされる建設
廃棄物のパーセント割合 

N/A 

35 農業 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。 

窒素肥料の売上高（単位：トン
（窒素換算）／年） 

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；低投入農業の実践、投入量の
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適正化、代替肥料の使用を含む） 
36  窒素肥料の効率（肥料売上高／

平均穀物収穫量） 
 

37 マメ科作物の展開、輪作期間の延長、収穫物ミックスの多様
化を進める。 

マメ科作物の栽培面積 2035 年までにマメ科作物につい
て 200 万ヘクタール以上、この内
90 万ヘクタールは大規模プロテ
イン作物農場 

38 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。 

 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。 

39 永年牧草地を保護し、混農林業、生け垣、その他農業生態学
的資源開発を推進する。 

永年牧草地の面積、生け垣の長
さ・面積 

2010～2035 年で永年牧草地の減
少を 49 万ヘクタールに制限する 

40 土壌カバリッジを進め、土壌中の有機物含有量の割合を増や
す。 

 2035 年までに間作が春作物の
80%を占める 

41 農業的バイオメタニゼーションを展開する。 農場のバイオメタニゼーショ
ン・ユニットの数と生産される
バイオガスの体積 

利用可能な屎尿の 40%からバイオ
ガスを生成する 

42 森林‐材木‐
バイオマス 

小さい森林区画について、離れた区画の統合を進めるなどし
てその管理を改善し、再生率が十分であることを担保する。 

民間森林資源の面積（X ヘクタ
ール以下）（10、20、25?） 

 

43  GIEEF 森林グループの数と総面
積 

この部門の PNFB・戦略的約定を
参照 

44 躍動的で持続可能な資源マネージメントのための財政上のイ
ンセンティブを導入する。 

小森林区画の実質資産税の最低
基準、マネージメント戦略実行
のモニタリング、森林投資の支
援 

 

45 工業、建設、室内装飾、包装、エネルギー等々における生物
由来資源の効率的利用を推奨する。 

1. フランス国の建設、家具、包
装、パネル・ペースト生産の各
部門で使用されるフランス産木
材の量；資材用として輸出され
る量。 
2. フランス国内でエネルギーと
して使用されるフランス産木材
の量；平均エネルギー効率；エ
ネルギー用に輸出される材木の
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量。 
 

46 特に土壌や生物多様性への影響など、持続可能性を注意深く
モニターする。 

PNFB および／又は SNMB（国家
バイオマス戦略）で明記され
る。 

 

47 原材料や経済データのフローのモニタリングの強化・共有。 （材木・森林モジュールの設
定、共同経済モニタリングの設
立 

N/A 

48 工業 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。 

工業生産のエネルギー集約度
（エネルギー集約度の高い 7 つ
の生産分野） 

参照シナリオの結果 

49 高品質で世界に認知されるエネルギー効率サービスを展開
し、第三者融資を受ける。 

工業部門の省エネルギー対策に
充てられる投資分 

参照シナリオの結果 

50 熱ネットワークを通じて工業施設の排熱リサイクルを推進す
る。 

再利用される熱量（単位：
MWh） 

2030 年に排熱回収量が 10 TWh 

51 循環経済を展開し、再利用・リサイクル率を高め、廃棄物の
総量を削減し、低排出・高効率ライフサイクル証明書と共に
製品を市場へ供給する。 

国民 1 人当たりの原材料生産
性、原材料の国内消費 

N/A 

52 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。 

工業部門で使用されるエネルギ
ー全体に占める各エネルギー源
の比率 

参照シナリオの結果 

53 エネルギー生
産 

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。 

単位 GDP 当たりの一次エネルギ
ー消費原単位 

参照シナリオの結果 

54 炭素系エネルギーの使用量を削減するべく、消費の季節的ピ
ーク・日常ピークを平坦化する。 

平均所要電力とピーク消費時間
帯 

N/A 

55 2050 年を期限にエネルギーミックスの徹底的した脱炭素化と
一元的エネルギー生産（ファクター10） 

電力と熱ネットワークの
gCO2/kWh 比 

N/A 

56 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
に無用となる。 

SNBC の発表以降、基礎的・準基
礎的エネルギー需要を満たすた
めの承認済み化石燃料由来電力 

N/A 

57 再生可能エネルギーを組み込みながら、水力発電部門、イン
テリジェント・ネットワーク、蓄電性能などの応答性も向上
させることで、排出量を増やすことなくシステムの応答性を
向上させる。近隣諸国との系統連系の維持・展開にも留意し

総発電量に占める再生可能エネ
ルギーの割合 

我が国の法的目標の尊重（第 L-
100-4 条） 
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なければならない。 
58 地域暖房ネットワークを展開し、再生可能熱・排熱回収を利

用する生産体制を目指す。 
熱ネットワークで使用される再
生可能熱・回収排熱の割合 

我が国の法的目標の尊重（第 L-
100-4 条） 

59 廃棄物マネー
ジメント 

生じる廃棄物を減量し（エコ設計、製品の長寿命化、修理、
廃棄食品の最少化、等々）、再利用を推進する。 

家庭ごみ 部門別廃棄物量（100 を基準）、 
2010／2030 年： 
貯蔵 ISDND：100／43 
焼却 UIDND：75／64 
原材料再利用：44／62 
堆肥化：33／57 
バイオメタニゼーション：3／14 

60 不可避的に生ずる廃材を有効利用する（リサイクル）。 貯蔵 ISDND への廃棄物フロー  
61 資材として再利用できない不可避的廃棄物をエネルギー目的

で使用する。 
  

62 埋立地や処理プラントからのメタンや特に回収不能ガスの排
出量を減らす。 

メタン回収量、バイオメタン注
入関連施設の数 

ISDND 貯蔵 2010／2030 年 
回収率（%）：38%／70% 
回収バイオガスの再利用（%）：
59%／80% 

63 エネルギーの回収・利用を伴わない焼却処理を停止する   
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４-４国際協力や自国の製品・技術等による海外貢献への言及 
 

 領域排出量指標を用いる場合には、それに併せてカーボン・リーケージを防止する
ための監視を強化しなければならない。海外への移転ならびにカーボン・リーケー
ジを思いとどまらせるような方法によって、領域排出量削減のためのインセンテ
ィブをもたらす手段を設計し、較正し、その試験を実施すべきである。 
Use of the territorial emissions indicator must be accompanied by enhanced 
vigilance to prevent carbon leakage. Instruments offering incentives to reduce 
territorial emissions should be designed, calibrated and piloted in such a way as to 
discourage offshore transfers and carbon leakage. 
 

 その一方で、この第 1 レベルの責任が実際に優先されており、すでに野心的な国際
公約によってそれへの対応が行われているとしても、フランスの対策は、国内の領
域排出量の削減に限定すべきではない。また、消費者（企業、組織、家庭）が製品・
サービスの消費を通じて気候変動に関する自らの責任を果たすため、必要とする
情報と資源をその消費者に対して提供することも重要である。部門レベルでも領
域レベルでも、総合的なカーボン・フットプリントを考慮すべきである。最後にな
るが、他に劣らず重要なこととして、国際レベルでは、特に国際輸送による排出量
の削減のための熱心な対策が必要とされる。 
Meanwhile, France's action should not be limited to reducing territorial emissions 
within the country, even if this first level of responsibility does take priority and is 
already covered by ambitious international commitments. It is also important to give 
consumers (businesses, organisations, households) the information and the 
resources they need to step up to their own climate change responsibilities via their 
consumption of goods and services. Overall carbon footprint should be taken into 
account at both the sectoral and territorial levels. Last but not least, dedicated action 
is required at international level, particularly to reduce emissions from international 
transportation. 

 
４-５気候変動対策と経済の両立への工夫、想定コスト 

 トレンドベースのシナリオと比較して、参照シナリオ（AMS2）のマクロ経済的影
響を計算すると、GDP も雇用もプラスの結果が示される。このプラス効果は、投
資の波に関連する変動幅を超えて、所定期間の年間 GDP の平均値および毎年創出
される追加雇用者数の平均値の追い風となることが確認できる。 

 NEMESIS モデルは、参照シナリオは 2014～2035 年に GDP を年間 250 億ユーロ
押し上げ、同じ 22 年間に 108,000 人分の追加雇用を創出すると予測する。  
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 THREEME モデルを用いて ADEME によって実施されるマクロ経済評価は、2014
～2035 年に毎年 350,000 人分の雇用が追加で創出され、NEMESIS モデルによる
予測に匹敵する年間 GDP 平均値の増加を予測する。 

 
４-６主要なエネルギー対策、研究開発分野 

 欧州レベルにおける戦略的エネルギー技術計画（SET 計画）は、研究とイノベー
ションの問題におけるいっそうの協力の促進を目指しており、それを通じて費用
効率の高い低炭素技術の開発を活気づけようとしている。 

 この枠組みにおいては、様々な欧州産業イニシアティブ（EII）や合弁ハイテク企
業が生み出されており、特に、風力エネルギー、太陽エネルギー、バイオエネルギ
ー、CO2の回収・貯留・輸送・使用、インテリジェント電力網（貯留を含む）、核
分裂（第 4 世代の技術）、スマートシティおよびコミュニティ、水素発電ならびに
生化学燃料電池における産業試験と新たな開発の促進に焦点が当てられている。 

 SET 計画は、「技術サイロ」アプローチから、より包括的で戦略的なエネルギーシ
ステムのビジョンへと進化しつつある。統合ロードマップとそれに付随する行動
戦略の助けを借りて、加盟国共通の優先事項（それは長期的には欧州の重要な優先
事項となる可能性がある）を特定するというタスクが達成されている。そのように
して、国家の優先事項から戦略的優先事項が外挿されている。 

 フランスにおいて 2013 年 7 月 22 日の法律から導き出された国家研究戦略（SNR）
は、の重要な社会的課題を中心に構成されている。その課題には、「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。既存
の国家エネルギー研究戦略（SNRE）は、この計画の「エネルギー」側面（グリー
ン成長のためのエネルギー転換法第 183 条）として組み入れられる予定であり、
それは 2016 年初めの公式採用に向けて最終決定される。 

 上で言及した 2 つの優先事項（エネルギーならびに持続可能な都市輸送・システ
ム）に関しては、SNR において特に重要なものとして特定されている対策を、国
家研究庁（ANR）が、運用レベルにおいて、また、なお揺籃期にある研究プロジェ
クト（TRL が低く、まだ成熟していない技術）に関連して、優先して実施する予
定である。ANR は、特に大きな潜在性のある新たな技術の開発を加速化するため
に、「破壊的イノベーションの探究」との表題のカテゴリーを創出した。 

 これらの資金源の支援、応用研究（TRL 格付けの最も高いもの）に対するさらな
る支援、ならびにイノベーションの実証は、2012 年に立ち上げられた未来投資プ
ログラム（PIA）を通じて可能となっている。そのスキームの第 2 期（PIA2）は
2014 年に開始され、「未来のための車両と輸送システム」ならびに「環境保護・エ
ネルギー転換を実証する技術」に対する財務支援を行った。PIA スキームは
ADEME が運営している。また、ADEM そのものによる研究プログラムも、全国
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的なエネルギー技術・サービスのシステムの開発と実装を促進し、気候変動の課題
に備えた低炭素社会という国の目標に向けて努力することに焦点を当てている。 

 エネルギー転換に関連して目標とするのは、同量のエネルギーを生み出しながら
エネルギーもしくは天然資源の節約ならびに CO2排出量の削減を可能にするよう
な技術・慣行を、実際の運転条件において実証することである。その目的は、炭素
依存の選択肢のコストに類似したエネルギー生産コストによる商業的に実現可能
なソリューションへとこれらの技術を発展させることである。2020 年については、
€100/MWh という生産コストの一般的目標が設定された。 

 
４-７金融制度、税制等の経済・規制的手法 

 炭素価格は、国のカーボン・フットプリントに影響を及ぼす公共政策のための基準
点をもたらしている。ここではいくつかの例を挙げる。 
Carbon prices also provide a point of reference for public policies with an influence 
on the country's carbon footprint. Here are a few examples: 

 
 税金を全体的に引き上げることなく国内エネルギー消費税の炭素部分を漸進的に

引き上げる 
Gradually increase the carbon portion of domestic energy consumption taxes 
without raising taxes overall 

 
 エネルギー税の漸次的引き上げ：このような措置が正当なのは、エネルギー消費に

より社会全体に対して引き起こされるすべての損害、特に環境面の損害をエネル
ギー税がカバーするからである。炭素税課税標準（所定の量のエネルギー消費によ
って発生する温室効果ガスの量に基づく）の導入は、既存のエネルギー税に追加さ
れる有益な対策となるであろう。また、温室効果ガス排出量の削減に関するフラン
スの目標に応じて、時間の経過の中で増額させることができる。2014 年予算では、
炭素税が原則として導入され、化石燃料（石油製品、ガスおよび石炭）に対する国
内税に組み入れられている。その率は、1 トンの CO2 につき、2014 年には 7 ユー
ロ、2015 年には 14.5 ユーロ、2016 年には 22 ユーロと設定された。このように漸
次的な導入によって、企業および家庭が適応するための時間が与えられるであろ
う。とはいえ、投資を刺激するためには、中期ないしは長期の価格シグナルを提供
する必要がある。このような予測は、炭素税が誘導価格に従って上昇し続けるとす
る仮定に基づき行われるべきである。グリーン成長のためのエネルギー転換法で
は、2020 年に 56 ユーロ、2030 年までに 100 ユーロ（2015 年のユーロの価値によ
る）という炭素価格の目標が設定されている。 
Gradual increase of energy taxes: this measure is legitimate because energy taxes 
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cover all damages, particularly environmental damage, caused to society as a whole 
by energy consumption. The introduction of a carbon tax base (based on the quantity 
of greenhouse gases generated by the consumption of a given amount of energy) 
would be a useful addition to existing energy taxes, and could be increased over time 
in line with France's targets for reducing greenhouse gas emissions. The 2014 budget 
introduced a carbon tax in principle, incorporated into the domestic taxes on fossil 
fuels (oil products, gas and coal). The rate was set at €7/tonne of CO2 in 2014, 
€14.5/ tonne of CO2 in 2015 and €22/tonne of CO2 in 2016. This gradual 
deployment should give businesses and households time to adapt. 
Nonetheless, in order to stimulate investment a medium-to-long-term price signal 
needs to be provided. This forecast should be based on the assumption that carbon 
taxes will continue to rise in line with guide prices. The Energy Transition and Green 
Growth Act sets a carbon price target of €56 for 2020 and €100 by 2030 (2015 euros). 

 
 炭素排出権取引市場の規制。欧州における ETS 市場を改革するために誘導価格を

用いることも可能である。現在の市場レート（CO21 トン当たり約 7 ユーロ）は、
フランスの誘導価格よりはるかに低い。欧州レベルで決定された集団的目標の達
成に必要とされる推定誘導価格に従った将来の価格上昇に対して投資家を準備さ
せるためには、介入が必要かもしれない。2014 年 10 月には、欧州理事会が、EU 
ETS システムの対象とされる部門についての、2030 年までに 43%減という新たな
CO2 排出量削減目標を承認した。このため、市場を安定化させるための新たなメ
カニズムの導入が必要となるだろう。COP21 会議も、国の国際的気候目標の達成
を可能にするほど、高額に設定される世界的な炭素価格の概念を後押しするため
の機会をもたらした。こういったシステムのためには、地域炭素市場および炭素税
のネットワークが必要とされるだろう。ネットワークは多くの国においてすでに
立ち上げられているか、またはまもなく立ち上げられる予定である（図参照）。 
Regulating the carbon quota market. Guide prices could also be used to reform the 
ETS market in Europe. The current market rate (around €7 per tonne of CO2) is far 
below the French guide price, and intervention may be required to prepare investors 
for future price rises in line with the estimated guide prices required to meet the 
collective objectives decided upon at European level. In October 2014, the European 
Council signed off on a new CO2 emissions reduction target of 43% by 2030 for the 
sectors covered by the EU ETS system. 
This will require the introduction of a new mechanism to stabilise the market. The 
COP21 conference also provided an opportunity to promote the concept of a global 
carbon price, set high enough to allow us to reach our international climate targets. 
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Such a system would require a network of regional carbon markets and taxes, already 
up and running or soon to be launched in many countries (cf. Diagram). 

 
 炭素価格は、民間のステークホルダーにとっての情報源としても役立つだろう。そ

れらは中期ないしは長期の市場価値を決定する構成要素の一つだからである。 
Carbon prices will also serve as a source of information for private stakeholders, as 
one of the components which will determine market values in the medium-to-long 
term. 
 

 このことに留意すると、組織が会計計算に炭素価格に取り入れるのを奨励するよ
うな経済的取り組みがすでにいくつか存在することは注目に値する。2013 年には、
世界中の 100 社以上の企業が、現在の業務と将来の収益性に関連するリスクおよ
び機会を管理するツールとして、すでにカーボンプライシングを用いるとする趣
旨の宣言を、クリーン開発メカニズム（CDM）に対して行った。世界銀行による
と、実業界は、カーボンプライシングを最も費用効率の高い排出量削減方法と見な
し、支持している。そのため、2014 年には、国際的なカーボンプライシングを支
援する連合体が結成された。この取り組みは、73 ヵ国の政府、22 の都市およびそ
の他の地域的主体、ならびに 1,000 社を超える企業を結集させている。 
With this in mind, it is worth noting that there are already several economic 
initiatives in place encouraging organisations to incorporate carbon prices into their 
accounting calculations. In 2013, over 100 businesses from all over the world made 
declarations to the Clean Development Mechanism (CDM) to the effect that they 
are already using carbon pricing as a tool to manage the risks and opportunities 
connected with their current operations and future profitability. According to the 
World Bank, the business world is in favour of carbon pricing, considering it to be 
the most cost efficient way of reducing emissions. As such, a coalition was formed in 
2014 in support of international carbon pricing. This initiative brings together 73 
national governments, 22 cities and other regional entities and over a thousand 
businesses. 

 
４-８フォローアップ、策定、見直しプロセス 

 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。但し、バジェット期間の最終年度については欧州委員会に
提出される暫定的排出量インベントリで代替する。 
At the conclusion of each carbon budget period, the extent to which the budget has 
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been respected will be assessed with reference to the most recent annual inventories 
submitted to the European Commission or the UN Framework Convention, with the 
exception of the last year in the budget period, for which we will use the provisional 
inventories submitted to the European Commission. 

 
 温室効果ガスの算定制度の変更に伴い以前の排出量について 1%以上の補正が必

要となる場合、採用された計算方法と結果の評価に用いられる方法との整合性を
担保するべくカーボン・バジェットのバランスが適宜調整される。 
If the greenhouse gas accounting system should change in a manner which requires 
previous emissions to be corrected by more than one percent, the balance of the 
carbon budget will be adjusted accordingly in order to ensure that the calculation 
methodology employed is consistent with the methodology which will be used to 
evaluate the results. 

 
 低炭素戦略の実行と我が国のカーボン・バジェットの遵守の分析では、各部門に期

待される結果の実現に向けて講じられる方策の実際の可能性だけでなく政治的背
景も考慮しなければならない。これらの方策の影響を公共財政面から管理するこ
とが重要な優先事項である。経験的な分析によって、低炭素戦略の当初の策定時に
は正確に定量化されなかった費用対効果や受容性の問題を明らかにすることがで
きる。 
Analysis of the implementation of the low-carbon strategy and our adherence to 
carbon budgets must take the political context into account, as well as the actual 
capacity of the actions put in place to deliver the results expected of each sector. 
Managing the impact of these measures on the public finances is a key priority. A 
posteriori analysis should allow us to identify cost-efficiency and acceptability issues 
which were not accurately quantified when drawing up the original strategy. 

 
４-９目標の達成見通し、現行政策との乖離 

 温室効果ガス排出量を 1～2 世代の間に 140 Mt まで削減することは真のチャレン
ジである。これには、2050 年までの間、平均で年間 9～10 Mt の削減が必要とな
る。このことは、我が国の経済成長を犠牲にすることなく、また大量の排出量を伴
う活動の海外移転という形による排出量の海外移転を行うことなく、2005～2013
年の期間よりも削減ペースを引き上げることを意味する。 

 
 広範囲に及ぶ経済部門が影響を受けることになるであろう。多額の投資が必要で、

生産・消費パターンの見直しが必須である。従って、マクロ経済（国家視点）とミ
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クロ経済（企業・家庭視点）の両レベルにおいて、利害関係を定量化し、そうした
実践を包括的経済モニタリングの形にまで拡大することが極めて重要である。 

 
 既に行われた様々な先行研究によれば、このような削減目標の達成は可能である。

本低炭素戦略では一般的枠組みの概要が示されているが、各シナリオの綿密な分
析から幅広い可能性を見渡すことができる。前に進むための最良の方法を決める
ために全部門を包括する形で協議が行われるであろうし、特に、技術革新が進みそ
のコストも明らかとなっていく中、排出量削減の新しい機会が不足することはな
いと思われる。 

 
４-１０適応にかかる言及 

 長期的には、農業部門は、主要 4 形態において温室効果ガス排出量の削減に大きく
貢献する： 
- 投入効率が最大となるように管理し、投入物は主に循環経済から供給する（有

機肥料と機械化の普及、家畜飼料としての副産物、水資源利用の最適化、第 2
世代バイオ燃料、等々）； 

- 特に窒素損失の低減や土壌中炭素回収の増大のための農業生態学的実践が広
く普及する（低耕起技術、永久土地被覆、牧草地等の全周を取り囲む生け垣、
混農林業システム、等々）； 

- 全ての者に新規技術やデジタル資源へのアクセスが可能となり、特に農業機
器の新規開発や農業関連建築物により、農企業やその生産性の管理がより効
果的となる； 

- 農業と林業の両部門はバイオ経済の興隆に貢献し、生物由来製品が化石資源
を代替する。 

In the long term, the agricultural sector will make a significant contribution to 
reducing greenhouse gas emissions in four main ways: 
- inputs will be managed with maximum efficiency, and sourced primarily from 

the circular economy (organic fertilisers and more widespread use of 
methanisation, by-products for livestock feed, optimised water use, 2nd-
generation biofuels etc.), 

- agro-ecological practices, particularly those designed to limit nitrogen loss and 
increase carbon capture by the soil, will become widespread (low-ploughing 
techniques, permanent ground coverage, hedgerows around all fields, agro-
forestry systems etc.), 

- new technologies and digital resources will become accessible to all, allowing for 
more effective management of farm businesses and their performances, 
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particularly thanks to new developments in agricultural equipment and 
buildings, 

- the agriculture and forestry sectors will both contribute to the rise of the 
bioeconomy, with bio-based products replacing fossil resources. 

 
 この移行においては、気候変動への適応（作物の多様化、水資源管理、環境リスク、

等々）並びにフランス農業の生産能力および競争力の維持という極めて重要なチ
ャレンジを考慮しなければならない。このシナリオを現実のものとするには、農業
に関わる全ての企業体やそれに連なる全ての組織（供給、生産、転換、分配、等々）
において、社会的・経済的・環境的パフォーマンスを向上させながら変革を進める
必要がある（より強い結束によって可能となる）。これらの改善により、様々な市
場（地方、国内、欧州圏内、その他国々）の需要に合わせた供給が確保され、フラ
ンス社会における食習慣の変革や期待の展開が招来される。大きな相乗効果や新
規連鎖のバイオ経済への統合により、農業産品（食糧、非食糧利用）の販路の多様
化や資源利用の最適化が可能となる。 
This transition must also take into account the crucial challenge of adapting to 
climate change (crop varieties, water management, environmental risks etc.) and 
preserving the production capacity and competitiveness of French agriculture. To 
make this scenario a reality, all businesses and chains connected with agriculture 
(supply, production, transformation, distribution etc.) will need to undergo a 
transformation - made possible by greater cohesion - while also improving their 
social, economic and environmental performances. These improvements will help to 
ensure that supply is better tailored to the demand from different markets (local, 
national, European, other countries), as well as bringing about an evolution in our 
society's eating habits and expectations. Greater synergy and the integration of new 
chains into the bioeconomy will allow us to diversify the outlets available for 
agricultural goods (food, non-food uses) and optimise the use of resources; 
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５米国 

 
５-１長期戦略の位置づけ 

 MSC のビジョンは、エネルギー部門と土地部門の最新データとモデルを利用して
開発された一連の低 GHG 経路を根拠にしている。今後数十年間の技術、経済状
況、そして社会動態の不確実性により複数の経路を検討している。既存の、そして
新規の低 GHG 技術を幅広く支援し、技術が時間ともに進歩するのに合わせて移
行を可能にする柔軟な政策を想定する。 
Underpinning the MCS vision is a set of low-GHG pathways developed using up-to-
date data and modeling of the energy and land sectors. We explore numerous 
pathways due to uncertainties related to technologies, economic conditions, and 
social dynamics over the coming decades. We envision flexible policies that support 
a broad portfolio of existing and emerging low-GHG technologies and enable shifts 
in course as technologies evolve over time8. 

 
 MCS の分析の目的は、短期的な政策決定の予測、将来の米国のエネルギー部門と

土地部門の正確なモデリング、あるいは低 GHG 経路の全ての可能性を網羅した
ものではなく、むしろ我々が示す例示経路に関連する主要な機会や課題を説明し、
複数のシナリオにわたって堅固な知見を強調することにある。 
The purpose of the MCS analysis is not to predict near-term policymaking, model 
the future U.S. energy and land sectors with precision, or encompass the full range 
of possible low-GHG pathways, but rather to describe key opportunities and 
challenges associated with our illustrative pathways, and highlight findings that are 
robust across scenarios9. 

 
 本報告書は、米国の世紀中頃の低 GHG 排出戦略（MCS）を提示するもので、2050

年までに GHG の純排出量を 2005 年水準より 80 パーセント以上削減する野心的
なビジョンを示すものである。 
This report presents the United States’ mid-century low-GHG emissions strategy 
(MCS), providing an ambitious vision to reduce net GHG emissions by 80 percent 
or more below 2005 levels by 205010. 

                                                      
8 United States Mid-Century Strategy P.7 
9 United States Mid-Century Strategy P.7 
10 United States Mid-Century Strategy P.22 
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５-２排出削減目標（部門別、位置づけ） 
目標：2050 年に温室効果ガス排出量を 2005 年比年比 80%以上削減 
 
５-３想定される産業・エネルギー需給構造、対策、技術 
長期戦略では、MCS シナリオのベンチマークシナリオで試算されたエネルギーミックスが
図 3 のように示されている 11。 

 

図 １-1 MCS ベンチマークシナリオにおける部門別の米国エネルギーシステムの移行 
出所：United States Mid-Century Strategy P.31 
注：MCS ベンチマークシナリオは、分析の始点、そして比較基準として解釈されるべきであり、
「最も可能性が高い」経路として解釈されるべきではない。このシナリオの根拠となっているの
は、DOE が開発したエネルギー技術の前提（先端技術シナリオ）であり、低炭素政策と現行水
準の RD&D 投資（すなわち、ミッション・イノベーション下の投資を 2 倍にする約束を含まな
い）に刺激された継続的な技術革新を前提とする。このシナリオは、さらに土地炭素吸収源の維
持と、2050 年までに負の排出量に寄与する CO2 除去技術を含む幅広い低炭素技術を前提とす

                                                      
11 具体的な数値については、「Appendix C – GCAM-USA Model Output」を参照 
http://unfccc.int/files/focus/long-
term_strategies/application/pdf/us_mcs_documentation_and_output.pdf 
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る。 
 
 電力部門 
 ほぼ完全な脱炭素化。2050 年までに電力のほぼ全量が低炭素電源によって発電され

る。電力部門の低炭素化は、最終消費の各部門よりも急速に低炭素化が進む可能性
が高い。それは、市場で既に利用可能となっている低炭素電源の費用対効果の高さ
及び広範なポテンシャル、規制・監督当局及び公益事業体への大規模発電所のイン
フラ資産に関する意思決定の集中並びに太陽光（PV）発電などの低炭素の分散電力
オプションに転換する消費者の能力の向上が寄与する。一部の MCS シナリオで
は、石炭と天然ガスを CCUS 技術と組み合わせることで、電力システムが大量の化
石燃料を利用するが、CCUS なしの化石燃料の大半は世紀中頃までに段階的に廃止
される。 

 
 発電設備容量の大幅増加。経済成長並びに運輸、建物及び産業部門の電化の進展の

両方を満たすために発電設備容量が大幅に増加する。電力の生産及び消費の一層の
効率向上または最終消費部門での他の低炭素燃料への依存度の拡大によって電力シ
ステムの拡大の速度を和らげることができるかもしれない。 

 
表 １-1 電力部門 における技術革新の機会 

分類／技術 RDD&D 投資の代表的機会 

低炭素型発電 

CCUS 付き化石燃
料 

• CO2 の回収及び運搬の効率性向上。 
• 安全で恒久的な貯蔵の費用対効果を高める技術進歩。 
• 開発及び大規模実証。 
• 負荷追従及び変動性の高い発電の支援のための柔軟性の保証。 
• 天然ガス用 CCUS（例、高酸素含有量・低 CO2 濃度への対応、高

温煙道ガス） 
• CO2 の利用（例、石油増進回収法、燃料など炭素ベースの製品へ

の化学変換、構造材料及び高価値の化学物質） 

原子力 • コスト削減及び先進原子力の性能・安全性の向上 
• 実証と普及（例、小型モジュール炉及び先進炉） 
• 機動性の改善及び産業利用向けのプロセス加熱を伴う原子力と再生

可能エネルギーのハイブリッド型エネルギーシステムの実証・普
及。 

• 使用済み核燃料の管理システムの実証・普及 
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風力 • 高風速の利用及び新規市場開拓を可能にするタワーの高層化。重点
分野は、回転羽根の長尺化、発電機の最先端トポロジー及びハイブ
リッド材料のタワーシステム 

• 購入可能性が高くで広く入手可能な素材を利用する最先端の発電機
技術（例、ネオジム磁石の代替品の開発） 

• 先端電力工学 
• 発電設備の最適化のための高性能の計算モデル化及び後流力学 
• 洋上風力発電の浮体構造物並びに設置、運転及び維持管理の革新及

び戦略 

太陽光 • システム効率の向上 
• 太陽電池モジュール以外のシステム（BOS：Balance of System）コ

ストの削減 
• 地球上に豊富に存在する素材を利用する薄膜系太陽光パネルの開発 
• 寿命 50 年以上の耐久性の高い太陽光発電システムの素材及び部品 
• 高機能 インバーター 

集 光 型 太 陽 熱 発
電（CSP） 

• 超臨界 CO2 サイクル 
• 発電時の燃料及びその他化学物質の生産（例、熱アシスト電解、直

接的な熱化学的変換サイクル） 
• ソーラーフィールド（例、ヘリオスタット）並びに高温熱伝導シス

テム及び最適化され貯蔵システム向けの素材の低コスト化 

バ イ オ エ ネ ル ギ
ー 

• バイオマスの生産・回収のコスト削減。（エネルギー作物の収量増
加及び藻類バイオマスなど先端型バイオマス） 

• BECCS 技術の性能向上及びコスト削減。（特にシステム内の高温
ガスの洗浄及び CO2 の分離） 

• パイロット及び大規模実証プロジェクト 

地熱（従来型・地
熱 井 涵 養 シ ス テ
ム） 

• より速く安価な掘削技術並びに従来型地熱及び熱井涵養システムに
おける孔井の完全性 

• 地下深層部の潜在的資源の遠隔でのキャラクタリゼーションを含
む、従来型地熱発電向けの資源調査の改善。 

• 大規模な熱抽出に効果的な大規模地熱貯留層を開発・維持する能力
の向上 

• 地下ストレス及び誘発される地震活動のキャラクタリゼーション
及び制御 

水力 • 既存の水力発電所の性能、効率及び機動性の改善 
• 標準化されたモジュール技術を用いた非発電用ダムで新規電源開発 
• 水力発電技術に関する環境影響の懸念への対応 
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• 新規の流れ込み式水力発電システム 

海洋・流体力学的
エネルギー 

• 波力、潮力及び海流の技術コスト削減及びリスクの低減 
• 導入障壁への対応 

化 石 燃 料 ま た は
バ イ オ エ ネ ル ギ
ー に よ る 熱 電 併
給（CHP） 

• 先端 CHP システムのコスト削減及び性能の向上 
• 住宅及び商用建物における実証・導入 
• 廃棄物のオンサイト処理を行う産業利用におけるバイオエネルギー

を活用した CHP  
• 対象となる産業利用における CCUS 付きの先端的 CHP 

電力系統の近代化 

 • 先端の電力工学を利用した流量調整器、変圧器及び変換器の改善 
• 電力系統サービスを提供するためにシステムの周縁部でもインテリ

ジェント機器を利用できるようにするための機器及び統合システム 
• システム全体の可視化のための検出及び測定 
• 潜在的に新規導入される数百万のシステム上の機器の制御を可能に

するシステム運用、電力潮流及び制御機構 
• 将来の電力系統への長期投資を可能にするシステムデザイン及び設

計ツール 
• サイバーセキュリティーのツール 

蓄電 

揚水発電（PHS） • 先端的な可変速 PHS システムのさらなる開発  
• PHS による電力系統への給電量の価値の数値化 

エネルギー貯蔵 • 製造コストの削減 
• 貯蔵容量の拡大（例、先端的な電池の化学技術） 
• 素材やデザインの進展による電池の長寿命化 
• ある日に発電した電力を後日利用することを可能にする新素材

（例、アルミニウムイオン電池） 
• 低コストのエネルギー貯蔵システムの送電・配電システム上の設置

及び消費者向けの提供 

 
 運輸部門 
 燃費の改善。自動車の燃費向上及び燃料生産の効率改善を続けることによってエネ

ルギー消費量及び排出量が削減される。効率改善は、飛行機、船舶及び長距離トラ
ックなど電化が最も困難な交通手段において特に重要となろう。運輸関連の効率改
善策は、排出量削減の実現に加え、個人及び企業にとってその設備の寿命を通じて
お金の節約となり、我々の石油輸入への依存度を下げるものである。 
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 低炭素の運輸向け燃料及び自動車の開発。運輸部門の低炭素化は、下記の 3 技術を
含む低炭素燃料及び自動車に対する投資を必要とする： 
 電気自動車（EV）:低炭素化した電力部門の下では、EV は効果的な無炭素自動

車である。さらに、EV の電気駆動は従来型のエンジン及びトランスミッション
よりもはるかに効率的であり、EV が 所与の距離を走るのに消費するエネルギ
ーはガソリン車よりも少なくて済む。技術が改善され、これらの自動車が 1 回の
充電で走行できる距離が延びると、自動車の種類や用途が多様化し、その結果市
場浸透につながる。バッテリー式電気自動車（BEV）もプラグイン電気自動車も
それぞれ固有の削減機会を提供する。 

 燃料電池電気自動車（FCEVs）：BEV のように FCEV も、低炭素の資源から生成
された水素を用いている場合は低炭素型の代替手段となり、ガソリン車・ディー
ゼル車より効率が高い。また走行距離も同様に幅がある。 

 バイオ燃料自動車：炭素に有効な形のバイオマスと組み合わせた場合に、「ドロ
ップイン」バイオ燃料は既存の自動車または燃料インフラに大規模な変更を加
えずに導入できる点が大きな強みである（DOE 2015a）。 

 これらの自動車の種類はすべて今日市場で入手可能である。今後数世紀にわた
ってクリーンエネルギー自動車及び燃料を広範に普及させるためには、コスト
削減、性能向上、消費者受容の向上及び再充電または燃料充填のためのインフラ
整備が必要である。 

 
 車両走行距離の削減。運輸用エネルギー需要は利用可能な技術のみならず、社会動

向によっても左右される。大量輸送手段の改善及び高い利用率、効率的な相乗りの
増加、歩きやすく自転車の通行しやすい街など乗用車の使用を削減することができ
る。DOE の分析によると、構築環境にこのような変更を加えただけで、都市にお
ける軽量車からの GHG 排出量を 2050 年までに最大 16 から 18 パーセント削減で
き、これは運輸部門において 10 パーセントの排出量削減に相当する（Porter et al. 
2013）。州の運輸関連当局及び自治体の都市計画機関は、長期的な運輸計画及び交
通改善プログラムの策定に際して GHG 目標及び性能に関する施策を組み込む最初
の一歩を踏み出そうとしている。さらに、IT 及び共有経済の進展が、自動車保有の
社会から移動手段が共有される社会に移行するきっかけとなり、このような社会で
は、移動は自動車単位ではなくマイル単位で購入される。このような移行を十分に
活用してスマートな都市計画を実施し、現在自動車の収容に必要な土地を、よりコ
ンパクトで歩行可能な都市を含む、社会的便益の大きい代替的用途に開放すること
ができる。最後に、貨物の物流管理の改善及び長距離トラックから鉄道への移行
は、走行距離及びそれに対応する重量車由来の排出量を削減するポテンシャルを有
する。 
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表 １-2 運輸部門における技術革新の機会 

分類／技術 RDD&D 投資の代表的機会 

バ ッ テ リ ー 式 電
気自動車 

• エネルギー高密度・低コスト・長寿命の電池の電気化学  
• 長距離重量車向けのハイブリッド、プラグインハイブリッド及びバ

ッテリー技術  
• 再充電時間の短縮 
• 急速再充電に関連する高温への耐性 
• 電池の寿命延長及び容量拡大を目的とした電池端子（陽極・陰極）

用新素材及び手法 
• 電力システムへの最適な統合 

燃料電池自動車 • クリーンエネルギーを使った水素ガス製造（例、先端的電気分解、
熱アシスト電解、熱化学プロセス、再生可能エネルギー・原子力・
CCUS 付化石燃料から太陽光を用いて水分解する技術）の性能向上
及びコスト削減 

• 燃料電池でより購入可能性の高い素材を使用 
• 水素圧縮のエネルギーニーズの削減及び水素貯蔵の R 耐久性の改

善 
• 水素燃料電池トラック・バス 
• クリーンエネルギーを使った水素ガス製造（再生可能エネルギー・

低炭素資源・バイオマス・際器物・熱化学プロセスから太陽光を用
いて水分解する先端技術など）の性能向上及びコスト削減) 

• 燃料電池の素材（触媒、薄膜など）のコスト削減及び耐久性の改善 
• 水素圧縮・貯蔵・供給のエネルギー効率及び信頼性の向上 
• 中量・重量自動車（配達用小型トラック、短距離貨物輸送トラック

など）市場への燃料電池の導入 

バイオ燃料 • バイオ燃料の生産コストの削減 
• 生産効率の改善 
• 既存の交通手段にそのまま使用可能で、既存の燃料関連インフラの

改修を必要としない「ドロップイン」燃料の開発 
• パフォーマンス及び GHG 削減の最大化のための燃料とエンジンの

両方の最適化 
• 炭素に有効な形でバイオマスが生産・利用されることを保証（第 5

章参照） 

自 動 車 の 効 率 改
善 

• 軽量素材（例、先進的な高強度鋼、マグネシウム合金、アルミニウ
ム合金及び炭素繊維合成材料）のコスト削減及び性能向上 
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 • 自動車の自動化及びネットワークへの接続性 
• エンジン効率の改善 
• 先端的なトランスミッションシステム 
• 排熱回収の改善 
• 空気力学の改善 
• 乗客空間の冷暖房システムの改善 
• タイヤの回転抵抗の低減 

航空機 • 炭素に有効な形のバイオマス由来の原料を用いたジェット燃料  
• 機体技術 
• 推進技術 
• システム統合 
• 燃料電池技術 
• ハイブリッド技術 

モーダルシフト • 大量輸送の導入・利用  
• スマートな都市計画 
• より歩きやすい／自転車に乗りやすい都市 
• 長距離貨物輸送を鉄道に転換 

 
 建物部門 
 エネルギー効率。最近の建物部門におけるエネルギー効率の向上傾向を継続するこ

とで、消費者が負担するコストを削減し、システムの機動性を向上させ、必要とさ
れているクリーン電力システム（またはその他低炭素燃料）の構築ニーズを緩和さ
せることができる。その結果、エネルギー部門の転換はより低コストでより容易に
実現可能となる。例えば、照明、建物の外殻構造及び建物エネルギーシステムの継
続的な効率改善は、大きな恩恵をもたらす。よりコンパクトで効率的な建築デザイ
ンは、新しい建物のエネルギー需要を下げる。 

 
 最終利用の電化。建物の最終利用のさらなる電化は、電力系統のほぼ完全な低炭素

化と組み合わせることにより、建物由来の排出量を削減するための重要な戦略であ
る。建物の電化の鍵を握るのは、暖房及び給湯設備である。米国内の床面積の半分
近くは現在、燃料を直接燃焼させるシステムで温められている。電化の広まりは、
国内一部の地域で、住宅及び企業の暖房の最近の傾向が加速化すること示す（ボッ
クス 4.5 参照）。 

 
表 １-3 建物部門における技術革新の機会 

分類／技術 RDD&D 投資の代表的機会 
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冷暖房、温水・水冷システム 

冷暖房用電気ヒートポ
ンプ 

• 技術コストの削減及び全体的なシステム効率の改善 
• 低い外界温度での運転効率の改善 
• 代替品と同等またはより高水準の冷暖房サービスの提供 
• 個体材料（例、磁性、電気、弾性、その他性質）を称したヒ

ートポンプ開発 

冷媒 • GWP（地球温暖化係数）が高い従来型の冷媒の利用を停止
し、従来型システムで使用可能な代替冷媒の性能向上及びコ
スト削減 

再生可能な代替エネル
ギー 

• 地熱ヒートポンプシステムのコスト削減及び性能改善 
• 特に、冬季に凍結する気候における太陽光利用温水システム

のコスト削減及び性能改善 

その他建物 

建物の外殻構造 
 

• 建物エンベロープ技術を向上させ、熱負荷の削減及び空気
流・湿度の制御 

• 窓の断熱性能の向上 
• 窓のダイナミックな太陽光制御のコスト削減及び性能向上 

照明・その他電気負荷
（MELs） 

• LED のコスト削減及び性能改善 
• 先端照明システム制御・統合 
• MELs の効率改善（携帯電話の充電器など広く使用される小

型機器、広く普及していない大型機器などを含む） 

建物システム • 建物のエネルギーシステムの統合の強化（例、窓における光
制御、在室感知システムなど） 

• 先端的な需要側管理（DSM）技術並びに DSM 集約ツール及
び電力系統への接続 

• 建物のエネルギーシステムの性能、再生可能エネルギーまた
は熱電併給（CHP）による自家発電及びエネルギー貯蔵 

• 建物性能データの回収状況の改善 

 
 産業部門 
 効率の向上並びに新材料及び手法。多くの工業プロセスのエネルギー集約度の高さ

を踏まえ、当部門で排出削減を達成するには費用対効果の高いエネルギー効率の改
善が重要な戦略となる。加熱プロセスとモーターは産業部門のエネルギー消費量の
約 30%を占めるため、それらの効率改善は特に重要である。その他の戦略として、
プロセス強化（すなわち、同一の機械で複数のプロセスを処理、またはより高い工
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程温度）、情報技術の利用を含め、改良された制御機構及びセンサーの利用（すな
わち「スマート製造」）並びにより高効率の新しい工業プロセスなどがある。 
 
製造業に関連する部門横断的な影響も重要な検討材料である。新材料及び生産手法
（例、積層造形及び先端複合材料）は、産業部門内のエネルギー消費量を潜在的に削
減でき、他の経済部門においても改善を実現できる（DOE 2015a）。例えば自動車製
造では、新たな生産手法によって少ない材料で同じ機能を実現できる複合材料を生
産することが可能である。これらの最適化された部品によって軽量車の燃費を向上
させ、運輸部門におけるエネルギー消費量を削減することができる。 

 
 クリーン電力を含む低炭素燃料及び原料への転換：電力システムの低炭素化に伴

い、産業部門におけるエネルギーの各用途の電化が進むと排出量が削減される。現
在の技術では、酸素転炉の多くが電気アーク炉に転換可能である鉄鋼生産が鍵とな
る。物理的または経済的な理由により電化が難しい場合は、産業部門の特定の下位
部門に炭素に効果的な形のバイオマスの高価値の用途があるかもしれない。 

 
 

表 １-4 産業部門における技術革新の機会 
分類／技術 RDD&D 投資の代表的機会 
燃料転換・代替原料 • クリーン電力、炭素に有効な形のバイオマスまたは先端原

子力を用い、既存の燃料及び原料と経済的に同等になるこ
とを狙ったプロセス加熱の技術ポテンシャル及び費用対効
果の向上 

エネルギー効率 • 断熱の強化、熱回収、新形状並びに高温及び低温のガス・
液体の間の熱交換を通じて熱の交換・利用の改善 

• 必要熱量の少ないプロセスへの経済効果の高い投入として
廃熱を利用 

• 製造業において省エネの可能性を特定・実施するため、高
性能計算を利用したモデリング及び関連の情報技術 

先端プロセス 
プロセス強化 • より正確で効率的なプロセス・アプローチ及びそれを実現

するプロセス技術（例、別々の装置で起こる反応と分離を
結合して単一の装置で行う） 

• 低炭素型強化プロセスの段階的実施を、既存プロセスと同
等の経済性で実現するためのツール及び能力の向上。 
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プロセス加熱技術の
向上 
 

• 熱を材料に直接集中・強化・供給し、周辺環境に放出しな
い低エネルギー型プロセス方法（例、マイクロ波、無線周
波、紫外線または電磁気）、または代替的な非加熱プロセス 

材料の効率の向上 • 積層造形（材料を切り取るのではなく、コンピューターモ
デルを基に何層も重ねて立体物を作る）の正確性とパフォ
ーマンスの向上 

• 性能損失のない再生可能な再製造を実現するために使用済
み材料の分離・洗浄の改善を伴う材料の再利用（「循環型経
済」）、及び再利用向けの合金の開発 

• 先端材料を発見段階からエネルギー用途での利用段階に急
速に高めるための先端素材の製造ツール及び手段 

プロセスの最適化 • 高度制御・センサー（その場・実時間プロセス制御のため
の高性能計測） 

• 情報技術、通信及び実時間システムに牽引される「スマー
トな製造」 

先端材料 
厳しい運転条件向け
材料 

• 廃熱回収において腐敗性の高流速及び／または高温の排煙
で利用する熱交換器用合金及び電力変換材料 

• タービン／ターボ機械のより効率的な運転を可能にするた
めにより高温・高圧に耐えられる合金・塗料 

需要材料 • 供給源の多様化、代替材料の開発及び重要材料の再利用・
再生の強化 

材料開発の加速化 • 新素材を開発・導入するまでに要する時間の短縮化を目指
す新たな計算・実験・データツール 

産業用 CCUS 
既存の炭素分離プロ
セス 

• CO2 の分離を伴う既存の工業プロセス（例、水素・エタノ
ール・天然ガス製造）における CCUS の利用 

新規の工業用途 
 

• 排煙中のより低い CO2 濃度及びより高い酸素濃度の処理能
力の向上 

• 排煙中の広範な産業汚染物質の処理能力の向上 
• 多様なシステムで運用する能力 

産業用 CHP • 低コスト低炭素燃料の開発  
• CHP 向けに燃料電池システムを改善 
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５-４国際協力や自国の製品・技術等による海外貢献への言及 
 2015 年 6 月、オバマ大統領、トルドー・カナダ首相及びペーニャ・ニエト・メキ

シコ大統領は歴史的な「北米気候・クリーンエネルギー・環境パートナーシップ
（North American Climate, Clean Energy, and Environmental Partnership）」を策
定し、３国の共通ビジョンを宣言した。重要な協力分野の一つに、世紀中頃の低
GHG 戦略の調整と協調が含まれた。 
In June 2015, President Obama, Canadian Prime Minister Trudeau, and Mexican 
President Peña Nieto declared the three countries’ common vision with a historic 
North American Climate, Clean Energy, and Environmental Partnership. Among 
many other important areas of cooperation, this included the alignment and 
coordination of mid-century low-GHG strategies. 

 
 米国は、北米以外の同盟国とも密接な協力関係にある。これには、世界で人口も

GHG の排出量も最も多い中国との、世紀中頃の戦略に関する一連の技術的な交流
が含まれる。2016 年 9 月の米国との共同成果文書の中で、中国は自国の MCS を
可能な限り早期に発行すると発表した。主要な経済新興国及び GHG 排出国であ
るインドも、MCS の策定を約束した。ドイツも同様に、2014 年に発表した「気候
行動プログラム 2020（Climate Action Programme 2020）」によって堅固な長期的
なモデリング及び課題設定に取り組み、2050 年までに排出量を 80～95 パーセン
ト 削減するという EU 全体の目標に対するドイツの貢献の戦略を打ち出した。ド
イツも MCS を 2016 年 11 月に UNFCCC に提出する予定である。ノルウェー及
び英国など他国も同様の分析を実施している。我々は、より多くの国がパリ協定の
要請に応じ、このような世紀中頃の戦略を策定することを期待し、奨励する。 
The United States is working closely with allies outside of North America as well. 
This includes a series of technical exchanges on mid-century strategies with China, 
the world’s most populous country and largest emitter of GHGs. In a joint outcomes 
document with the United States in September 2016, China announced it will 
publish its own MCS as soon as possible. India, another major emerging economy 
and GHG emitter, has also committed to developing an MCS. Germany has similarly 
engaged in robust long-term modeling and agenda-setting with its “Climate Action 
Programme 2020” document, released in 2014, which lays out a strategy for 
Germany’s contribution to the EU-wide goal to reduce emissions 80 to 95 percent 
by 2050. Germany is also submitting its MCS to the UNFCCC in November 2016. 
Other countries like Norway and the United Kingdom are carrying out similar 
analysis. We expect and encourage more countries to take up the Paris Agreement 
invitation to develop these mid- century strategies. 
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 全ての国に考慮すべきその国特有の状況があるが、 他の国が世紀中頃の戦略を策

定する際に米 MCS を手本とすることできる。米国は、自国の経験を共有し、野心
的で、堅固で透明な世紀中頃の戦略の策定に他の国々と共に取り組む用意がある。 
While every country has unique situations to consider, the U.S. MCS can serve as an 
example for other nations as they develop mid-century strategies, and the United 
States stands ready to share its experiences and engage with other nations in 
developing ambitious, rigorous, and transparent mid-century strategies. 

 
５-５気候変動対策と経済の両立への工夫、想定コスト 

 米エネルギー省が実施した米国のエネルギーシステムの分析によると、有効な技
術革新政策（ミッション・イノベーション下の約束を含む）と組み合わせれば、実
効炭素価格を 2017 年にトン当たり 20 米ドルとしてその後徐々に上昇させた場合、
エネルギー起源の CO₂排出量が MCS のビジョンとほぼ整合的な経路を辿るに十
分である。実際の排出削減コストは、技術進歩の速度、補完的な政策の導入状況、
その他複数の要因によってより高い場合も低い場合もありうる。 
An analysis of the U.S. energy system by the Department of Energy shows that 
combined with successful innovation policies (including the Mission Innovation 
commitment), an effective carbon price that starts at $20 per metric ton in 2017 and 
increases steadily over time would be sufficient to put energy CO2 emissions on a 
pathway largely consistent with the MCS vision (Figure E3). The actual costs of 
emissions reductions could be higher or lower, depending on the rate of 
technological progress, the deployment of complementary policies, and numerous 
other factors. 

 
５-６主要なエネルギー対策、研究開発分野 
 自治体・州の政策や部門別の規制を拡大し、経済全体の GHG 価格付けに徐々に移行。

GHG 排出量の価格付けは、費用対効果の高い排出量削減の推進と低炭素型のエネルギ
ー供給への民間部門の投資の促進の二つの目的に寄与することができる。GHG の価格
付けによって全ての低炭素技術の競争条件を同じにすることを促し、生産的な方法で
利用可能な収益の流れを作ることができる。これらの便益の中には、自治体・州の政策
や部門別の形成を拡大・調和させることで達成できるものがある。 

 公的・民間 RDD&D の支援の増強。低炭素技術の革新に向けた資金援助を増やすこと
により、排出量削減のコストを削減することができる。異なる部門や技術は、研究、開
発、実証及び普及（RDD&D）において異なる優先課題やニーズを伴う。炭素回収・貯
留技術、第二世代バイオ燃料及び新しい最先端の原子力技術のような商業展開の初期
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段階にあるような特定の技術については、支援プログラムによって第一弾の商業レベ
ルの設備を市場に投入することができ、学習及び規模の経済によりコストを引き下げ
ることができる。この先数十年の間に技術がどのように進展するかは、現在は未知であ
るため、広範な技術を支援することで低炭素化のコストを削減できる可能性が高い。 

 エネルギー効率の向上への支援。市場ベースの炭素の価格付けアプローチがあったとし
ても、様々な市場障壁が消費者による費用対効果の高い機会の十分な活用を阻害する
可能性がある。機器のエネルギー効率基準、自動車の燃費基準及び建築基準及び消費者
により高エネルギー効率の技術を利用するよう促す制度は、費用対効果の高い排出量
削減を実現できる。 

 低 GHG 技術へのインフラ及び規制面での支援。インフラ及び規制構造への投資により、
多くの低 GHG 技術の広範な普及を実現することができる。例えば、地域によっては風
力や太陽光発電の普及率を高くするためには送電、蓄電及び系統管理の各技術への投
資を必要とするかもしれない。電力部門の規制や市場設計が信頼できる安価な電力の
実現に貢献するためには、発電と分散型エネルギー源（エネルギー効率、分散型発電及
び需要応答を含む）の両方を適切に補完するべきである。 

 負の排出技術または戦略に対する優遇策。土地部門の炭素吸収源と CO2 除去技術を有
効にかつ経済効率良く利用するには優遇策が必要であり、経済全体の炭素価格と同等
のものが望ましい。さらに、負の排出技術は、土地部門の吸収源用の適切な炭素会計の
枠組み（第 5 章にて詳述）や地質学的貯蔵のための長期的な賠償責任制度や管理制度
を含め、それを可能にする政策や炭素の削減を保証するセーフガードが必要である。 

 
５-７金融制度、税制等の経済・規制的手法 

 市場動向と相まって、発電所の排出基準、燃費基準及び電化製品のエネルギー効率
基準など部門別の連邦規制は大幅な排出削減を達成してきた。将来政権も一層の
野心を以って現行法律の下で類似のツールを継続的に利用する権限を有し、自治
体・州・地域レベルで対策を拡大することによって 80 パーセント以上の排出量削
減に向けた経路を築くことも可能である。将来の政策決定者にとって鍵となる最
優先事項は効果的なカーボンプライシングに徐々に移行することであり、そのた
めにはさらに野心的な州・自治体・部門別の対策の一層の最適化を図るか、米国経
済全体を対象とした政策メカニズムに移らなければならない。最も費用対効果の
高い低炭素技術の開発・導入を全国で促進する市場原理が働き、カーボンプライシ
ングによる費用対効果の高い排出削減が可能となる。どのシナリオにおいても米
国は、費用対効果の高いエネルギー効率の向上を促進する制度・基準、新しい低炭
素技術の出現を支援する設備投資を含む補完的政策が必要となる。 
Combined with market trends, federal sector-specific regulations such as emissions 
standards for power plants, fuel economy standards, and appliance efficiency 
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standards have achieved substantial emissions reductions. Future administrations 
have authority under existing statutes to continue using similar tools with increasing 
ambition which, along with expanded action at the local, state and regional level, 
could build a pathway to 80 percent emissions reductions or more. A key priority for 
future policymakers is a transition to efficient carbon pricing over time, either by 
further optimizing an increasingly ambitious state/ local/sectoral approach, or by 
moving to an economy-wide policy mechanism. Carbon pricing will enable cost-
effective emission reductions through market forces that encourage the development 
and deployment of the most cost-effective low carbon solutions across the economy. 
In any scenario, the United States will need complementary policies as well, 
including programs and standards that encourage cost-effective energy efficiency 
improvements and infrastructure investments that support the emergence of low 
carbon solutions. 

 
 優れた設計の政策は炭素汚染のコストを、それを生む活動に組み込む。そのような

政策は、技術革新及びクリーンエネルギー技術の普及への早期に持続的な投資を
刺激するマーケットシグナルを発信する。MCS は、エネルギーシステムの低炭素
化を図る野心的かつ持続的な一連の政策を想定する。 
Well-designed policies shift the costs of carbon pollution into the activity of creating 
it. Such policies send market signals that motivate early and sustained investment in 
innovation and the deployment of clean energy technologies. The MCS envisions an 
ambitious and sustained suite of policies to decarbonize the energy system. 

 
 オバマ大統領の気候行動計画の下で米国は、既存の法律の下で部門別の政策を利

用して排出量の削減に取り組んできた。例えば、排出量規制、クリーンエネルギー
技術に向けた税制優遇策、高エネルギー効率の機器・建物・自動車の基準、低炭素
戦略の市場障壁に対処するための自主的なパートナーシップ・プログラムなどで
ある。将来の政権は、同様の根拠を用いてオバマ政権が構築した経路を歩み続ける
ことができる。州及び自治体の気候政策の拡大と共に、これらの取り組みは 80 パ
ーセント以上の排出削減を実現する経路上に当国を乗せることができる。 
Under President Obama’s Climate Action Plan, the United States has acted under 
existing laws to cut emissions with sector- specific policies, including: emissions 
regulations; tax incentives for clean energy technologies; standards for energy-
efficient appliances, buildings, and vehicles; and voluntary partnership programs to 
address market barriers to low-carbon strategies. Future administrations can use 
similar authorities to continue on the pathway forged by the Obama Administration. 



106 
 

Along with expanded state and local climate policies, these actions can put the 
country on a pathway to emissions reductions of 80 percent or more. 

 
 将来の政策決定者にとって、米国のアプローチを有効な炭素価格制度と連携させ

ることを主な優先課題であるべきである。それには、より野心的な州・部門別のア
プローチをさらに最適化するか、経済全体に及ぶ政策メカニズムに移行しなけれ
ばならない。炭素価格は、いかなる方法であっても最も費用対効果の高い方法での
排出量削減を促し、最も安価な排出削減の機会及び最も効果的な技術の特定に市
場を機能させる。強力で包括性、予測可能性及び公平性を備えた炭素価格は直接的
な炭素税及び取引可能な排出許可証伴う排出枠（すなわち排出量取引）によって実
現可能である。 
A key priority for future policymakers over time should be aligning the U.S. approach 
with efficient carbon pricing—either through further optimizing an increasingly 
ambitious state/sectoral approach or by moving to an economy-wide policy 
mechanism. A carbon price encourages emissions reductions however they can be 
achieved most cost-effectively, putting the market to work to identify the cheapest 
emission reduction opportunities and most effective technologies. A strong, 
comprehensive, predictable, and equitable carbon price can be achieved through 
direct carbon taxes or emissions limits with tradable permits (i.e., cap-and-trade). 

 
 価格シグナル単独では全ての市場において費用対効果の高い方法で排出量削減を

達成するには不十分である。包括的なエネルギー低炭素化政策のパッケージには、
後述のとおり、費用対効果の高い省エネ技術及びクリーンエネルギー技術の普及
の様々な障壁を打開する補完的な非価格政策が含まれるべきである。 
By itself, a price signal is insufficient to cost-effectively achieve emissions reductions 
in all markets. A comprehensive suite of energy decarbonization policies should 
include complementary non-price policies to overcome the multiple barriers to the 
deployment of cost-effective energy efficiency and clean energy technologies, 
discussed in further detail below. 

 
５-８フォローアップ、策定、見直しプロセス 

 パリ協定は、5 年サイクルで各締約国が NDC を振り返り、見直すことを要求して
いる。短期的な NDC と長期計画の間には重要な関連性が あるため、 米国は同じ
5 年サイクルを軸に国の長期計画及びビジョンづくりを導く予定であり、他国にも
同様の取り組みを奨励する。 
The Paris Agreement provides for recurring five-year cycles, wherein parties will 
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revisit and revise their NDCs. Given the important linkages between near-term 
NDCs and long-term planning, the United States intends to use the same five-year 
cycles to guide its long-term planning and vision setting, and encourages other 
countries do the same. 

 
５-９目標の達成見通し、現行政策との乖離 

 長期戦略では、目標水準に向けた道筋について、想定される社会構造や技術が検討
されているが、分析の中で複数のシナリオを想定しているように、どのような道筋
を辿るのかは明らかではない。モデル分析の結果として図 4 および図 5 のような
ビジョンを示している。また、現行政策との乖離については、図６のようなビジョ
ンを示している。 

 
図 １-2  3つのMCSベンチマークシナリオ下の純 GHG 排出量 

出所：United States Mid-Century Strategy P.31 
注：CO2 排出量の大幅削減、それよりは少ない非 CO2 温室効果ガスの排出量削減並びに土地及
び CO2 除去技術により、2050 年までに GHG を 80 パーセント削減する経路は複数実現可能で
ある。注：「CO2 除去技術なし」シナリオは、BECCS のような負の排出量の技術は前提としな
いが、化石燃料の CCUS は含む。 
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図 １-3 MCS ベンチマークシナリオにおける GHG80 パーセント削減の内訳 
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注：全米エネルギーモデリングシステム（National Energy Modeling System）を利用した米
エネルギー省によるモデリング。「先進技術＋追加政策なし」は DOE の現行制度の目標達
成を前提とする。「技術拡大＋政策」は、(1) 炭素価格を 2017 年にトン当たり 20 米ドルと
してその後毎年 5 パーセント引き上げ、(2)技術進歩に向けた追加的支援（ミッション・イ
ノベーションの一環での支援など）を前提とする。GCAM において米国経済全体で GHG
の純排出量 80 パーセント減を達成する MCS シナリオでは、エネルギー起源の CO₂排出量
が 74 から 86 パーセントの削減となっている。 

図 １-4 現行政策と野心的政策の下でのエネルギー起源の CO₂排出量 
 

 現行の短期的な政策 12（青い影部分）下のエネルギー起源 C02 排出量は、GHG
純排出量の 80 パーセント削減の経路（赤い影部分）を辿っていないことを示し、
世紀中頃の目標を達成するためにはさらに長期にわたる、より野心的な政策が必
要であることを裏付けている。モデリングツールでは炭素価格を潜在的な様々な
低炭素政策のプロキシとして用いるのが普通である。米エネルギー省が実施した
米国のエネルギーシステムの分析によると、有効な技術革新政策（ミッション・イ
ノベーション下の約束を含む）と組み合わせれば、実効炭素価格を 2017 年にトン

                                                      
12 現行政策下の予測の幅は米エネルギー情報局（EIA）『エネルギー年次見通し（Annual 
Energy Outlook 2016 ）』に基づき、2015 年後半までに決定された政策のみを含む。例え
ば、2025 年までの自動車の GHG 排出量・燃費基準を含む。現在 EIA のモデルは、2040
年から 2050 年までの期間も対象にできるよう更新中。 
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当たり 20 米ドルとしてその後徐々に上昇させた場合、エネルギー起源の CO₂排出
量が MCS のビジョンとほぼ整合的な経路を辿るに十分である。実際の排出削減コ
ストは、技術進歩の速度、補完的な政策の導入状況、その他複数の要因によってよ
り高い場合も低い場合もありうる。 

 
５-１０適応にかかる言及 
記載なし。 
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６カナダ 

 
６-１長期戦略の位置づけ 

 カナダの長期的戦略は行動のための計画でもなければ規範的な政策でもない。そ
れよりも、本報告書は、カナダがどのようにして低炭素経済を達成できるかという
ことについて通知することを目的としている。これには、温室効果ガスの大きな排
出削減に向けた様々なシナリオについて説明するモデリング分析も含む。カナダ
の長期的戦略は、温室効果ガス削減の潜在的なチャンス、発展しつつある主要テク
ノロジーの概要を述べ、削減がより困難で 2050 年までの低炭素経済という背景に
照準を合わせた政策が必要になると予想される分野を割り出している。 
Canada’s Mid-Century Strategy is not a blueprint for action, and it is not policy 
prescriptive. Rather, the report is meant to inform the conversation about how 
Canada can achieve a low-carbon economy. This includes describing modelling 
analyses that illustrate various scenarios towards deep emissions reductions. 
Canada’s Mid-Century Strategy outlines potential GHG abatement opportunities, 
emerging key technologies, and identifies areas where emissions reductions will be 
more challenging and require policy focus in the context of a low carbon economy 
by 2050 

 
６-２排出削減目標（部門別、位置づけ） 
部門別の長期戦略では設定されていない。 
 
６-３想定される産業・エネルギー需給構造、対策、技術 

 本戦略は、カナダの低温室効果ガス経済への移行を明白化する主要目標と基礎要
素を確認するものである。これらの基礎要素はカナダの長期的な気候変動緩和戦
略の根幹を形成する。 

 すべての温室効果ガス大幅削減分析において電化は不可欠なステップだというこ
とが判明している。例えば、乗用車、トラック、建築機器、暖房システムの燃料や
いくつかの業界に対するエネルギー要件など、現在は化石燃料を使用している最
終用途の電化は不可欠である。 

 発電セクターの脱炭素化でもこの動向が同時発生する必要がある。カナダにおけ
る発電はすでに 80％以上が排出ゼロであり、この排出ゼロへの動きに政府がより
力を注ぐことを含め、今後もこの動向が続くことが期待される。 

 電化政策による電力需要の大きな増加（2050 年までに 2 倍かそれ以上）と電力輸
出は低炭素の発電源で賄わなければいけない。 
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 カナダと米国の電力の将来は州、大陸内の協力のもとで形成されるだろう。地域を
越えた電力輸送インタータイを促進することで、水力や他の排出ゼロ発電を行っ
ている地域が、化石燃料に依存している他州や米国に電力を販売することができ
る。 

 エネルギー効率と需要のマネジメントは大幅な温室効果ガス削減の要である。例
えば、国際エネルギー機関（IEA）は 2℃方針のために必要な世界の排出削減の 38％
はエネルギー効率の改善により達成されると見積もっている。効率性の獲得もま
た電化技術と消費節約の鍵である。 

 重工業、海運、重貨物輸送、航空などのセクターは、第二世代バイオ燃料や水素な
ど低炭素燃料の使用に移行することができる。その代わりに、合成炭化水素やエネ
ルギー貯蔵分野での新たな振興技術が必要となる。 

 メタンやハイドロフルオロカーボンなどの非炭素温室効果ガスの排出削減は地球
温暖化への影響の大きさを考えると優先的に対処すべき問題である。これら汚染
物質の削減は短期的な温暖化の速度を弱めることもあり、世界の気温目標達成へ
貢献する。黒色炭素は温室効果ガスに分類されていないが、その温室効果は大きく、
しかるべき対処が必要である。 

 行動の変化もまた、低温室効果ガス経済への貢献となる。例えば、人間や貨物の移
送手段の革新的な対策は、人びとの暮らし方、働き方、消費の仕方などと同様に今
後 35 年間でより広範に採用されることになるだろう。 

 世界のエネルギー関連の二酸化炭素の 70％が都市から排出されている。60 年前は
カナダの都市の人口の割合は 62％だったのに対し、現在では 80％になっている。
この都市化は今後何十年も続く見通しのため、カナダは気候変動緩和と適応への
対策を今すぐ強化しなければいけない。 

 カナダの森林と土地は今後も、かなりの量の二酸化炭素の大気からの隔離に大切
な役割を果たす。また、この隔離は森林や林産物の管理をよりよくするための政策
や対策によって拡大させることが可能だ。世界の土地セクターを考慮せずに 1.5℃
から 2℃の気温目標を達成するのは非常に困難だ。 

 
６-４国際協力や自国の製品・技術等による海外貢献への言及 

 パリ協定は、適応、テクノロジー、能力強化による気候変動対策には、特に持続可
能な開発に関する大規模な国際協力および財政が不可欠であることを認めている。
経済に基づく改革と知識の構築に、国際社会の協力は必須である。 
The Paris Agreement recognises that addressing climate change through adaptation, 
technology,and capacity building will require significant international cooperation 
and finance, especially in the context of sustainable development. International 
collaboration is also fundamental to building an innovation and knowledge based 
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economy. 
 

 技術革新における協力は国際社会の取り組みの成功を支える。温室効果ガスとエ
ネルギー技術に関する世界トップレベルのシンクタンクであるカーボン・トラス
トは英国政府の依頼を受け、エネルギー技術改革によって得られるものの分析を
行った。その報告書である『ユナイテッド・イノベーション 』では、エネルギー
技術改革において協力することで世界は「クリーンエネルギー技術の配置によっ
て今後 10 年間で 5,500 億米ドルの費用を節約できる」と結論付けている。 
Collaboration on technology innovation will underpin successful global efforts. The 
CarbonTrust, a global leading think tank on GHG emissions and energy 
technologies, was commissioned by the United Kingdom to analyse the benefits of 
energy technology innovation. Their paper United Innovations concludes that 
through collaborative energy technology innovation, “the world could save US$550 
billion on the cost of deploying clean energy technologies over the next decade”. 

 
 温室効果ガス排出削減に向けた国際協力は気温上昇を抑えるための基本である。

なぜなら、温室効果ガス削減費用はセクター、地域によって大きく異なるが、一定
量の排出削減によってもたらせる環境への利益は常に同じであるからである。費
用対効果が最も近い分野で排出削減協力をすることで、財源が最も効率的に使わ
れ、単位ごとの資本投資において最大の削減をもたらすことになる。 
International cooperation to mitigate greenhouse gas emissions will be fundamental 
to limiting temperature rise. This is because GHG abatement costs differ 
substantially from sector to sector and jurisdiction to jurisdiction, but the 
environmental benefits of reducing a given amount of emissions are always the same. 
Cooperating to mitigate emissions in the most cost effective areas will ensure that 
financial resources are used in the most efficient way, resulting in larger reductions 
in emissions per unit of capital investment. 

 
 パリ協定の第 6 条では、締約国はより費用対効果の高い排出削減のチャンスを得

るため、また、他国の排出削減を支援し持続可能な開発を促進するため排出権取引
を含む国際的に移転される緩和の成果を活用することが認められている。国際的
な市場に基づく排出削減への取り組み（キャップ・アンド・トレードや双務的協力
アプローチなど）は費用対効果が高く、経済効果の高い温室効果ガス削減への追い
風となる。 
Article 6 of the Paris Agreement recognises that countries may choose to use 
internationally transferred mitigation outcomes, including emissions trading, to help 
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access more cost effective abatement opportunities, as well as to help other countries 
mitigate emissions and promote sustainable development. International 
marketbased approaches to reduce emissions (e.g., linked cap-and-trade programs; 
bilateral cooperative approaches; etc.) can stimulate cost effective and economically 
efficient greenhouse gas mitigation. 
 

 地方政府を含む世界のいくつかの地域ではすでに協力的な取り組みが行われてお
り、炭素市場で提携している。これらの「ボトムアップ」アプローチは今後の発展
と成長を持続させることができる。例えばケベック州は、同様の取引を計画中の他
の州と共に西部気候イニシアチブを通してカリフォルニア州の排出取引システム
と提携した。2050 年までに世界レベルでの確固とした環境保全と透明性を確実に
する国際的な排出取引システムが確立されていることが望まれている。 
Some regions of the world, including subnational governments, are already working 
cooperatively, or link carbon markets. These “bottom-up” type approaches could 
continue to develop and grow moving forward. For example, the province of Quebec 
has linked its emission trading system to California’s through the Western Climate 
Initiative,with other subnational regions planning or considering doing the same. By 
2050, it is hoped that there will be an international emissions trading system in place 
that would ensure robust environmental integrity and transparency at a global level. 

 
 カナダでは、排出が集中している重工業、一次抽出、輸送セクターの特定の用途に

よる温室効果ガス排出を削減しようという取り組みが始まっている。短期・中期的
には、より効果的な削減技術や低温室効果ガスの代替物を有する他のセクターや
他の地域に費用対効果の高い温室効果ガス削減のチャンスがある可能性はある。 

 In Canada, there are challenges to reducing greenhouse gas emissions from 
emissions-intensive heavy industry, primary extraction, and certain applications in 
the transportation sector. In the shortto-medium term, there may be more cost 
effective GHG reduction opportunities in other sectors or regions, where abatement 
technologies are more effective or lower-GHG alternatives exist. Emissions trading, 
or accessing internationally transferred 

 
 排出取引や国際的に移転された削減結果を利用することで、温室効果ガス株式資

本回転により多くの時間をかけ、座礁資産なしに低炭素代替物の導入が可能にな
るため、より低コストの温室効果ガス削減の方法を提供することができる。カナダ
は持続可能な開発がこの種の協力に関する基本的な原則だと認識している。カナ
ダは国際的に移転された削減結果を、家庭での排出削減の短期・中期的補足物とし
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て検討する。同様に、カナダは国境を越えた地方排出取引により発生した国際的に
移転された削減結果を、気候変動対策の国際貢献の一部と考える。 
mitigation outcomes, can provide a lower cost method of reducing GHG emissions, 
allowing more time for GHG intensive capital stock to turn over and allow low-
carbon alternatives to be introduced without stranding assets. Canada recognises 
that sustainable development is a key principle pertinent to this type of cooperation. 
Canada will consider internationally transferred mitigation outcomes as a short-to-
medium term complement to reducing emissions at home. Likewise, Canada intends 
to take into account internationally transferred mitigation outcomes arising from 
cross-border subnational emission trading as part of its international contribution to 
addressing climate change. 

 
６-５気候変動対策と経済の両立への工夫、想定コスト 

 私たちの社会が環境問題に対処する中で、クリーンテクノロジー・セクターはその
製品とプロセスの需要が伸びている。 クリーンテクノロジーは、現在の特定の経
済活動の環境的影響を大幅に減少させる製品やプロセスのことである。この経済
のサブセットは、経済の環境パフォーマンスを改善しながら経済成長をもたらす
ため、それ自体が説得力のあるケースとなる。世界が大幅な脱炭素化を目指す中、
クリーンテクノロジー・セクターはカナダにとってさらなる経済的、社会的コベネ
フィットを生み出す 大きなチャンスに面している。 

 
６-６主要なエネルギー対策、研究開発分野 

 「ミッション・イノベーション」によりカナダと他の 20 か国政府と欧州連合は、
この 5 年間で大きな影響を与えるクリーンエネルギーの研究開発投資を 2 倍にし、
民間セクターのクリーンエネルギー・テクノロジーへの投資を奨励し、参加国同士
の協力を強化することに合意した。カナダは国内での普及を加速させ、エネルギー
のノウハウと技術を世界中の市場に配置するために、クリーンエネルギーと排出
削減技術へ大規模な投資を行っている。天然資源セクター（エネルギー、鉱業、林
業、農業、漁業）に革新的な技術を採用することで、持続可能な資源開発における
カナダの国際的なリーダーシップを高め、カナダ国民に繁栄をもたらす。 

 
６-７金融制度、税制等の経済・規制的手法 

 カナダがクリーンな発展と気候変動に向けたカナダ全域の枠組みを通して、国際
的な温室効果ガス削減に対するカナダの責任を果たすための具体的な計画を立案
するため、カナダの各州政府首相と先住民代表がバンクーバーで一堂に会した。各
州政府首相は、カナダの温室効果ガス排出目標を達成あるいは超えるため各州、各
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準州で既に実施されているコミットメントと行動を引き続き実施していくことで
合意したバンクーバー宣言を発表した。各首相はカナダ国民一人一人に恩恵を与
え、ビジネスの競争力に取り組みながら、低炭素経済への移行を支えるクリーンな
経済発展と雇用創出を促進するための投資を増やす必要性を強調した。各首相は
炭素価格付け制度を含めた広範な国内での対策を採用し、各州特有の状況に合わ
せて適応させ、緩和への行動を実施することを確認した。 
On March 3, 2016, Canada’s First Ministers and Indigenous Leaders met in 
Vancouver and committed to developing a concrete plan to achieve Canada’s 
international greenhouse gas reduction commitments through a pan-Canadian 
framework for clean growth and climate change. Canada’s First Ministers released 
the Vancouver Declaration in which they agreed to build on commitments and 
actions already taken by provinces and territories in order to meet or exceed 
Canada’s GHG emissions target for 2030. They highlighted the need to foster 
investment to promote clean economic growth and create jobs that support the 
transition to a low-carbon economy, while benefitting individual Canadians and 
addressing competitiveness impacts on businesses. They committed to deliver 
mitigation actions by adopting a broad range of domestic measures, including carbon 
pricing mechanisms, adapted to each jurisdiction’s specific circumstances. 
Commitments were also made to develop and implement strong, complementary 
adaptation policies and action on climate resilience to address climate risks facing 
our populations, infrastructure, economies and ecosystems, and Canada’s northern 
regions in particular. 

 
６-８フォローアップ、策定、見直しプロセス 

 カナダ政府は、低炭素開発の実施状況に即して内容を随時更新、調整するというこ
とを前提として、本計画書を国連気候変動枠組条約 （UNFCCC）に提出した。こ
のような状況の中でカナダ政府は、長期的戦略は、低温室効果ガステクノロジーと
当事国の状況が継続的に発展するために反復的かつ周期的なプロセスで提出され
るべきものだという立場を取っている。 
Canada submits this strategy to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) under the premise that the content of the report will 
continue to be updated and adjusted as Canada advances on the implementation 
of its low-carbon development pathway. As such, Canada’s position is that the 
Mid-Century Strategies should be submitted in an iterative or cyclical process, 
where Parties provide regular updates as low-GHG technologies and national 
circumstances continue to evolve. 
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６-９目標の達成見通し、現行政策との乖離 

 カナダの長期的目標は、短期的で具体的な行動によって必ず達成できる。カナダの
長期的戦略は行動のためのブループリントでもなければ規範的な政策でもない。
それよりも、本報告書はカナダがどのようにして低炭素経済を達成できるかとい
うことについて通知することを目的としている。これには温室効果ガスの大きな
排出削減に向けた様々なシナリオについて説明するモデリング分析も含む。カナ
ダの長期的戦略は温室効果ガス削減の潜在的なチャンス、発展しつつある主要テ
クノロジーの概要を述べ、削減がより困難で 2050 年までの低炭素経済という背景
に照準を合わせた政策が必要になると予想される分野を割り出している。 

 
６-１０適応にかかる言及 

 カナダの短期的な行動を実行するため、カナダ政府は、排出削減、レジリエンスの
確立、改革の促進、雇用創出などを含むクリーンな発展と気候変動に向けたカナダ
全域の枠組みの完成に向けて各州や各地域及び国家先住民組織と密接に連携して
いる。 
To deliver on Canada’s short term action, the Government of Canada is working 
closely with provinces and territories, and with National Indigenous Organizations 
to finalize a pan-Canadian framework for clean growth and climate change, which 
will include actions to reduce emissions, build resilience, and spur innovation and 
create jobs. 

 
 このことは、温室効果ガスの排出を 2030 年には 2005 年比で 30％以下にするとい

う炭素への価格付け枠組みも含めたカナダの計画を発展させることになる。カナ
ダ全域の枠組みは改革とクリーンエネルギー・セクターでの雇用の道を開き、カナ
ダ国民が適応能力とレジリエンスを強化することで気候変動による変化に対処す
る助けとなる。 
This will develop Canada’s plan for meeting the 2030 target of reducing GHG 
emissions to 30% below 2005 levels, and also includes a carbon pricing framework.  
The pan-Canadian framework will pave the way towards innovation and jobs in the 
clean energy sector, and help Canadians manage the effects of climate change, by 
building capacity for adaptation and strengthening resilience. 

 
 カナダがクリーンな発展と気候変動に向けたカナダ全域の枠組みを通して、国際

的な温室効果ガス削減に対するカナダの責任を果たすための具体的な計画を立案
するため、カナダの各州政府首相と先住民代表がバンクーバーで一堂に会した。各
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州政府首相は、カナダの温室効果ガス排出目標を達成あるいは超えるため各州、各
準州で既に実施されているコミットメントと行動を引き続き実施していくことで
合意したバンクーバー宣言を発表した。各首相はカナダ国民一人一人に恩恵を与
え、ビジネスの競争力に取り組みながら、低炭素経済への移行を支えるクリーンな
経済発展と雇用創出を促進するための投資を増やす必要性を強調した。各首相は
炭素価格付け制度を含めた広範な国内での対策を採用し、各州特有の状況に合わ
せて適応させ、緩和への行動を実施することを確認した。 
On March 3, 2016, Canada’s First Ministers and Indigenous Leaders met in 
Vancouver and committed to developing a concrete plan to achieve Canada’s 
international greenhouse gas reduction commitments through a pan-Canadian 
framework for clean growth and climate change. Canada’s First Ministers released 
the Vancouver Declaration in which they agreed to build on commitments and 
actions already taken by provinces and territories in order to meet or exceed 
Canada’s GHG emissions target for 2030. They highlighted the need to foster 
investment to promote clean economic growth and create jobs that support the 
transition to a low-carbon economy, while benefitting individual Canadians and 
addressing competitiveness impacts on businesses. They committed to deliver 
mitigation actions by adopting a broad range of domestic measures, including carbon 
pricing mechanisms, adapted to each jurisdiction’s specific circumstances. 
Commitments were also made to develop and implement strong, complementary 
adaptation policies and action on climate resilience to address climate risks facing 
our populations, infrastructure, economies and ecosystems, and Canada’s northern 
regions in particular. 

 
 世界のエネルギー関連の二酸化炭素の 70％が都市から排出されている。60 年前は

カナダの都市の人口の割合は 62％だったのに対し、現在では 80％になっている。
この都市化は今後何十年も続く見通しのため、カナダは気候変動緩和と適応への
対策を今すぐ強化しなければいけない。 
Cities are home to 70% of the world’s energy related carbon dioxide emissions. 
Canadian ities host 80% of the national population, compared to 62% sixty years ago. 
With a continuing trend in urbanization for the upcoming decades, cities across 
Canada cannot afford to wait to increase climate change mitigation and adaptation 
efforts. 

 
 カナダ全域の先住民族の人々、コミュニティ、組織はさまざまな気候変動イニシア

チブを取っている。8 再生可能エネルギー計画以外に、先住民族の人たちは持続可
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能な土地利用管理、食料安全保障、伝統的な価値観に基づく教育などの分野で画期
的なイニシアチブを取っている。気候変動緩和と適応に関する文化を越えた学び
はカナダの和解への第一歩である。 
Indigenous peoples, communities, and organisations across Canada are 
implementing a range of climate change initiatives.8 Above and beyond renewable 
energy projects, Indigenous peoples are implementing ground-breaking initiatives 
on sustainable land use management, food security, and education informed by 
traditional values. Advancing cross-cultural learning on climate change mitigation 
and adaptation is one step in the journey towards reconciliation in Canada. 

 
 気候関連のイニシアチブの資金調達は、国内外の気候変動問題にとって非常に重

要である。特に、適応対策においての莫大な投資が気候変動のコストに対応するた
めに必要であり、その中には長期的な視点で実現されるものもある、多くの企業と
政治の当事者が取り組んでいるこれらの投資にはリスクとチャンスがある。例え
ば、保険セクターはすでに、気候変動のリスクにかなりの大きさでさらされている。
130 これらのリスクは、投資が洪水や世界のサプライチェーンの崩壊など物理的
なリスクで影響を受け、保険者、再保険者に大きな影響を与える可能性がある、物
理的なリスクになる可能性がある。また投資家が炭素損害訴訟の対象になる可能
性があるため、責任リスクも発生する可能性がある。最後に、経済の構造変化が資
産および企業価値の際価格決定を引き起こすため、移行リスクが起こる可能性も
ある。 
The financing of climate-related initiatives is a crucial dimension of the climate 
change challenge with both a domestic and international component. 
Significant investments, most notably in adaptation measures, need to be made in 
order to deal with the costs of climate change, some of which may materialise over a 
long-term horizon. There are risks and opportunities associated with these 
investments that many businesses and political actors are taking steps to address. 
For example, the insurance sector has already been significantly exposed to climate 
change risks.130 Those risks could be physical risks, where investments can be 
affected by major events like floods or disruption of global supply chains and could 
have important impacts for insurers and reinsurers. 
Liability risks could also arise as investors may be subject to lawsuits for carbon 
damages. Finally, transition risks may occur as structural change in the economy 
drive re-pricing of assets and values of companies. 
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