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クールアース推進構想

１．ポスト京都フレームワーク

【ダボス会議における総理提案】 （平成２０年１月２６日）

・温室効果ガス削減に向けて、主要排出国とともに国別総量削減目標を掲げて取り
組む。

・目標の策定に当たっては エネルギー効率などをセクター別に割り出し 今後活用目標の策定に当たっては、エネルギ 効率などをセクタ 別に割り出し、今後活用
される技術を基礎として削減可能量を積み上げ、削減負担の公平さを確保。

・公平の見地から基準年も見直されるべき。

２．国際環境協力

・世界全体で２０２０年までに３０％のエネルギー効率を改善する目標を世界で共有。改善 標

・１００億ドル規模の新たな資金メカニズム（クールアース・パートナーシップ）を構築
し、途上国の温暖化対策を支援。

３．イノベーション

・革新技術の開発と低炭素社会への転換。

・環境・エネルギー分野の研究開発投資を重視し、今後５年間で３００億ドル程度の
資金を投入。
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低炭素社会づくりに向けて

（中央環境審議会地球環境部会（平成20年４月３日）要約版（抜粋））

「世界全体の排出量を現状に比して2050年までに半減する」という低炭素社会の実現に向けては、世界が一丸となって 大

限の努力を行う必要がある。このような社会は、現在のトレンドの延長線上には存在しないと考えられ、以下のような基本

1. 低炭素社会の基本的理念

(1) (1) カーボン・ミニマムの実現カーボン・ミニマムの実現

的理念のもとに、あらゆる主体が取組を進めていくことが必要。

低炭素社会とは、究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる(カーボン・ニュートラル)社低炭素社会 は、究極的 は、温室効果ガ 排出を自然 吸収できる量以内 める(カ トラ )社

会を目指すものである。そのためには、産業、行政、国民など社会のあらゆるセクターが、地球の有限性を認識し、大量

生産・大量消費・大量廃棄社会から脱するとの意識を持ち、選択や意志決定の際に、省エネルギー・低炭素エネルギーの

推進や、３Ｒの推進による資源生産性の向上等によって、二酸化炭素の排出を 小化(「カーボン・ミニマム」 ) するた

めの配慮が徹底される社会システムの形成が必要。

(2) 豊かさを実感できる簡素な暮らしの実現

めの配慮が徹底される社会システムの形成が必要。

大量消費に生活の豊かさを求める画一的な社会が先進国を中心に形成されてきたが、この社会から脱却し、家族やコ

ミ ニティとの絆 健康 自然との触れ合い もったいないの心 未来世代への思いやりなどの価値を重要視することにミュニティとの絆、健康、自然との触れ合い、もったいないの心、未来世代への思いやりなどの価値を重要視することに

対して人々は理解を深め、そのことが生活の質の向上につながるとの方向性を社会全体として追求することが必要。この

ような人々の選択や、心の豊かさを求める価値観の変化が社会システムの変革をもたらし、低炭素で豊かな社会を実現す

る。また、生産者も消費者の志向にあわせて、自らを変革していくことが必要。

(3) 自然との共生の実現

低炭素で豊かな社会の実現のためには、人間とその社会は地球生態系の一部であり、自然は人間とその文化の基盤で

あるという認識の下、自然の恵みを享受し、さらに、その恩恵によって人類の生存基盤が維持されるような、自然と調

和 共生した社会づくりを進めることが必要 このためには CO 吸収源の確保や 今後避けられない温暖化への適応の
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和・共生した社会づくりを進めることが必要。このためには、CO2吸収源の確保や、今後避けられない温暖化への適応の

ために、森林や海洋をはじめとする豊かで多様な自然環境を保全・再生し、また、地域社会におけるバイオマス利用を

含めた「自然調和型技術」を推進し、さらに、自然とのふれあいの場や機会の確保等を推進していくことが必要。



2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（１）

【コンパクトシティ】 【公共交通網 自動車道】

低炭素「都市」のイメージ 低炭素「移動」のイメージ

【コンパクトシティ】

様々な都市機能が集約し、公共交通機関が中心となる集約

型都市構造の実現。

【公共交通網・自動車道】

都市の規模や特性、既設インフラに応じ、鉄道･

バス･LRTを組み合わせた公共交通網が整備。情報通

信技術の進展・活用により利便性が大幅に向上。道

路は自転車が安全に走行できるよう整備。

【風の道】

風の通り道となる緑地や水辺などが確保さ
れ ヒートアイランド現象が緩和れ、ヒ トアイランド現象が緩和。

【高効率自動車・カーシェアリング】

車体の軽量化、エンジン効率改善や

モーター駆動自動車（プラグインハイ

ブリッド自動車・電気自動車・燃料電

池自動車）の普及などにより 自動車

【未利用エネルギー】

下水汚泥等都市における未利用

エネルギーの積極的活用。また、熱

輸送管が整備され地区レベルで排熱

【物流】

先端的情報技術によって高度管理が行

【災害に強く自然環境や歴史・文化に

配慮した都市】

多自然川づくりにより、地域の暮

らしや歴史・文化に配慮し、自然が

池自動車）の普及などにより、自動車

単体は大幅に高効率化。自動車利用は

共同所有やレンタルが主流。

を含むエネルギーを有効に活用。

先端的情報技術 高度管理 行

われ、また、貨物鉄道駅や港湾等の貨物

に関するインフラが整備されることで、

鉄道・船舶・自動車・台車が適切に組み

合わされている。

らしや歴史 文化に配慮し、自然が

本来有している生物環境や河川景観

を保全創出するとともに、集中豪雨

に伴い都市型水害が起こらないよう

治水施設を整備する。

実現のための戦略

重点戦略【低炭素で循環型の都市の“羅針盤”となりうる環境モデル都市の構築】

○ 低炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの大幅な削減など高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市を「環境モデル都市」として選定

するとともに、その取組を推進するため、地方自治体と連携しつつ国からの支援を行う。

実現のための戦略

重点戦略【低炭素社会の骨格づくり】
（低炭素型の都市・地域づくり）

○ 中心市街地の整備・活性化、公共交通（LRT・バス等）の走行空間や徒歩・自転車による移動環境等の整備、エネルギーの面的利用、環境的に持続
可能な交通の実現、都市内物流の効率化、住宅・建築物における省エネルギー、２００年住宅、下水道における資源・エネルギーの有効利用、都市
における緑化・水辺の整備等の推進等、集約型都市構造の実現を中心とした低炭素型の地域づくりに向けた総合的取組を展開する。
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（低炭素型の交通システムの構築）
○ 鉄道や海運という低CO2型の交通の利用拡大を図るため、交通インフラの結節性の向上などにより国内外のシームレスな交通・物流を促進するほか、

環状道路整備等の渋滞対策、ボトルネック踏切等の対策、高速道路の多様で弾力的な料金施策等の推進、高度道路交通システムの活用等道路交通情
報の提供の充実、航空保安システムの高度化等を推進する。



心 Spirit2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（２）

低炭素「農山漁村」のイメージ 低炭素「森林･農地･海洋」のイメージ

【バイオマスエネルギー･資源の供給源】

地域で発生する廃棄物系バイオマス、稲わら

や間伐材等の未利用バイオマス、資源作物など

がエネルギーや製品の供給源。地域関係者連携

の下、地域に賦存するバイオマスを総合的に利

【森林による吸収量の確保】
森林の整備・保全の推進によりCO2吸収量が
確保されている。 先端のモニタリング技術
も森林の維持管理に貢献している。

【農林水産業の活性化】
活用する取組が全国に広がっている。

【高度通信システムによる利便性向上】

通信システムの高度化により、自然豊かな地

域に居住しながらの就業が可能。また、医療

【農林水産業の活性化】
農林水産業において、生態系の保護を考慮

した持続可能な経営と、経営規模の拡大や低
コスト技術の開発等による効率的な経営との
バランスにより、「安全・安心」の確保と一
次産品の国際競争力を強化する。食料・木材
自給率は飛躍的に向上しているサービスや教育の十分な享受も可能。

【温暖化に伴う被災リスク増大への対応(適応策)】

森林の整備・保全を通じた公益的機能のさら

なる発揮により、山地災害の防止に寄与。地域

自給率は飛躍的に向上している。

【温暖化に適応した農作物】
農作物の品種や栽培方法の改良、農業生産基
盤整備による温暖化への適応。

に応じた適応策。

実現のための戦略
重点戦略【農山漁村地域における低炭素社会の実現】

◆ 森林における吸収量の確保の取組に加え、農業分野からの

メタン、一酸化二窒素の排出削減、農地・藻場等のCO2

吸収の取組を推進

◆ 農山漁村地域に賦存する資源・エネルギーを 大限に有効

利用し、地域全体でCO2を削減する取組を推進

◆ 低炭素社会の実現に向けた取組を評価（省CO2

効果の「見える化」）し、消費者によるCO2排

出の少ない農林水産物の選択を促進

◆ 美しい森林づくり推進国民運動を展開し、多様

で健全な森林づくりを推進

地球環境の保全に

積極的に貢献する

農林水産業を実現

○ 全国津々浦々に存在する低炭素型エネルギーの利用を需給両面から推進○ 幅広い国民の理解と協力のもと、森林の整備・保全等による

森林吸収源対策の推進

○ 水田の有機物管理・水管理の見直し、施肥量の適正化・低減
等によるメタン 一酸化二窒素の排出削減

・ 農林水産業関連施設を活用した太陽光・風力発電

・ 河川や上水道、農業水利施設での小水力発電

・ 農林水産業での電気自動車、

漁船の電気推進

(具体的な対策例)
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等によるメタン、 酸化二窒素の排出削減

○ たい肥の施用等による農地土壌のCO2吸収

○ 藻場等の造成・保全の推進によるCO2吸収

○ 木材、バイオマス製品の積極的な利用、地産地消の推進

河川や 水道、農業水利施設 小水力発電

・ 下水や家畜排せつ物の消化ガス発電・熱利用

・ 廃棄物発電・排熱・雪氷の冷熱

・ ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ、ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、木質ﾍﾟﾚｯﾄ等

・ 施設園芸の加温

・ 穀物の低温管理

・ 食品産業等でのﾊﾞｲｵ燃料利用



低炭素「住宅・建築物」のイメージ 低炭素「消費者選択」のイメージ

2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（３）

【低炭素消費者選択の実践】

人々は、新たな資源や製品のフローばか

りを求めるのではなく、既存のストックをい

かに有効に利用するかを重視し、様々な商品

を購入する際には、以下のことが当たり前に

【省エネ・長寿命の住宅・建築物の普及】

地域それぞれの気候条件に適し、冬季は

暖房を使わなくとも十分に暖かい、快適な

空間を提供する建物が普及している。さら

に、長期にわたって使用可能な質の高い住

- 必要のない付属物や包装品は受けとらない
- 再使用品（リユース）の購入や、モノを購入せ

ずにサービスの購入(レンタル)を選好する
- ライフサイクル的に見て環境負荷の小さいもの

(バイオマスを利用した素材(石油代替)など)を選

なっている。
に、長期にわたって使用可能な質の高い住

宅（「200年住宅」）や、建築物の寿命を

延ばす工法、エコ改修が普及。

【木造住宅・建築物の普及】

木造住宅・建築物の普及が拡大 中層階

CO2
CO2 CO2CO2
CO2CO2

好
- 居住する地域に誇りを持ち、その地域で生産さ

れたものを積極的に購入
- 低炭素社会づくりに対する責任を負っている企

業の商品が購入されている
- 有限な地球環境を利用（温室効果ガスの排出）

す 費 払

木造住宅 建築物の普及が拡大。中層階

の建築物にも木造が採用されている。

【高効率機器の普及】

我が国の「ものづくり」力を集結したエ

ネルギ 効率の高い機器や自然エネルギ するためには費用を払う
- 購入した後は修理をしながら長く使う

ネルギー効率の高い機器や自然エネルギー

利用技術が開発され、広く普及。

【分散エネルギー】

電力や熱は、太陽光発電や燃料電池など

によ 分散的に生産されたも 系統電

【「見える化」インフラの整備】

各自が使用している機器のCO2排出量を、

いつでもどこでも把握できる「見える化」
によって分散的に生産されたもの、系統電

力や熱輸送管などを通じて外部から供給さ

れたものが合理的な組み合わせで利用。

（環境負荷の表示、環境配慮行動に関するア

ドバイスなど）インフラが整備されている。

実現のための戦略
重点戦略【温室効果ガスの「見える化（可視化）」の推進】

低炭素社会づくりに向けた国民運動の推進

カーボン・オフセット活動の基盤

ライフスタイル・ビジネススタイルの
変革

□ 移動の「見える化」
CO 駅すぱあと

「見える化」の参考例

温室効果ガスの排出抑制の「見える化」の基盤整備

様々な製品やサービスの製造・流通・使用の各段階におけ
るCO2排出量の実態把握、定量化の検討 →LCA評価

国民・事業者に対する表示のあり方の検討

５

・CO2駅すぱあと
・カーナビによるエコドライブ支援サービス

□居住空間等の「見える化」
・省エネナビ
・CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）
・エアコンの省エネお知らせサイン

□産業・消費者選択の「見える化」
・省エネラベル
・農産物LCA評価
・フードマイレージ
・バーチャルウォーター
・カーボンフットプリント

普及啓発等の方策の検討

ユビキタス・インフラの活用

農産物 移動手段 エネルギー利用機器



【低炭素社会の形成に対する責任】 【低炭素エネルギーシステム】

低炭素「産業」のイメージ 低炭素「エネルギー供給」のイメージ

2. 低炭素社会の具体的イメージ＆実現のための戦略（４）

【低炭素社会の形成に対する責任】

地球温暖化問題をビジネスチャンスととらえ、その対策に積極的に取り組み、

技術開発、生産プロセスの効率化、 LCAを考慮した循環資源の利用推進、社

員教育、途上国への技術移転などを通じ、環境に対する生産性を著しく向上さ

せ、製品のライフサイクルでの徹底した低炭素化が図られている。

【低炭素エネルギーシステム】

高効率で低コストな再生可能エネルギー、 CCSを備えた高効

率火力発電、原子力、下水や廃棄物焼却の排熱、低炭素なエネ

ルギー源から製造された水素、バイオ燃料など、これらの低炭

素なエネルギーが社会的受容性、技術開発の進展、インフラの

整備状 際的な ネ ギ 情勢な 応 適 組【グリーンジョブ】

仕事をする際には、環境への配慮が徹底されている。また、労働時間、勤務

場所、副業など社員の働き方に柔軟性を持たせており、長時間労働から開放し、

社員は自分・家族や地域社会のための時間が十分に確保できるようにする。

【情報公開】

整備状況、国際的なエネルギー情勢などに応じて、適切に組み

合わされて利用されている。

【情報公開】

企業活動に伴う環境負荷や環境問題に対する取り組みなど非財務指標につい

ても、詳細な情報を国民に開示している。

発電･熱利用

実現のための戦略
重点戦略【Cool Earth-エネルギー革新技術計画】
○ 世界トップ水準の技術を有する我が国は、世界をリードできる技術分野に研究開発資源を重点化し、技術開発を加速・推進することにより、我が国

の競争力を強化・維持しつつ、技術は我が国の貴重な資源であるとの認識に立って、国際的な連携を強力に推進し、世界全体での2050年までの大
幅削減に積極的に貢献していくことが必要。

・2050年の大幅削減に向け我が国として重点的に取り組むべき技術として、エネルギー源ごとに効率の向上と低炭素化の両面から、CO2大幅削減を可能
とする、既存技術の延長線上にない、革新的な「21」技術を選定
(具体例：CCS(二酸化炭素回収・貯留)、燃料電池自動車、革新的製鉄プロセス、HEMS/BEMS/地域レベルEMS)。

・長期にわたる技術開発のマイルストーンとして、各技術のロードマップの作成
・長期的視点から技術開発を着実に進めるためロードマップを軸とした国際連携のあり方

６

重点戦略【「もったいない」の考えに即した低炭素で循環型の社会づくり】
○ できるだけモノを長く大切に使うとともに、使い終わった後も地域で有効に活用することで、CO2も少ない「地域循環圏」づくりを支援。このよう

な、良好な生活衛生環境を確保しつつ、３Rに取り組んできた経験（技術・システム）を世界に発信。

・マイ箸やふろしきなど、伝統あるモノを大事に使う国民運動を全国的に展開。

・生ごみをはじめとするバイオマス系廃棄物の利活用や、廃棄物発電・廃棄物焼却熱を活用した地域におけるエネルギー供給を推進。



政府が排出枠（温室効果ガスを排出することのできる上限量）の交付総量を設定し 個々の事業

国内排出量取引制度について国内排出量取引制度について

政府が排出枠（温室効果ガスを排出することのできる上限量）の交付総量を設定し、個々の事業
者に強制的に排出枠を割り当てる制度。同時に、事業者間での排出枠の取引を通じて、自らの
排出量と同量の排出枠を確保することにより、削減目標を達成したとみなす制度。

○ 京都目議定書目標達成計画上の国内排出量取引制度とは「キャップ＆トレード方式」のことであり、京都メカ
ニズムのＣＤＭとは異なる。

（※）クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）：先進国と途上国が共同で事業を実施し、その削減分を投資国（先進国）が
自国の目標達成に利用できる制度

○ 本制度のメリットとして、
①市場メカニズムを活用したシステム、
②目標達成の確実性、
③削減コストの 小化 不必要となり企業Aに

＜排出枠の割当と取引のイメージ＞

③削減コストの 小化、
④官民コストの 小化が可能

等の指摘がある。

○ 方で デメリットとして

企業Bから
購 入 し た
排出枠

不必要となり企業Aに
売却される排出枠

自
ら
の

排

自らの削減量

○ 一方で、デメリットとして、
①強度の規制的措置、
②国際競争力への影響、
③排出枠価格の大幅な変動、
④排出枠の公平な割当の困難性 多大な行政コスト

排出枠 の
削
減
量

排
出
枠

排
出
枠

実
排
出
量 実

排④排出枠の公平な割当の困難性、多大な行政コスト
等の指摘がある。

○ 国内排出量取引制度については、

中期的な我が国の温暖化に係る戦略を実現するという観点も含め

企業A 企業B

排
出
量

・中期的な我が国の温暖化に係る戦略を実現するという観点も含め、
・「自主行動計画の拡大・強化」による相当な排出削減効果を十分踏まえた上で、

他の手法との比較やその効果、産業活動や国民経済に与える影響、国際的な動向等の幅広い論点について、
具体案の評価、導入の妥当性も含め、総合的に検討していくべき課題。 ７



EU アメリカ オーストラリア、ニュージー

諸外国における排出量取引の導入状況①
リ オ トラリア、 ジ

ランド、カナダ

2005 排出量取引の開始 北東部にて地域温室効果ガスイニシアティブ
の合意

2006 第1フェーズ カリフォルニア州法律成立

2007 ・西部気候イニシアティブ、中西部地域温室
効果ガス削減アコードが発足効果ガス削減ア ドが発足
・リーバーマン・ウォーナー法案が上院環境・
公共事業委で可決

2008 ニュージーランドで排出量
取引開始（森林分野から）

2009 地域温室効果ガスイニシアティブの第1期開
始予定

2010 第2フェーズ オーストラリア、カナダで
排出量取引開始予定

2011
2012 ・カリフォルニア州が排出量取引開始見込み

・リーバーマン・ウォーナー法案が規定する
施行年（‐2050）

2013 2013‐2020及びそれ
以降も継続するとの
制度案を検討

８



① EUの状況

諸外国における排出量取引の導入状況②
① EUの状況

EU域内排出量取引制度(EU-ETS）が2005年1月から開始※（2007年は27ヵ国が参加）
（第1フェーズ：2005～2007、第2フェーズ：2008～2012）
※2013年以降の制度案※2013年以降の制度案

・排出枠：国別割当の廃止とＥＵ全域キャップの導入、2020年時点で2005年比で21％削減
・適用対象：石油化学、アンモニア、アルミニウム等を追加
・割当方法：オークションの比率を飛躍的に高める（2013年には排出枠全体の少なくとも2/3 、以降も比率増大）
国際競争のリスクの高いセクタ に対する制度的工夫は引き続き検討・国際競争のリスクの高いセクターに対する制度的工夫は引き続き検討

②米国の状況
・リーバーマン・ウォーナー法案が2007年12月に上院環境・公共事業委にて可決
・州レベルの動き：地域温室効果ガスイニシアティブ（RGGI）、西部気候イニシアティブ

（WCI）、中西部地域温室効果ガス削減アコード（MGGA）
・民間レベルの動き：シカゴ気候取引所（CCX）

③カナダにおいては2010年から排出原単位を規制する取引制度を導入予定
④オーストラリアにおいては2010年から導入予定
⑤ニュージーランドにおいては2008年1月から開始（森林分野から順次拡大）⑤ニュ ジ ランドにおいては2008年1月から開始（森林分野から順次拡大）
⑥2007年10月に国際的なキャップ＆トレード市場の構築に向けてＩCAP（国際炭素行動

パートナーシップ）※が発足
※義務的なキャップ＆トレード制度を実施済又は実施を約束している政府または公的機関によるフォーラム。※義務的なキャッ ト ド制度を実施済又は実施を約束して る政府または公的機関による ォ ラ 。

構成メンバー：ＥＵ主要国、RGGI（米北東部１０州）メンバーの一部、WCI（米・加の９州）メンバーの一部、

ノルウェー、ＮＺ ９



環 境 税

・市場メカニズムを前提とし、経済的インセンティブの付与を介して各主体の経済合理性に沿った排
出抑制等の行動を誘導する経済的手法の一つであり、低炭素社会を実現する極めて重要な政策

二酸化炭素の排出量又は化石燃料の消費量に応じて課税するもの

出抑制等の行動を誘導する経済的手法の であり、低炭素社会を実現する極めて重要な政策
手段

＜効果＞
（１）二酸化炭素の排出に課税し 排出量の伸びの著しい業務 家庭部門での対策の強化を（１）二酸化炭素の排出に課税し、排出量の伸びの著しい業務・家庭部門での対策の強化を

促すとともに、産業・運輸部門の対策の着実な進展を促す。

（２）地球温暖化対策に必要な財源を確保する。（ ）地球温暖化対策 必要な財源を確保する。

（３）広く国民各層の意識改革を促す。

結果として 温暖化対策に資する技術の開発 利用を促す結果として、温暖化対策に資する技術の開発・利用を促す。

京都議定書目標達成計画（平成20年3月28日閣議決定）（抄）議 議

地球温暖化防止のための環境税については、国民に広く負担を求めることになるため、地球温暖

化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、
諸外国における取組の現状などを踏まえて 国民 事業者などの理解と協力を得るように努めなが諸外国における取組の現状などを踏まえて、国民、事業者などの理解と協力を得るように努めなが
ら、真摯に総合的な検討を進めていくべき課題である。

※諸外国における取組は別紙 10



○気候変動税（ li t h l ）＜2001年導入＞

各国の環境関連税制のうち温暖化対策を目的とする税制の例

イギリス
○気候変動税（climate change levy）＜2001年導入＞
・課税対象：石炭、天然ガス、電力等
・税率：石炭 2,656円/t 、天然ガス 3.66円/㎥、電力 0.98円/kWh
・軽減：政府とＣＯ２排出削減目標等を盛り込んだ気候変動協定を締結した業界団体は80%軽減。その他各種軽減措

置あり置あり

○炭化水素油税（hydrocarbon oil  duty）の税率引上げ＜1993年以降＞
・課税対象：ガソリン、軽油等
・税率：ガソリン 109.78円/L、軽油 109.78円/L 地球温暖化対策等を目的として、1993年以降段階的に引上げ

≪環境税制改革（ecological  tax  reform） ≫
○鉱油税（mineral oil tax）の税率引上げ＜1999年以降＞ →エネルギー税（energy tax）に改正＜2006年＞
課税対象 ガソリン 軽油 天然ガス 石炭等

ドイツ

・課税対象：ガソリン、軽油、天然ガス、石炭等
・税率：ガソリン 107.27円/L、軽油 77.11円/L、天然ガス 13.08円/ ㎥ 、石炭 1,292円/t

地球温暖化対策等を目的として、1999～2003年に段階的に引上げ
・軽減：年金保険料軽減の一定超過分は95%軽減。その他各種軽減措置あり

○電気税（Electricity tax） ＜ 1999年導入＞
・課税対象：電力
・税率：3.34円/kWh （家庭用） 1999～2003年に段階的に引上げ
・軽減：年金保険料軽減の一定超過分は95%軽減。その他各種軽減措置あり

○炭素税（CO2 tax）＜1992年導入＞
・課税対象：ガソリン、軽油、天然ガス、石炭、電力等
税率 ガソリン 4 81円/L（167 37円/ L） 軽油 5 31円/L（60 96円/ L） 天然ガス 4 81円/ ㎥ （44 57円/ ㎥ ）

デンマーク

・税率：ガソリン 4.81円/L（167.37円/ L）、軽油 5.31円/L（60.96円/ L） 、天然ガス 4.81円/ ㎥ （44.57円/ ㎥ ）
石炭 5,288円/t （ 31,136円/t） 、電力 1.97円/kWh （11.14円/ kWh ） ※括弧内はその他のエネルギー税率

・軽減：エネルギー効率改善に関する政府との協定により税率軽減。その他各種軽減措置あり

出典：各国資料を基に作成（2007年11月現在。為替レートも同様）

11



気候変動が主要な議題となる今後の外交日程

２００７年 ２００８年

６月 ８月 １０月 １２月 ６月 １２月春１月 １月 １１月 １２月

２００９年

条約AWG
気
候
変
動

気
候
変
動

枠
組
条
約

枠
組
条
約

COP13
（バリ）

COP14
(含：条約AWG④）

（ポーランド）

COP15
（デンマーク）

条約AWG
（長期的協力
作業部会）
①（３~４月）
（バンコク）

条約AWG
②（６月）
（ボン）

条約AWG
③（８~９月）

G8サミット
（6/6-8）

（ハイリゲンダム）

北海道
洞爺湖サミット
（7/7-9、日本）ＧＧ

８８

Ｇ８環境

気候変動、クリーン・エネ
ルギー、持続可能な開発
に関する閣僚対話(G20
対話)（3/14-16)（千葉）

Ｇ８開発大臣 Ｇ８エネル環境
大臣会合
（神戸）

(5/24-26)

Ｇ８開発大臣
会合（東京）

(4/5-6）

主要経済国
首脳会合

(夏頃)(場所未定)

ネ
ギー大臣

会合(青森)
(6/7,8)

ASEM
首脳会合
（10/24-

25）（北京）

ＴＩＣＡＤ ＩＶ
（5/28-30）

（横浜）

ダボス会議
（1/23-27)

（スイス）

(夏頃)(場所未定)

総理訪中
(12/27-30)

京都議定書
第１約束期間
２００８～２０１２年
（日本は年度でカウント） 12



改定京都議定書目標達成計画概要
（平成20年3月28日閣議決定）（平成20年3月28日閣議決定）

○２０１０年度の温室効果ガス排出量の見通し
(百万t-CO2) １，３５９

（+７ ７％） ※本年２月の産業構造審議会 中央
排出抑制対策・施策の推進により、

（+７．７％） ※本年２月の産業構造審議会・中央
環境審議会合同会合の最終報告
では、現行対策のみでは２，２００～
３，６００万ｔ－ＣＯ２の不足が見込ま
れるものの 今後 各部門において

基準年比▲０．８％～ ▲１．８％
に

１，２６１
れるものの、今後、各部門において、
各主体が、現行対策に加え、追加
された対策・施策に全力で取り組む
ことにより、約３，７００万ｔ－ＣＯ２以
上の排出削減効果が見込まれ 京

森林吸収源、京都メカニ

１，１８６

上の排出削減効果が見込まれ、京
都議定書の６％目標は達成し得る
とされた。

ズムを合わせて６％削
減約束を達成

（＝基準年比▲６．０％）

２００５
（確報値）基準年

２０１0

実績値を踏まえ 毎年厳格な点検を実施し

H20年(2008)
３月２８日
改定目標達成計画

実績値を踏まえ、毎年厳格な点検を実施し、
必要に応じて計画を見直し閣議決定

4月：前々年度の排出量確報値の公表
6月：前々年度（及び前年度）の進捗点検

H21年（2009）
総合的な
評価・見直し改定目標達成計画

の閣議決定

6月：前々年度（及び前年度）の進捗点検
10月：前年度の排出量速報値の公表
年内：前年度（及び上半期）の進捗点検

評価・見直し

13



改定京都議定書目標達成計画の骨子

1. 温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策

(1) 温室効果ガスの排出削減対策・施策

目標達成のための対策と施策 温室効果ガスの排出抑制・吸収量の目標

2010年度の排出量の目安（注）

( ) 温室効果ガスの排出削減対策 施策

【主な追加対策の例】

自主行動計画の推進

住宅・建築物の省エネ性能の向上

トップランナー機器等の対策

百万t-CO2

基準年
総排出量比

エネルギー起源CO2 1,076～1,089 +1.3%～+2.3%

産
トップランナ 機器等の対策

工場・事業場の省エネ対策の徹底

自動車の燃費の改善

中小企業の排出削減対策の推進

農林水産業 上下水道 交通流等の対策

産業部門 424～428 -4.6%～-4.3%

業務その他部門 208～210 +3.4%～+3.6%

家庭部門 138～141 +0.9%～+1.1%

運輸部
農林水産業、上下水道、交通流等の対策

都市緑化、廃棄物・代替フロン等3ガス等の対策

新エネルギー対策の推進

(2) 温室効果ガス吸収源対策・施策

間伐等の森林整備 美しい森林づくり推進国民運動の展開

運輸部門 240～243 +1.8%～+2.0%

エネルギー転換部門 66 -0.1%

非エネルギー起源CO2、CH4、
N O

132 -1.5%
間伐等の森林整備、美しい森林づくり推進国民運動の展開

2. 横断的施策

排出量の算定･報告・公表制度

国民運動の展開

N2O

代替フロン等３ガス 31 -1.6%

温室効果ガス排出量 1,239～1,252 -1.8%～-0.8%

国民運動の展開

以下、速やかに検討すべき課題

国内排出量取引制度

環境税

（注）排出量の目安としては、対策が想定される最大の効果を上げ
た場合と、想定される最小の場合を設けている。当然ながら対
策効果が最大となる場合を目指すものであるが、最小の場合で
も京都議定書の目標を達成できるよう目安を設けている。

環境税

深夜化するライフスタイル・ワークスタイルの見直し

サマータイムの導入

温室効果ガスの削減に吸収源対策、京都メカニズムを
含め、京都議定書の6%削減約束の確実な達成を図る
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