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地球温暖化対策計画に基づく総合的な取組の推進
－パリ協定を踏まえた新たな地球温暖化対策のスタート－
環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 室長補佐 安田 將人
1.はじめに
昨年 12 月、フランス・パリで開催されてい
た COP21（気候変動枠組条約第 21 回締約国会
議）において、パリ協定が採択された。
パリ協定は、2020 年以降の気候変動に関す
る国際枠組みとして、先進国と途上国の立場の
違いを乗り越え、歴史上初めて、全ての国が参
加する公平な合意である。我が国としては、昨
年 7 月に決定した「日本の約束草案」
に基づく、
2030 年度に 2013 年度比で 26.0％（2005 年度
比で 25.4％）削減するとの中期目標の実現に向
けた取組や、2050 年までに 80％の温室効果ガ
スの排出削減を目指すとの長期的な目標の実
現を目指した取組を進めていく必要がある。
COP21 が閉幕して間もない昨年 12 月 22 日、
政府は総理を本部長とする地球温暖化対策本
部を開催し、「パリ協定を踏まえた地球温暖化
対策の取組方針について」（以下「取組方針」
という。）を決定した。取組方針では、中期目
標の達成に向けて着実に取り組むこと、パリ協
定等で合意された 2℃目標や今世紀後半中の排
出と吸収のバランスを目指すこと、等を踏まえ、
世界規模での排出削減に向けて長期的、戦略的
に貢献すること、こうした背景を受けて、地球
温暖化対策計画を来春までに策定すること等
を内容としている（図－1）
。

図－1 取組方針の概要
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これを受け、地球温暖化対策推進法第 8 条第
1 項に基づいて策定する地球温暖化対策計画に
ついて、中央環境審議会地球環境部会・産業構
造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員
会合同会合を中心に検討を進め、本年 3 月に計
画案を取りまとめ、30 日間のパブリックコメン
トを経て本年 5 月 13 日に閣議決定された。
本稿では、日本の約束草案やパリ協定など、
計画策定に当たって踏まえるべき内容に触れ
つつ、地球温暖化対策計画の概要を紹介する。
2．日本の約束草案とパリ協定
2.1 日本の約束草案
2013 年にポーランド・ワルシャワで開催さ
れた COP19 では、全ての国に対し、COP21 に
十分先だって（準備できる国は 2015 年第 1 四
半期までに）2020 年以降の自国が決定する貢
献案を示すことが招請された。2014 年にペル
ー・リマで開催された COP20 では、貢献案の
提出に関する COP19 の決定が再確認されると
ともに、各国が貢献案を提出する際に含めるべ
き情報等が決定された。
我が国の貢献案については、2014 年 10 月以
降、中央環境審議会地球環境部会 2020 年以降
の地球温暖化対策検討小委員会・産業構造審議
会産業技術環境分科会地球環境小委員会約束
草案検討ワーキンググループの合同専門家会
合を開催して検討を進め、2015 年 4 月に「日
本の約束草案」としてその要綱案を示した。そ
の後、同年 6 月に地球温暖化対策推進本部を開
催し、「日本の約束草案」の政府原案を取りま
とめ、パブリックコメントを経て同年 7 月 17
日に開催した地球温暖化対策推進本部におい
て、2030 年度の削減目標を、2013 年度比で
26.0％減（2005 年度比で 25.4％減）とする「日
本の約束草案」を決定、同日付けで国連気候変
動枠組条約事務局に提出した（図－2）
。
日本の約束草案で示した中期目標は、エネル
ギーミックスと整合的なものとなるよう、技術
的制約、コスト面の課題等を十分に考慮した裏
付けのある対策・施策や技術の積み上げによっ

名し、各国が気候変動問題に一致して取り組も
うとしている姿勢の現れとなった。

て策定したものである。
エネルギーミックスで示された 2030 年度の
電源構成の見通しは、10,650 億 kWh 程度の総
発電電力量に対して、再生可能エネルギーの比
率を 22～24％程度としている。このうち、風
力発電については 1.7％程度（1,000 万 kW、182
億 kWh）を見込んでいる。

図－3 パリ協定の特徴・意義
3.地球温暖化対策計画
3.1 計画策定に当たって踏まえた背景
地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策の総
合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化
対策推進法に基づいて策定する、我が国唯一の
地球温暖化に関する総合計画である。温室効果
ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者、国民
等が講ずべき措置に関する基本的事項、目標達
成のために国、地方公共団体が講ずべき施策等
について記載することとされている。
策定に当たっては、2014 年 11 月に取りまと
められた IPCC（気候変動に関する政府間パネ
ル）第 5 次評価報告書に基づく気候変動に関す
る科学的知見（図－4）
、日本の約束草案、パリ
協定などを踏まえることとした。

図－2 中期目標の内訳

2.2 ＣＯＰ２１でのパリ協定の採択
2015 年 11 月 30 日から 12 月 13 日までフラ
ンス・パリで開催された COP21 では、全ての
国が参加する公平で実効的な 2020 年以降の法
的枠組みの採択を目指した交渉が行われ、その
成果として「パリ協定」が採択された。
パリ協定においては、世界共通の長期目標と
して 2℃目標を設定し、世界の平均気温の上昇
を工業化以前よりも 1.5℃高い水準までのもの
に抑える努力を追求することへの言及、主要排
出国を含む全ての国が自国が決定する貢献を 5
年ごとに提出・更新すること、各国は貢献の目
的を達成するため緩和に関する国内措置を遂
行すること、各国の次の貢献はその時点の貢献
を超える前進を示すこと、共通かつ柔軟な方法
でその実施状況を報告し、レビューを受けるこ
と、二国間クレジット制度（以下「JCM」とい
う。）を含む市場メカニズムの活用、森林など
の吸収源及び貯蔵庫の保全・強化の重要性、途
上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する仕
組み等の実施と支援、適応の長期目標の設定及
び各国の適応計画プロセスと行動の実施、先進
図－4 IPCC 第 5 次評価報告書の概要
国が引き続き資金を提供することと並んで途
上国も自主的に資金の提供を行うこと、イノベ
3.2 地球温暖化対策の推進に関する基本的方
ーションの重要性、5 年ごとに世界全体の進捗
向
状況を把握する仕組み等が規定された（図－3）
。
我が国の地球温暖化対策の目指す方向とし
2015 年 4 月 22 日に行われたパリ協定の署名
て、①中期目標（2030
年度削減目標）の達成
式では、我が国を含む 170 以上の国・地域が署
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に向けて着実に取り組むこと、②長期的目標と
して 2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出
削減を目指すこと、③我が国が有する優れた技
術を活かし、世界全体の温室効果ガスの排出削
減に最大限取り組むこと、を明記した。
また、地球温暖化対策の基本的考え方として、
①環境・経済・社会の統合的向上、②「日本の
約束草案」に掲げられた対策の着実な実行、③
パリ協定への対応、④研究開発の強化と優れた
低炭素技術の普及等による世界の温室効果ガ
ス削減への貢献、⑤全ての主体の意識の改革、
行動の喚起、連携の強化、⑥評価・見直しプロ
セス（PDCA）の重視を挙げた。
3.3

温室効果ガスの排出抑制・吸収の量に関
する目標
3.3.1 我が国の温室効果ガス排出量
我が国における 2014 年度の温室効果ガス排
出量は、13 億 6,400 万トン CO2 であり、2013
年度比では 3.1％減、2005 年度比では 2.4％減
となった。これは、電力消費量の減少（省エネ、
気候の状況等）や電力の排出原単位の改善（再
生可能エネルギーの導入拡大、火力発電内の燃
料転換・高効率化等）に伴う電力由来の二酸化
炭素排出量の減少により、エネルギー起源二酸
化炭素排出量が減少したことなどが要因であ
る（図－5）
。

3.4 目標達成のための対策・施策
3.4.1 エネルギー起源二酸化炭素対策
我が国の温室効果ガス排出量の約 9 割を占め
るエネルギー起源二酸化炭素対策については、
「エネルギー革新戦略」
（平成 28 年 4 月経済産
業省決定）等を通じた、徹底した省エネルギー、
国民負担の抑制と両立した再生可能エネルギ
ーの最大限の導入、火力発電の高効率化や、安
全性が確認された原子力発電の活用、産業分野
等における天然ガスシフト等各部門における
燃料の多様化等により、エネルギーミックスの
実現に努める。
また、国民各界各層が一丸となって地球温暖
化対策に取り組むため、国民運動を強化し、国
民一人一人の意識の変革を促すとともに、国民
による積極的な低炭素型製品・サービス・行動
などの賢い選択を促す「COOL CHOICE」を推
進するなど、低炭素社会にふさわしいライフス
タイルへの変革を進める。
さらに、都市のコンパクト化と公共交通網の
再構築など、国、地方公共団体、事業者、国民
といった全ての主体が参加・連携して多様な低
炭素型の都市・地域づくりに努める。
具体的には、住宅・建築物について改修や省
エネ基準への適合義務化などにより断熱性能
を向上させてエネルギー消費量を減らし、その
中で使用する設備・機器について、高効率な省
エネルギー設備・機器を導入し、さらにエネル
ギー管理システムや省エネ診断などの活用に
より徹底したエネルギー管理を行っていくこ
とが中心になる。
以下、計画に位置付けた部門ごとの主要な対
策・施策を紹介する。
(1)産業部門（製造事業者等）の取組
1)低炭素社会実行計画の着実な実施と評価・
検証
業界ごとに、経済的に利用可能な最善の技術
（BAT）の最大限導入を前提とした低炭素社会
実行計画を策定し、国による厳格な評価・点検
を通じて実効性を確保する。

図－5 我が国の温室効果ガス排出量
3.3.2 我が国の削減目標
我が国の中期目標として、日本の約束草案に
基づき、国内の排出削減・吸収量の確保により、
2030 年度において、2013 年度比 26.0％減
（2005 年度比 25.4％減）の水準にすることと
した。
また、2020 年度の温室効果ガス削減目標に
ついては、2005 年度比 3.8％減以上の水準にす
ることとした。

2)設備・機器の省エネとエネルギー管理の徹
底
省エネ性能の高い設備・機器の導入とエネル
ギー管理システム（FEMS）によるエネルギー
管理の徹底を図る。
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による省エネ性能の向上を図る。

(2)業務その他部門の取組
1)建築物の省エネ対策
新築建築物の省エネ基準適合義務化、既存建
築物の省エネ改修、ネット・ゼロ・エネルギー
ビル（ZEB）の推進を図る。

4)エネルギー管理の徹底
エネルギー管理システム（HEMS）、スマー
トメーターを利用したエネルギー管理の徹底
を図る。

2)機器の省エネ
LED 等の高効率照明を 2030 年度までにスト
ックで 100％に、トップランナー制度による機
器の省エネ性能向上を図る。

(4)運輸部門の取組
1)次世代自動車の普及、燃費改善
次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車
等）の新車販売に占める割合を 5 割から 7 割に
する。

3)エネルギー管理の徹底
エネルギー管理システム（BEMS）、省エネ
診断等によるエネルギー管理の徹底を図る。

2)その他運輸部門対策
交通流対策の推進、エコドライブ、公共交通
機関の利用促進、低炭素物流の推進、モーダル
シフトにより、人や物の移動の低炭素化を図る。

(3)家庭部門の取組
1)国民運動の展開
省エネルギー・低炭素型の製品への買換え・
サービスの利用・ライフスタイルの選択など地
球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促
す国民運動「COOL CHOICE」を推進し、国民
に積極的かつ自主的な行動喚起を促すことで、
低炭素型の製品・サービスの市場創出や拡大を
はじめ、低炭素社会にふさわしい社会システム
への変革やライフスタイルイノベーションへ
の展開を促進させる（図－6）。

図－6

(5)エネルギー転換部門の取組
1)再生可能エネルギーの最大限の導入
固定価格買取制度の適切な運用・見直し、系
統整備や系統運用ルールの整備を図る。
風力発電については、大規模に開発できれば
経済性を確保できる可能性があり、発電設備の
高効率化・低コスト化に向けた技術開発を進め
る。また、環境や地元に配慮しつつ、風力発電
設備の導入をより短期間で、かつ円滑に実現で
きるよう、環境アセスメントについて、迅速化
などの取組を引き続き進めるとともに、国と地
方公共団体が協力し、環境保全に配慮しつつ事
業の不確実性を減らすよう導入促進に向けた
エリアの設定についても検討を行う。
また、北海道や東北北部の風力適地では、必
ずしも十分な系統調整力がないことから、地域
間連系線などの系統整備や系統運用の高度化
等に向けた技術開発に取り組む。
中長期的には、陸上風力の導入可能な適地が
限定的な我が国において、洋上風力発電の導入
拡大は不可欠であり、港湾区域等において着床
式洋上風力の導入を促進するとともに、浮体式
洋上風力発電についても、世界初の本格的な事
業化に向けた実証研究などの取組を進める。

COOL CHOICE

2)住宅の省エネ対策
新築住宅の省エネ基準適合義務化、既存住宅
の断熱改修、ネット・ゼロ・エネルギーハウス
（ZEH）の推進を図る。

2)火力発電の高効率化等
省エネ法等の基準の強化等による電力業界
全体の取組の実効性確保、BAT の採用、二酸化
炭素回収・貯留（CCS）、小規模火力発電への
対応を図る。

3)機器の省エネ
LED 等の高効率照明を 2030 年度までにスト
ックで 100％に、家庭用燃料電池を 2030 年度
時点で 530 万台導入する。トップランナー制度
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ガスの排出削減だけで解決できる問題ではな
く、世界全体で排出削減を行っていくことが必
要不可欠であり、排出量が増大している新興
国・途上国での排出を削減又は抑制していくこ
とが喫緊の課題である。このため、途上国への
温室効果ガス削減技術、製品、システム、サー
ビス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実
現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国
の貢献を定量的に評価するとともに、我が国の
削減目標の達成に活用するため、JCM を構築・
実施していくこととした（図－7）
。

3)安全性が確認された原子力発電の活用
原子力発電所の安全性については、原子力規
制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委
員会により規制基準に適合すると認められた
場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再
稼働を進める。その際、立地自治体など関係者
の理解と協力を得るよう取り組む。
3.4.2 分野横断的施策
社会全体の低炭素化を進める分野横断的施
策として、低炭素型の都市・地域構造及び社会
経済システムの形成、水素社会の実現、JCM、
税制や金融のグリーン化、国内排出量取引制度
などを位置付けた。
3.5 基盤的施策
中長期的な温室効果ガスの大幅削減に向け
ては、技術のイノベーションとその社会実装が
重要になる。このため、モーターや情報機器等
の消費電力を大幅に低減する高効率パワーデ
バイス（GaN 等）や、エネルギー効率に優れる
次世代自動車や再生可能エネルギーの導入加
速に不可欠な中核技術である次世代蓄電池、自
動車部材等の軽量化が期待できるセルロース
ナノファイバー等の需要側のエネルギー消費
をより効率的にする技術の社会実装に向けた
研究開発・実証を進めることとした。さらに、
長期的な視野に立ち、2050 年頃を見据えて世
界全体で抜本的な排出削減を実現するイノベ
ーションが不可欠であることから、「エネルギ
ー・環境イノベーション戦略」に基づき、有望
分野に関する革新的技術の研究開発を強化し
ていくこととした。

図－7

JCM の概要

3.7 計画の進捗管理
中期目標の達成に向け、個々の対策の進捗に
遅れがないかを確認し、進捗が遅れている項目
については対策・施策の充実強化等の検討をし
ながら計画の実効性を高めていくことが重要
である。本計画では具体的な数字の裏付けのあ
る個々の対策について、対策評価指標、排出削
減見込量、対策を推進するための国の施策、地
3.6 国際協力の推進
方公共団体が実施することが期待される施策
気候変動問題の解決のためのあらゆる行動
例を規定し、別表として整理している。
は、一国だけでなく国際的な協調により効果的、
こうした対策の進捗状況については、地球温
効率的に進めていくことが極めて重要である。 暖化対策推進本部において、関係審議会等によ
こうした考えから、我が国は、国際的な地球温
る定期的な評価・検討も踏まえつつ、目標の達
暖化対策を進めるため、世界全体での排出削減
成状況、関連指標、個別の対策・施策の進捗状
等につながる取組も積極的に推進していくこ
況等の点検を毎年厳格に行うこととした。また、
ととした。
我が国の温室効果ガスの排出及び吸収の量の
具体的には、我が国としてもパリ協定の締結
状況その他の事情を勘案して、3 年ごとに計画
に向けて必要な準備を進め、また、パリ協定で
の見直しを検討することとした。
盛り込まれた目標の 5 年ごとの提出・更新のサ
イクル、目標の実施・達成における進捗に関す
４．地球温暖化対策推進法の改正
る報告・レビュー等への着実な対応を行うこと
我が国の中期目標達成のため、業務その他部
を明記した。
門及び家庭部門は基準年度比で 40％という大
地球温暖化問題は、我が国における温室効果
幅削減が必要となる。そのため、
「規制」
「税制」
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ガスの排出削減を目指す」との長期的な目標の
実現に向けて、社会構造やライフスタイルの変
革などにも戦略的に取り組んでいく必要があ
る。
こうした背景を踏まえて策定した地球温暖
化対策計画は、我が国が地球温暖化対策を進め
ていく上での礎となる計画である。本計画の着
実な実施を通して、世界が追求する２℃目標の
達成に向け我が国としても最大限の貢献を行
っていく。

「補助金」等の施策に加え、国民一人一人の意
識の変革やライフスタイルの転換を図るため
の普及啓発を抜本的に強化する必要がある。
このため、家庭･業務部門における低炭素な
「製品」
、
「サービス」、
「ライフスタイル」の賢
い選択を促す COOL CHOICE を旗印に、重層
的・波状的な普及啓発活動を展開していくこと
としている。また、地球規模の排出削減に貢献
する国際協力を通じた温暖化対策や、複数の地
方自治体が広域的に連携して取り組む地域レ
ベルでの温暖化対策もより一層推進していく
必要がある。
こうした背景を踏まえ、本年 5 月、地球温暖
化対策推進法の一部改正法が成立した。その主
な改正内容は以下の通りである。

参考資料
1) 地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月 13 日
閣議決定）

4.1

国と様々な主体が連携協力した地球温暖
化対策の推進に関する普及啓発の強化
国民各界各層での二酸化炭素削減の自主的
取組を促す普及啓発の重要性に鑑み、地球温暖
化対策計画に定める事項として地球温暖化対
策の推進に関する普及啓発等を明記し、二酸化
炭素削減の普及啓発を抜本的に強化すること
とした。
4.2 国際協力を通じた地球温暖化対策の推進
JCM や様々な国際協力枠組みなど、地球規
模での温室効果ガス削減に貢献する国際協力
を通じた地球温暖化対策の推進に関する事項
を、地球温暖化対策計画に定める事項に明記す
ることとした。
4.3 地域における温暖化対策の推進
地域における地球温暖化対策をより効果的
に推進するため、地方公共団体実行計画を共同
して作成することができる旨を規定すること
により、広域的対応を促進するとともに、計画
における記載事項の例示として、都市機能の集
約等を追加する等の改正を行った。
5.おわりに
パリ協定を受けて、世界各国、また、企業の
間では、
「脱炭素化」に向けたイノベーション
が始まっており、今年はパリ協定で世界の共通
目標となった 2℃目標の達成に向けた「実施元
年」となる年である。我が国としても 2030 年
度に 2013 年度比で 26.0％削減するとの中期目
標の達成に向けて着実に対策を進めていくこ
とはもちろん、
「2050 年までに 80％の温室効果
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