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気温、海面水位及び北半球の積雪面積の変化  

 出典：IPCC 第4次評価報告書 第1作業部会報告書  

氷床コア観測と現代の観測による 

二酸化炭素濃度の変化 （年） 

※過去10,000年（全体図）及び1750年以降（挿入図）の 

 二酸化炭素の大気中の濃度 

（3～4月における積雪面積） 

 IPCC第4次評価報告書では、気候システムに温暖化が起こっていることには疑う余
地がなく、人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因である可能性がかなり
高いとしています。 

 過去100年に、世界平均気温が長期的に約0.74℃（1906～2005年）上昇しています。 

１．気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告の概要 － 第１作業部会     

観測された地球温暖化による変化 

ＩＰＣＣ ： 国連環境計画（UNEP）・世界気象機関（WMO）により1988年に設立された政府間機関 
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 ＩＰＣＣでは、いくつかの気温上昇のシナリオを作成しています。環境の保全と経済の発
展が地球規模で両立する社会のシナリオでは、１９８０年から１９９９年までに比べ、２１
世紀末（２０９０年から２０９９年）の平均気温上昇は１．１～ ２．９℃と予測する一方、化
石エネルギー源を重視する社会シナリオでは、平均気温の上昇を２．４～６．４℃と予
測しています。 

 

 出典：IPCC 第4 次評価報告書第1 作業部会報告書  

複数のモデルによる地球平均地上気温の上昇量  

１．気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告の概要 － 第１作業部会     

将来の気温上昇の予測 
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 全球平均気温の上昇が１９９０年レベルから約１～３℃未満である場合、コストと便益が
混在する可能性が高いが、気温の上昇が約２～３℃以上である場合には、すべての地域
において正味の便益の減尐か正味のコストの増加のいずれかが生じる可能性が非常に
高い。 

 

気温上昇が及ぼすコストと便益 

既に現れている主要な影響 

ハリケーン「カトリーナ」は上陸（2005年8月29

日）直前に、中心気圧902ヘクトパスカル、最
大風速約７５メートル、最大瞬間風速約90メー
トルを記録した 

 地球温暖化の影響は既に現れていること、今後さらに大きな影響が予想されること
が、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）報告書において明らかにされています。 

 氷河湖の増加と拡大 

 永久凍土地域における地盤の丌安定化 

 山岳における岩なだれの増加 

 春季現象（発芽、鳥の渡り、産卵行動など）の早期化 

 動植物の生息域の高緯度、高地方向への移動 

 北極及び南極の生態系（海氷生物群系を含む）及び食物連鎖上位捕食
者における変化 

 多くの地域の湖沼や河川における水温上昇 

 熱波による死亡、媒介生物による感染症リスク 

 

（出典）IPCC 第４次評価報告書第２作業部会報告書 

１．気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告の概要 － 第２作業部会     

地球温暖化が世界に不える深刻な影響 

３ 
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数億人が水不足の深刻化に直面する 

小規模農家、自給的農業者・漁業者への複合的で局所的なマイナス影響 

低緯度地域における穀物生産性 
の低下 

中高緯度地域におけるいくつかの 
穀物生産性の向上 

世界の沿岸湿地の 
約30%の消失※ 

毎年の洪水被害人口が追加的に数百万人増加 

※罹（り）病率：病気の発生率のこと 

湿潤熱帯地域と高緯度地域での水利用可能性の増加 

最大30%の種で絶滅 
リスクの増加 

地 球 規 模 で の 
重大な※絶滅 

サンゴの白化の 
増加 

ほとんどのサンゴが 
白化 

広範囲に及ぶサンゴの死滅 

種の分布範囲の変化と森林火災リスクの 
増加 

陸域生物圏の正味炭素放出源化が進行 
～15% 

～40%の生態系が影響を受けることで、 

洪水と暴風雨による損害の増加 

栄養失調、下痢、呼吸器疾患、感染症による社会的負荷の増加 

熱波、洪水、干ばつによる罹（り）病率※と死亡率の増加 

いくつかの感染症媒介生物の分布変化 

医療サービスへの重大な負荷 

海洋の深層循環が弱まることによる生態系の変化 

中緯度地域と半乾燥低緯度地域での水利用可能性の減少及び干ばつの増加 

低緯度地域における全ての 
穀物生産性の低下 

いくつかの地域で穀物生産性の低下 

※重大な：ここでは40%以上 

※2000～2080年の平均海面上昇率4.2mm/年に基づく 

Courtesy of the National Oceanic 
and Atmospheric Administration 
Central Library Photo Collection 

出典：Smithsonian National Museum of Natural History, 

 Photo © The Nome Nugget， 

http://forces.si.edu/arctic/04_00_19.html.  

Photo courtesy of USDA Natural 
 Resources Conservation Service  

© University Corporation for 
Atmospheric Research 

（出典）IPCC 第４次評価報告書第２作業部会報告書 

影響は、適応の度合いや気温変化の速度、社会経済シナリオによって異なる。 （1980－1999年に対する世界年平均気温の変化（℃）) 

１．気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告の概要 － 第２作業部会     

世界平均気温の上昇による主要な影響 
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温室効果ガス排出量の動向 

 温室効果ガスの排出量は、産業革命以降増加しており、1970～2004年の間に70％増加した（2004年
の排出量は490億トン（二酸化炭素換算））。世界のGHG排出量は、次の数十年も引き続き増加する。 

 2030年を見通した削減可能量は、予測される世界の排出量の伸び率を相殺し、さらに現在の排出量
以下にできる可能性がある。2030年における削減可能量は、積み上げ型の研究によると、炭素価格*

が二酸化炭素換算で１トンあたり20米ドルの場合は、年90～170億トン（二酸化炭素換算）であり、炭素
価格が同様に100米ドルの場合は、年160～310億トン（二酸化炭素換算）である。 

 *炭素排出に価格を付ける手法は、経済手法、政府の投融資、規制が含まれる。 

部門 現在、商業化されている主要な緩和技術 
2030年までに商業化されると 
期待される主要な緩和技術 

エネルギー
供給 

燃料転換、原子力発電、再生可能なエネルギー（水力、太陽光、風
力など）、二酸化炭素回収・貯留（CCS）の早期適用（例：天然ガスか
ら分離したＣＯ２の貯留等） 

ガス・バイオマス・石炭を燃料とする発電所でのCCS、先進的な
原子力技術・再生可能エネルギー 

運   輸 
ハイブリッド車、バイオ燃料、公共交通システムへのシフト、動燃機
関以外の交通手段（自転車、徒歩） 

第二世代バイオ燃料、高効率航空機、高度電気自動車・ハイブ
リッド車 

建   築 高効率照明、フロンガスの回収・再利用 統合型太陽電池による電力、高性能計測器 

産   業 熱及び電力の回収、材料の再利用・代替 先進的なエネルギーの効率化、鉄鋼の製造等でのCCS 

農   業 
土壌炭素貯留量増加のための作物耕作及び放牧用の土地の管理
方法改善、メタンの排出量を削減するための家畜の管理方法改善 

作物生産の改善 

林   業 
新規(再)植林、森林管理、森林減尐の抑制 バイオマス生産のための樹種改良、土地利用変化の地図化の

ためのリモートセンシング技術の向上 

廃 棄 物 
埋立地からのメタン回収、廃棄物焼却に伴うエネルギー回収、有機
廃棄物の堆肥化、廃棄物の再利用・最小化 

メタンを最適に酸化させるバイオカバー及びバイオフィルター 

大きな削減可能性を持つ緩和技術 

（出典）IPCC 第４次評価報告書第３作業部会報告書 

短中期の排出削減可能量 

１．気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告の概要 － 第３作業部会     

排出量の動向、排出削減可能量及び緩和技術等 

５ 



 長期的には、例えば、2050年に世界の温室効果ガスの排出量を2000年比で50～

85％削減することで、気温上昇を2～2.4℃に抑えることができる。なお、その際、

GDPは最大で5.5％減尐するとしている。 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

二酸化炭素濃
度（ppm） 

温室効果ガス濃度
(ppm（二酸化炭素換

算）) 

産業革命から
の気温上昇
（℃）（注） 

二酸化炭素排出
がピークを迎え
る年 

２０５０年におけ
る二酸化炭素
排出量（％）
（2000年比） 

Ⅰ  350 ～ 400 445 ～ 490 2.0 ～ 2.4 2000 ～ 2015 -85 ～ -50 

Ⅱ 400 ～ 440 490 ～ 535 2.4 ～ 2.8 2000 ～ 2020 -60 ～ -30 

Ⅲ 440 ～ 485 535 ～ 590 2.8 ～ 3.2 2010 ～ 2030 -30 ～ +5 

Ⅳ 485 ～ 570 590 ～ 710 3.2 ～ 4.0 2020 ～ 2060 +10 ～ +60 

Ⅴ 570 ～ 660 710 ～ 855 4.0 ～ 4.9 2050 ～ 2080 +25 ～ +85 

Ⅵ 660 ～ 790 855 ～ 1130 4.9 ～ 6.1 2060 ～ 2090 +90 ～ +140 

（出典）IPCC 第４次評価報告書第３作業部会報告書 

（注）目標とする温室効果ガス濃度で安定化した場合に、最終的に到達する温度上昇幅である。 

１．気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告の概要 － 第３作業部会     

長期的な温室効果ガス安定化濃度と排出削減 

６ 



究極目的： 温室効果ガス濃度を、気候システムに対して危険な人為的干渉を 
        及ぼすこととならない水準に安定化させる 
原 則：    共通だが差異のある責任、及び各国の能力に従い、気候系を保護 
 
全締約国の義務：  排出目録の作成、削減計画の立案等 
先進国等の義務：  排出量を１９９０年の水準に戻すことを目的に削減活動を報告 

先進国の途上国支援義務：  資金供不、技術移転、キャパシティ・ビルディング等 

京都議定書（Kyoto Protocol、170ヵ国・地域） 1997年採択 

気候変動枠組条約（UNFCCC、189ヵ国・地域） 1992年採択 

「共通だが差異のある責任」 原則に基づき： 
①先進国全体で1990年比で尐なくとも５％の削減を目標。 
②各国毎に法的拘束力のある数値目標設定（途上国は削減約束なし） 
③柔軟性措置として、京都メカニズムを用意 

対象ガス CO2，CH4，N2O，HFC，PFC，SF6 の６種類 

吸 収 源 森林等の吸収源によるCO2吸収量を算入 

基 準 年 1990年(HFC､PFC､SF6 は1995年) 

目標期間 2008年～2012年の５年間 

数値目標 日本－6％，米国（未批准）－７％，EU－８％等           2005年2月16日発効。 

２．温室効果ガスの大気中濃度の安定化    

気候変動枠組条約及び京都議定書の概要 

７ 



○温室効果ガス濃度安定化のためには、排出量 
 を、今後自然吸収量と同等まで減らさねばならない 
○現在の排出量は自然吸収量の約２倍以上にも達し 
 ている 

自然の吸収量 
31億炭素トン / 年 

人為的排出量 
（2000～2005年） 
72億炭素トン/ 年 

自然の濃度 280ppm 

現在 
工業化 

大気中の二酸化炭素 

（IPCC第４次評価報告書(200７)より   国立環境研究所・環境省作成） 

380ppm 

 

  
年1.9ppm増 

（1995～2005年平均）  

380ppm 

温室効果ガスの排出量と吸収量のバランス 

２．温室効果ガスの大気中濃度の安定化    
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夏 G8 日本サミット 

秋 Ｇ２０対話（ドイツ） 

春 G8環境大臣会合（日本） 

12月 気候変動枠組条約締約国 

会議（COP13、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） 

12月 気候変動枠組条約締約国会議 

（COP14、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ）  

G8プロセス 気候変動枠組条約関係 

6月 G8 ドイツサミット 
（ハイリゲンダム） 

春 Ｇ２０対話（日本） 

3月 G8環境大臣会合（ドイツ） 

（2005年の英国サミットでG8及び中国・インド
等、主要20カ国及び世銀・ＩＥＡからなる気候変
動に関する対話を開始） 

（気候変動・生物多様性が議題） 

（Ｇ２０対話の報告・まとめ その他） 

2005年のグレンイーグルズ・サミットで気候変動が主要議題。 

（サミットには、中国、インド、ブラジル、メキシコ、单アの新興経済諸国５ヵ国も参加。） 

２００８年～２０１２年 

京都議定書 第一約束期間 

11月 最新の科学的知見： 

IPCC第４次評価報告書公表 

気候変動に関する外交スケジュール 
３．今後の国際交渉に当たって    
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京都議定書第１約束期間後（２０１３年以降）の次期枠組みについては、 

・京都議定書を批准していないアメリカや、 

・京都議定書上、削減約束のない中国、インドなどの主要排出途上国にも 

最大限の排出削減努力を促す実効ある枠組みを構築する必要がある。 

出典： Kainuma et al., 2002: Climate Policy Assessment,  

    Springer, p.64. 

今後のCO2排出量の予測 
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エネルギー・経済統計要覧 (2007年版）より環境省作成                           

世界全体で排出量の大幅な削減が必要 

世界全体のCO2排出量と今後の予測 
３．今後の国際交渉に当たって    
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産業（工場等） 

運輸（自動車・船舶等） 

業務その他 
（オフィスビル等） 

家庭 

エネルギー転換 

卖位：百万トンCO2 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005（速報値） 

1990年
度 

増減率 
2005年度      
（速報値） 

目標まで
の削減率 

2010年度目安（※） 

  としての目標 

482   －3.2％ 466   －6.4％ 435 

217  ＋18.1％ 257   －3.2％ 

 

250 

 

164   ＋42.2％ 234  －42.1 ％ 165 

127  ＋37.4％ 175  －29.9％ 137 

68  ＋9.7％ 74 

 

－7.4％ 

 

 

69 

 

卖位：百万トンCO2 

（※） 温室効果ガス排出・吸収目録の精査により、京都議定書目標達成計画策定時 

  とは基準年（原則1990年）の排出量が変化しているため、今後、精査、見直しが必要。 

（注） ％の数字は、基準年比削減（増減）率 

４．我が国の温室効果ガスの排出状況     

部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量の推移と2010年目標 
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規制的手法による省エネ化 
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（コア部分）

◇日射量のコントロール

◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール
→ 使用していない部分の

空調は行わない
・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用
・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室

建築物の省エネルギー措置の具体例

機械室

エントランスホール

事務室 湯沸室

（コア部分）

◇日射量のコントロール

◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール
→ 使用していない部分の

空調は行わない
・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用
・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室

建築物の省エネルギー措置の具体例

機械室

エントランスホール

事務室 湯沸室

（コア部分）

機械室

エントランスホール

事務室 湯沸室

（コア部分）

◇日射量のコントロール

◇空気調和・換気設備
・空調部分の個別コントロール
→ 使用していない部分の

空調は行わない
・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用
・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御
・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室

住宅の省エネ対策 

建築物の省エネ対策 

＜省エネルギー法＞ 
○2,000ｍ2以上の建築物（非住宅） 
・新築、増改築及び大規模改修の際、省エネ
措置に係る事項を所管行政庁に届出 
○2,000ｍ2以上の住宅 
・新築、増改築及び大規模改修の際、省エネ
措置に係る事項を所管行政庁に届出 

経済的手法による省エネ化 情報的手法による省エネ化 

○住宅・建築物の省エネ性能を
消費者に分かりやすく表示する
制度の普及・推進 

新築建築物 52百万㎡ 

既存建築物 1,690百万
㎡ 

建築物全体 1,742百万
㎡ 

新築建築物（2,000㎡以上）の省エネ基準 
（平成11年基準）達成率 

新築住宅（2,000㎡以上）の省エネ基準 
（平成11年基準）達成率 

新築住宅 107百万㎡ 

既存住宅 4,408百万
㎡ 

住宅全体 4,515百万
㎡ 

新築住宅と既存住宅の床面積 

新築建築物と既存建築物の床面積 

○住宅ローン優遇や低利融資
制度による、省エネ住宅・建築
物への誘導 

※2004年度における全業務用建築物の床面積。 

※2005年度における全住宅の床面積。 

５．温暖化対策の一層の加速化     

省エネ住宅、建築物の大幅な普及に向けて 
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［意識］ 

1,492kWｈ 

919kWｈ 

1995年製 

2005年製 

★エアコンの場合、10年前と比べ 
約4割 省エネ性能がアップ 

冷暖房兼用型･壁掛け型・冷房性能2.8kWｸﾗｽ･ 
省ｴﾈﾙｷﾞｰ型代表機種（出所：(社)日本冷凍空調工業会） 

12W 

54W 

電球型蛍光ﾗﾝﾌﾟ 

白熱電球  

★白熱電球を同じ明るさの電球型蛍光ﾗﾝﾌﾟに 
交換すれば、消費電力は約１／５ 

出所：(財)省エネルギーゼンター 
      ｢家庭の省エネ大事典｣ 

エコ製品 

  の効果  

エコ製品の選択促進 
環境技術（省エネ性能が高い製品等）を、 

日常生活に取り入れる（＝買う）ことを推奨。 

意識と行動 

 にギャップ 

しかし 

26.2％ 73.8％ 

｢ハロー！環境技術｣のロゴ認知をきっかけ
に、エコ製品か否かを気にするようになった 

81.3％ 

「ハロー！環境技術」のロゴ認知を
きっかけに､エコ製品を購入した 

18.7％ 

［行動］ 

ギャップを 

埋める必要あり 

そこで 

（環境省調べ） 

→ エコ製品の作り手（メーカー）、売り手（流通）、買い手（生活者）それぞれの 

 理解促進と行動喚起を図る。 

５．温暖化対策の一層の加速化    

省エネ機器の大幅普及へ 
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（環境省調べ） 

                   ２００６年度 夏 （6月1日～9月30日） 
 

（１）「ＣＯＯＬ ＢＩＺ」の認知率  → 知っている・・・ ９６．１％ 
 
（２）エアコンの温度を昨年又は今年から高く設定している割合  →４３．２％ 
 
（３）ＣＯ２削減量の推計   →約１１４万トンCO2 （約250万世帯の１ヶ月分のC02排出量） 

 

                   ２００５年度 秋冬 

 
（１）「ＷＡＲＭ ＢＩＺ」の認知率  → 知っている・・・ ９０．２％ 
 
（２）エアコンの温度を例年より低く設定している割合  →３０．５％ 
 
（３）ＣＯ２削減量の推計  →約１４１万トンCO2（約300万世帯の１ヶ月分のC02排出量） 

 
 

【実績】 

（夏のエアコンの温度設定を28℃に。そんなオフィスで快適に過ごすためのビジネススタイル） 

（暖房時、室温を20℃（政府は19℃）に。そんなオフィスでも働きやすく暖かく格好良いビジネススタイル） 
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５．温暖化対策の一層の加速化     

国民運動の展開（ビジネススタイルの変革） 



0 10 20 30 40 50

銀行

映画館・劇場

コンビニ

飲食店

デパート・百貨店

電車

スーパーマーケット

～認知率と実施率のギャップを埋め、実施率の更なる向上を目指す～ 

％ 

→ この冬は、オフィスでの取組期間を設定 

  （１１月１日～３月３１日）し、より重点的に取組を推進。 

【課題】 実施率の更なる向上、取組の定着 

→ パブリックスペース・接客スペースを含め、こうした分野を中心に、さらに取組を推進。 

【環境省調べ】 

会員数約１０万名（全国の１０歳以
上の男女）の母集団から１２００名
を無作為抽出し、複数回答可で選
択。そのうち２０％を超えた選択肢
を列挙したもの。 

＜世間の反応： ２００６年の夏、「冷房が効きすぎている」と感じた場所＞ 

15 

５．温暖化対策の一層の加速化     

国民運動の展開（ビジネススタイルの変革） 

＜「お客様」への配慮と世間の反応とのギャップ＞ 



産業・ 

エネルギー転換部門 

日本経団連の環境自主行動計画の他、５
０業種が策定。日本経団連加盟業種の計
画で、我が国の産業・エネルギー転換部
門の排出量の約８割をカバー。 

民生業務部門 ２５団体・企業が策定 

運輸部門 １７団体・企業が策定 

京都議定書目標達成計画においては、自主行動計画が、「産業・エネルギー
転換部門における対策の中心的役割を果たすもの」と位置付けられている。 

平成19年２月末現在 

自主行動計画 

５．温暖化対策の一層の加速化     

自主行動計画（産業部門対策） 
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１．自主行動計画の深掘・対象範囲の拡大等 

   今後の対策内容とその効果（京都メカニズムの活用を含む。）を定量的・具体的に示すべき。 

２．目標未達成業種の目標達成の蓋然性の向上 

① 未策定業種に対する自主行動計画策定の働きかけ促進 
   自主行動計画の未策定業種（特に、サービス（非製造）分野など。私立病院・私立学校等を含む）に対し、   
   その策定を促すべき。 
② 定性的目標の定量化等の促進 
      自主行動計画を策定していても、数値目標を持たない業種（経団連非加盟業種、特に業務・運輸部門）   
   に対し、目標の定量化を促すべき。 
③ 政府による厳格なフォローアップの実施 
      議事公開の下での審議会等プロセスの活用など、透明な手続きの下、厳格なフォローアップを実施す 
 べき。また、毎年度の実施により、直近の正確な実態を把握すべき。 
④ 目標引き上げの促進 
      厳格なフォローアップにより、業務・運輸部門の業種も含め、目標の引き上げを促進すべき。その際、 
 現時点の実績水準以上の意欲的な新目標を設定すべき。 

３．CO2排出量の削減を一層意識した取組の推進 

  原単位を目標としている業種を含め、各業種はCO2排出量の削減を一層強く意識した積極的な取組を行うべ 
き。原単位のみを目標指標としている業種は、CO2排出量についても併せて目標指標とすることを検討すべき。 

４．業務部門、家庭部門及び運輸部門における取組の強化 

  民生・運輸部門への経団連等による業種横断的な取組を促すべき。具体的には、経団連加盟業種・会員企
業による①本社ビル等オフィスの削減目標設定や、②社員宅における環境家計簿の利用拡大。 

５．低炭素社会づくりを進める対策     

自主行動計画の更なる改善に向けて（産業部門対策） 
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 アジア諸国における太陽光
発電や省エネ機器等の普及
に向けたグランドデザインの
策定 

 太陽光発電等の普及プログ
ラムのCDM事業化調査 等 
 

CDM/JI事業調査 
拡 

我が国が世界をリードする 
太陽光発電／省エネ技術
の普及により、 アジア諸
国の温室効果ガスの排出
を抑制し、エネルギーセ

キュリティの確保と持続可
能な発展を支援 

 

 
街区まるごと 

CO2２０％ 

削減事業 

（拡充） 

大規模宅地 

ソーラー 

マイレージ 

クラブ事業 

地域協議会 

 

 

 
国民運動により 

支持 

 

 

普及・啓発 
メガワットソーラー 

共同利用モデル 

事業 

率先対策 

導入事業 

学校エコ 

改修事業 

自治体・学校 

再生可能 

エネルギー 

高度導入 

モデル事業 

拡 

拡 拡 

大規模・集中導入 

５．温暖化対策の一層の加速化     

太陽光発電の普及加速化に向けて 

太陽光発電システム導入量（累積） 
ソーラー大作戦 

～アジアを加えて第２ステージへ～ 

２００５年　累積導入量 ドイツ
日本
アメリカ
オーストラリア
スペイン
オランダ
イタリア
フランス
スイス
オーストリア
メキシコ
カナダ
韓国
イギリス
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
イスラエル
ポルトガル

ドイツ　1,429,000
kW

日本 1,421,908 kW

２００４年　累積導入量 日本
ドイツ
アメリカ
オーストラリア
オランダ
スペイン
イタリア
フランス
スイス
オーストリア
メキシコ
カナダ
韓国
イギリス
ノルウェー
スウェーデン
ポルトガル
デンマーク
イスラエル

日本 1,131,991
kW

ドイツ 794,000 kW

IEA資料（Cumulative installed PV power as 

of the end of 2005）に基づき環境省作成 
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○経済成長戦略大綱に位置づけられた、バイオマスエネルギーの導入加速化に関する施策を強力に推進。 

○脱化石燃料社会への第１歩であり、自動車を保有する国民誰もが参加出来るバイオエタノール等の輸送 

 用エコ燃料の大規模導入により、温暖化対策と国民の意識改革を促進。 

エタノール3%混合ガソリン(E3)の本格展開 
（大都市圏での展開＋沖縄宮古島等） 

エタノール10%混合ガソリン(E10)対応の促進 
（早期の実証によるE10導入環境の整備） 

木質バイオマスのエネルギー利用の促進 
（林業地域への積極的な展開） 

大都市型E3大規模実証事業の展開 
（関東圏・近畿圏においてE3の大規模供給を具体化） 

多様なバイオマスのエネルギー利用の促進 
（バイオディーゼル（BDF）、バイオガス等の利用） 

宮古島「バイオエタノール・アイランド」構想 

５万人の島民がＥ３
を実際に利用 

サトウキビ 
製糖工場（２箇所） 

原料供給 

島内の全ガソリンスタン
ドを改造し、Ｅ３を給油 

高濃度エタノール
自動車の走行試
験 

エタノール製造プラントを併
設し、廃糖蜜から年間７００
キロリットル生産 

ＣＯ２吸
収 

エタノールを 

ガソリンに3%混合 

ガソリンスタンド 

（１８カ所） 

 

 

 

・2 種類 の施設整 備
（E3製造設備、E3対
応SS） 
・E3として年間最大4.
７ 万 KL 供 給 可 能
(SS100箇所) 
・年間最大４万台に導
入可能 

E3の大規模供給実証 

エタノール製造設
備 

（大阪府堺市） 

E3対応 

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ(SS) 

Ｅ
３
製
造
設
備 

・・・ 

近畿圏での 
大規模実証 

●環境省補助事業 
(H16-18)により整備を支援 

・  H19年１月開所 

・ 建設廃木材を原料に燃料
用エタノール(年産1,400ｋ
L）を製造 

（エタノールの供給） 

関東圏での 
大規模実証 

５．温暖化対策の一層の加速化     

バイオマスエネルギーの導入加速化戦略 
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人の動きに伴うＣＯ２排出量は、都市構造によって大きな差があり、1人当たり排出量は県庁所在地間で最
大約3倍。前橋市では、運輸部門１人当たりＣＯ２排出量が高知市と比べ、約４割多い。 

前橋市：拡散型都市 

１人当りCO2排出量※＝1.21 t 

高知市：集約型都市 

１人当りCO2排出量＝0.87 t 

集約型の都市と拡散型の都市の比較～前橋市と高知市～ 

都心部や鉄軌道沿線に都市機能を集約して、自動車利用を尐なくするなど、省ＣＯ２型の都市構造の構築が重要 

（出典）平成18年版環境白書 

・市街地中心部と住宅地が隣接 

・路面電車 

・通勤通学にはオートバイ、自転車の割
合高い 

・郊外に住宅スプロール 

・路面電車廃止 

・道路網整備 

・通勤通学には自家用車 

５．温暖化対策の一層の加速化     

省ＣＯ２型のまちづくり 
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①削減コストの最小化 

 対策費用が安い事業者が大きく削減し、余剰となる排出枠を対策費用が高い事業
者に販売することにより、全体として一定量の削減を実現する上で削減コストを最小
化できる。  

②目標達成の確実性 

 目標の排出総量と同量の排出枠しか交付しないので、確実に排出削減を実現。 

③目標達成の柔軟性 

 事業者は、自ら排出削減を実施することに加え、他者からの排出枠購入によっても
排出枠を達成することができる。  

①温室効果ガスの排出総量の目標量を決定し、 

②制度の対象となる事業者に排出枠を交付し、 

③排出枠の達成のため、事業者が自らの排出量を削減するとともに、 

④余剰となる排出枠を有する事業者は、排出枠が丌足する事業者にこれ
を売却することができる制度。 

５．温暖化対策の一層の加速化     

国内排出量取引制度 

21 



• EU排出量取引制度（EU-ETS） （2005年開始） 

– 英国排出量取引制度（UK-ETS）における3年間の知見と経
験の蓄積を踏まえて実施へ移行 

 

• シカゴ気候取引所（CCX） （2003年開始） 

 

• 豪州NSW州排出量取引制度  

 （ The NSW Greenhouse Gas Reduction Scheme： GGAS）
（2003年開始） 

 

・  我が国の環境省自主参加型排出量取引制度（JVETS） 
（2005年開始） 

 

５．温暖化対策の一層の加速化     

現在実施されている国内排出量取引制度 

22 



＜欧州委員会、英国政府など＞ 

    -   EU域内排出量取引制度は、Learning by doingの段階であり、制度を実施しながら改善し 

   ていくものである。  

 - 制度は一通り機能、一定の削減効果があった。 

 - 排出量取引は費用効率的な削減目標達成手段である。 

 - 国際競争力への大きな悪影響を示す指標はない。  

 - 市場は、多様な参加者も見込まれ、徐々に成熟していくことを期待。 等 

＜産業界、市場関係者など＞ 

      -   EU域内排出量取引制度は、Learning by doingの段階であり、制度を実施しながら改善 

       していくものである。 

   - 温室効果ガスの排出削減が所与であるという前提に立てば、費用負担の大きい環境税に  

       比べて、市場原理を利用してコスト最小で削減しうる。  

   -  これまでの実績並の緩い割当であり、実質的な削減効果はなかった。 

   - 第1フェーズの割当は公平性の点で問題があった。また、EU域内の競争に歪み                     

       が生じている。 

   - 価格転嫁が出来ない業界もあり、国際競争で不利。また、割当期間が3年、5年と短く、投 

       資・技術開発にとって、十分なインセンティブとなっていない。 

 -   市場参加者のほとんどが金融やブローカーなど利益目的。実需取引は稀（Rare） 。 等 

◆日程： 4/23-28 ﾌﾞﾗｯｾﾙ・ﾛﾝﾄﾞﾝ 

◆構成： 環境省（谷津審議官他2名）、経産省（1名）、経団連（3名）  

◆概要： 欧州委員会、英国政府、産業界、環境ＮＧＯ、市場関係者、研究機関等からヒアリングを実施 
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５．温暖化対策の一層の加速化     

ＥＵ－ＥＴＳ調査ミッションについて 



環
境
税 

省エネ・新エネ
対策などの温暖
化対策に活用 

財源効果 

対策の必要性の認識が
広まり、対策が進展 

アナウンスメント効果 

温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減 

化石燃料・価格の上昇 

価格効果 

・買
換
え
時
の
省
エ
ネ
や 

 
 

 
新
エ
ネ
製
品
へ
の
代
替 

・化
石
燃
料
の
節
約 

環境税の税収 

５．温暖化対策の一層の加速化     

環境税が温室効果ガスの排出を減らす仕組み 
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バイオエタノールに係る揮発油税、バイオディーゼルに係る軽油引取税を非
課税とすること。 

＜参考：諸外国におけるバイオエタノール導入促進のための税制優遇措置＞ 

ブラジル ドイツ スペイン スウェーデ
ン 

フランス 英 国 米 国  日 本 

2003年「エネルギー税EU指令」 

（加盟国におけるバイオ燃料に対する税制優遇措置を容認） 

エタノール部
分の税率 

 

０ 

 
０ 

 

０ 

 

０ 

 

約30円/L 

 

約56円/L 

（ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ分
について、 

約16円/L軽減） 

 

－ 

燃料税率 

（ガソリン） 

 

約15円/L 

 

約91円/L 

 

約55円/L 

 

約74円/L 

 

 

約82円/L 

 

約97円/L 

約5.6円/L 

（物品税） 

 

53.8円/L 

 

エタノール部
分の軽減割
合（％） 

 

 

１００ 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

６３ 

 

４２ 

（E10の場合 

約1.6円の軽
減） 

 

 

－ 

＜平成19年度環境省税制改正要望＞ 

５．温暖化対策の一層の加速化     

バイオ燃料関連税制の創設 
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太陽光発電、二重サッシ、断熱材 など 

○省エネ住宅のイメージ 

民生部門・業務部門でのＣＯ２排出量の増大 

 →民生部門・業務部門の大きな割合を占める住宅・建築物の省エネ性能向上が必要 

導入拡大を推進するに
は経済的なインセンティ
ブを持たせることが必要 

外
壁
断
熱 

床断熱 

複
層
ガ
ラ
ス 

天井断熱 

○省エネ建築物のイメージ 

 

一定の省エネ住宅・建築物の新築・購
入や省エネリフォームについて、所得
税・固定資産税の特例措置が必要 

 

５．温暖化対策の一層の加速化     

省エネ住宅・省エネ建築物関連税制の創設 
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＜平成19年度環境省税制改正要望＞ 



ハイブリッド車 

低燃費車 

世界的に燃費のよい日
本車が好調。 
05年9月の米国市場で
の日本ブランドのシェア
は前年同月比5．5％増
の33．5％ 

太陽光発電 日本メーカーの世
界シェア４８．２％ 
（2005年） 
国内生産に対する
輸出比率は、  ％
（2005年度） 

ＬＥＤ（発光ダイオード） 
高効率かつ長寿命な照明
の省エネを実現するキーテ
クノロジー 

卓上ライト↓ 

キャパシタ（蓄電器）二
次電池（蓄電池） 
電気エネルギーを蓄えたり
放出したりする機器。 

←マンガン系リチウムイオン
電池（高出力、小型軽量、低
コストな蓄電池。ハイブリッド
自動車等への実用化が見込
まれる。 

←キャパシタ（風力発電など
に併設して出力変動の平準
化を行うもの。） 

リサイクル技術 

希尐金属の回
収・リサイクル→ 

新規サービス産業 

蛍光灯を売るのではな
く、明るさを売り、蛍光
灯の処理等も行う。蛍
光灯の超寿命かがメー
カーのメリットに。 

→ 

我が国の環境技術は、高い国際競争力を持ち、日本経済の牽引力となるとともに、世界規模での環境改善に貢献。 

出典：特許庁「重点８分野の特許出願状況」  

環境関連特許登録件数の国際比較 

環境誘発型ビジネスの市場規模及び雇用規模の現状と将来予測 

出典：環境省「環境と経済の好循環ビジョン」  

市場規模（兆円） 雇用規模（万人） 

2000年 2025年 2000年 2025年 

41 103 106 222 

木質系バイオマスを主原
料とする燃料用バイオエタ
ノール 

６．我が国の優れた環境・エネルギー技術     

高い競争力を持つ我が国の環境対策技術・製品・サービス 
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※「環境誘発型ビジネス」とは、OECDの環境分類に基づく「環境ビジネス」に加
え、省エネ家電やエコファンドなど環境保全を考えた消費者の行動が需要を誘
発するビジネスを指す。  



アジア太平洋地域における様々なレベル
における環境パートナーシップの推進 

アジア諸国内の環境汚染対策を支援 

モンゴル（テレルジ） 日本（利尻）

ベトナム（ホアビン） マレーシア（タナラタ）

酸性雨 東アジア酸性雨モニタリング 

ネットワーク（EANET） 

           北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）    海洋汚染 

国境を越える環境汚染への対応 

   

研究者レベル 

◎アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（ＡＰＮ） 

◎アジア太平洋廃棄物管理専門家会議 

   

   

有識者会合 

◎ アジア太平洋環境開発フォーラム
（APFED） 

行政レベル 

◎ 東アジアサミット 

◎ アジア太平洋環境会議（エコアジア）  
◎ 日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）  
◎ ASEAN+3環境大臣会合 

◎ アジア太平洋パートナーシップ（APP） 

◎ アジア3R推進会議 

◎ アジア森林パートナーシップ（AFP）    等     

環境的に持続可能な交通（EST） 交通公害 

水環境管理 アジア水環境パートナーシップ 

様々な具体的課題に対する        
ネットワークの構築 

６．アジア・世界の環境問題の解決へ     

基盤となるパートナーシップとネットワーク 
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