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　エネルギー資源に乏しいわが国が今後も持続的に発展し、地球温暖化対策に

貢献していくためには、原子力、再生可能エネルギー、石炭火力、LNG 火力の、

それぞれが持つ特長を引き出し、バランスよく活用していくことが肝要です。

　特に、今後のエネルギー問題を考えるうえでは、安全性の確保を前提に、経済

効率性、安定供給確保に加えて、環境適合が極めて重要な観点になっております。

　今年6月にドイツで開かれた先進7カ国（G7）首脳会議において、安倍首相は、

日本の温室効果ガス削減目標「2030年までに2013年度比26% 削減」を表明し

ました。今年12月にパリで開催される COP21では、先進国だけでなくすべて

の国の参加によって、京都議定書に代わる「新たな温室効果ガス削減の枠組み」

を決めることになっております。

　わが国が、国際社会において温室効果ガス削減に貢献していくためには、 

国内排出量の約4割を占める発電（エネルギー）部門において、化石燃料による

火力発電だけでなく、二酸化炭素を排出しない原子力発電や再生可能エネルギー

をどのように活用していくべきか、私たちは冷静かつ現実的に議論し、合理的

に判断することが求められております。

　本書は、「地球温暖化対策から見たエネルギー」について、一般財団法人電力

中央研究所社会経済研究所の皆さまから分かりやすく解説していただいたもの

です。本書をご覧になった皆さまが、温室効果ガス削減とエネルギーミックス

に関する理解を深め、議論のきっかけとしていただければ幸いです。

　本2015年は、地球温暖化への取り組みにおいて、極めて重要な「勝負の年」

でした。年末の COP21で一応の決着をみることが期待されていますが、それ

に 先 駆 け て、本 冊 子 を 読 者 の 皆 様 に ご 覧 い た だ け る こ と を、た い へ ん 

光栄に存じます。

　電力中央研究所は、電気事業に必要な研究・技術の開発と、これらを通じて 

産業や社会の発展に寄与することを目的に、1951年に設立されました。その中で、

私ども社会経済研究所は、経済学、法学、さらには電気工学、システム工学など

の専門知識をもつ研究者を揃え、社会で生じている制度、経済、技術の変化をと

らえ、これが電気事業にもたらす影響を多面的、立体的に分析し、明らかにして

いくことを、使命と捉えています。

　地球温暖化は、人間活動に伴う温室効果ガス（GHG）の排出の増加によって

引き起こされます。日常生活における電力・エネルギーの消費だけでなく、財・

サービスの生産活動や、レジャー等での交通機関の利用など、全ての活動に 

起因します。一人ひとりが身の周りで努力する、ということももちろん大切で

すが、世界各国が共通の約束事の下に合意して努力する、ということが、やはり

欠かせません。

　冒頭に、COP21でひとまずの決着をみると申し上げましたが、それは一里塚

に過ぎません。地球温暖化との闘いは、数世紀にわたる、地球環境と人間社会

の共存のための息長いものです。本冊子が、読者の皆様がそのことに思いを馳

せていただくきっかけになることを、著者一同心より念願しております。

東北エネルギー懇談会

会長　井上　茂

一般財団法人電力中央研究所

社会経済研究所長

副研究参事　長野　浩司
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　地球温暖化対策は、グローバルに取り組むべき
課題です。地球温暖化の原因である二酸化炭素や
他の温室効果ガスは世界中から排出されていま
す。日本だけで排出を減らしたとしても、地球全
体に対する効果は非常に限定的になってしまうた
め、世界全体で取り組まなくてはなりません。
　しかし、「地球を守りましょう」という掛け声が
あっても、それだけではあらゆる国が協力し、コ
ストのかかる対策を進めていくというわけにはな
かなかいきません。それぞれの国がどのような形
で温室効果ガスを減らしていくのかを決める国際
交渉が必要になってきます。1992年に気候変動
枠組条約が採択されて以来、国際社会は地球温暖
化をいかに防ぎ、いかにその影響に対処するかを
交渉し、そして合意を積み重ねて、具体的な取り
組みを実行に移してきました。以下では、国際社
会の取り組みの「過去」、「現在」、そして「未来」

を紹介します。
　国際的な温暖化対策は、三つの期間に分けて進
められています（資料①参照）。
　最初の期間は2008年から2012年までの5年
間で、「京都議定書第1約束期間」と言われていま
す。1997年の「京都会議（COP3）」で採択された
京都議定書の削減義務が正式に動き出したのが
2008年で、それが終了したのが2012年です。こ
の第1約束期間は、基本的に先進国の削減義務を
定めたものですが、アメリカとカナダは議定書か
ら離脱してしまいました。また、途上国は削減義
務を負わないというものでした。
　第1約束期間を終えて、2013年からは、いわゆ
る「ポスト京都議定書」の時代に入っており、二つ
の枠組みが並存しています。一つは、京都議定書
の第2約束期間として削減義務を課す仕組みで、
欧州諸国等が続けています。

　一方、他の国は何もしないかというと、2010
年にメキシコで開催された COP16で「カンクン
合意」という新たな枠組みが作られていて、その
中で国際的な義務ではなく、自主的な目標と取り
組みを掲げています。日本もカンクン合意の下で
2020年の削減目標（2005年比で3.8% 減）を提示
しました。
　また、2020年以降については、現在、二つに分
かれているものを一つの枠組みにまとめるための
交 渉 が 行 わ れ て お り、今 年12月 の パ リ 会 議

（COP21）での合意が目指されています。

　まず、「過去」を見てみましょう。1997年に気
候変動枠組条約の締約国会議、いわゆる「京都会
議」が開催されました。締約国会議のことを COP

（Conference of the Parties）というのですが、
京都会議は3回目の COP であったことから、
COP3と呼ばれています。ここで、先進国に対し
て削減義務を課す京都議定書が採択されました。
削減義務が課される期間は2008年から2012年
までの5年間で、先進国全体の平均として、1990
年の水準と比べて5% 程度減らすことになってい
ました。そして、国際交渉の結果、アメリカは
1990年比で7% 減らす、ヨーロッパは8% 減らす、
日本は6% 減らすというように、1% 刻みの差を
付けた国別削減目標が合意されました。同時に、
それぞれの国が目標を達成する際に、他の国で減
らした分を排出枠に変換し、お金を払ってそれを
買い取り、自国でより多く排出できるという、排
出量取引の仕組みも取り入れられました。
　しかし、その後、いくつもの問題が出てきまし
た。まず、2001年にアメリカでブッシュ政権が
発足すると、アメリカは京都議定書から離脱する
と宣言し、交渉から抜けてしまいました。その後、

2011年にはカナダも脱退しました。
　もう一つの問題は、旧ソ連・東欧でした。旧ソ連・
東欧は、ロシアを中心として、1990年比で±ゼロ、
つまり1990年と同じ排出量にすればよいという
義務が課せられていました。しかし、ソ連の崩壊
に伴って経済活動が低迷したことから、経済活動
と連動して排出量も半分以下になり、排出枠が大
幅に余る見通しとなりました。余った排出枠を他
の国に売ることはできるのですが、これは削減の
ための努力をしたというよりは、経済活動が低迷
したことで生じたものなので、それを売る権利と
するのは問題があるのではないかという意見が出
てきました。
　旧ソ連・東欧が余剰枠を販売できるようになり、
また、途上国も削減義務はないものの、クリーン
開発メカニズム（CDM）という仕組みを通して、
削減プロジェクトによる削減量を排出枠として供
給することになり、結果的に、売り手として途上
国と旧ソ連・東欧、買い手として日本と西欧等が
固定化する仕組みになったのが京都議定書の実態
でした。売り手と買い手はその時にならないと分
からないというのが公平な状態ですが、京都議定
書ではあらかじめ決まってしまっていたというこ
とです（資料② P-3参照）。
　そして、日本は目標達成のために、途上国から
CDM のクレジットを買ったり、旧ソ連・東欧か
ら余剰枠を買ったりしました。その結果、2008
年から2012年までの合計で、6,000億円から
8,000億円のお金が排出枠を買うという行為のた
めに海外（特に中国）に流れていったと言われて
います。これは国富の流出だとして、一部の人た
ちから大きな問題として捉えられたこともありま
した。
　このように、京都議定書にはいくつもの問題が
あったといえます。日本の立場からみると、
CDM を通じて、産業上の競争相手である国や企
業に大きな資金が流出してしまっており、これを

EU・豪・
スイス等

日・露・
ニュージー
ランド

米・加・
中・印・
途上国

2008年 2012年 2020年

京都議定書
第1約束期間

京都議定書
第2約束期間

（＋カンクン合意）

カンクン合意
における

自主目標・取組

新たな法的枠組み

出典：電力中央研究所報告 Y13020

資料①　国際枠組みの変遷

＜執筆者＞上野　貴弘
一般財団法人　電力中央研究所
社会経済研究所
エネルギーシステム分析領域　主任研究員

第一章 地球温暖化対策の国際枠組みと
COP21に向けた交渉
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5年間続けることは、ぎりぎりのところで耐えら
れたとしても、将来にわたって続けていくことに
は無理がありました。環境を保全するという視点

からみても、当時の世界最大の排出国であった米
国や、排出が急増する中国等の新興国に目標を課
していないという限界がありました。 　続いて、「現在」の取り組みです。2013年から

2020年までの取り組みは、京都議定書の次に来
るものなので、「ポスト京都議定書」と呼ばれてき
ました。その交渉では、京都議定書が抱えていた
限界に対処することが大きな論点になりました。
まず、アメリカと中国は、それぞれ地球全体の
CO2排出量の15% 強と25% 強を占めています
が（資料③参照）、すべての主要排出国が参加する
新しい枠組みが必要だという認識のもと、どのよ
うな枠組みにすれば良いのかが検討されました。
もともとある京都議定書を2013年以降も続ける
選択肢に加えて、すべての国が参加する新たな枠
組みを京都議定書の外側につくるという選択肢も
同時に検討されました。
　ポスト京都議定書を検討する際には、二つの作
業部会が設置されました。一つは、京都議定書で
はない、すべての国が参加する新たな枠組みを交

渉するという作業部会、もう一つは、先進国だけ
に義務を課すという京都議定書の構造をそのまま
残して、2013年以降も続ける場合の削減目標を決
めるという作業部会です。これら二つを同時並行
で走らせ、ポスト京都議定書を検討する交渉が行
われてきました。交渉が始まったのが2007年で、
最終的に決着したのが2012年にカタールのドー
ハで開催された COP18です。先進国だけに排出
義務を課すという、京都議定書の枠組みに残るこ
とを正式に決めたのは、今のところヨーロッパ、
ノルウェー、スイス等で、日本はロシア、カナダ、
ニュージーランドと同様、京都議定書の第2約束
期間には入らないと決めました。京都議定書に
入っていなかったアメリカは、そもそも自分たち
は関係ないという態度で交渉に臨んでいました。
　京都議定書の第2約束期間に入らない国々は何
もしないのかというと、そうではなく、もう一つ
の作業部会で、「カンクン合意」という新たな枠組
みが作られました。カンクンはメキシコの有名な

資料②　京都議定書の想定と実際

資料③　エネルギー起源 CO2排出量のシェア（2012年）

日

米 欧

旧ソ

東欧

削減目標を約束した国

削減目標は交渉で決定

米国: 7% 

日本: 6%

ＥＵ: 8%

ロシア: 0% etc… 

(2008-12)

途上国
CDM

国際排出量
取引

日

米 欧

旧ソ

東欧

削減目標を約束した国

買い手：

売り手：

日本とEU

途上国（→CDM）、

旧ソ連（主にウクライ
ナ）と東欧（→余剰枠）

途上国
CDM

余剰枠の
販売

当初の
想定

実　際

離脱

EU 11.0%

その他 0.3%
豪州 1.2%
NZ 0.1%
日本 3.9%

ロシア 5.2%

カナダ1.7%

その他 28.5%

インド
6.2%

中国 25.9%

米国 16.0%

出典：国際エネルギー機関 CO2 emissions from fuel combustion をもとに電力中央研究所作成
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リゾート地ですが、2010年に COP16が行われ
ました。その際に採択されたのがカンクン合意で
す。
　カンクン合意は、いくつかの要素からできてい
ます。まず、長期目標です。地球温暖化は、排出
量が年々累積していくことによって、温度が上
がっていくという100年スケールの問題ですが、
産業革命以前と比べて温度上昇の上限を2℃以内
に抑えるという、長期的な世界全体の目標を定め
ています。そして、2℃目標を実現するために、排
出抑制を先進国だけではなく、途上国も行うこと
を定めています。また、途上国の温暖化対策に対
する資金や技術の支援強化も盛り込まれました。
　カンクン合意の最大の特徴は、京都議定書のよ
うに国際交渉で各国の削減目標を合意するのでは
なく、それぞれの国がどのような目標を掲げるの
かを自ら決定するようにしている点です。京都議
定書では、日本は6%、アメリカは7%、ヨーロッ
パは8% という削減目標がありましたが、これら
は国際交渉で合意された数字です。もともと、日
本は0% から交渉を始めており、ヨーロッパは
15% 削減、アメリカも0% と言っていて、6%、
7%、8% という数字は、交渉した結果、落ち着い
た数字でした。これに対して、カンクン合意では
目標設定を交渉せず、各国の判断に委ねました。
ただし、それだけでは言いっ放しになってしまう
ので、掲げた目標や取り組みがきちんと行われて
いるのかどうかを国際的な場で検証する仕組みが
つくられました。
　もう少し詳しく見ていきましょう。京都議定書
では、各国の削減目標が国際的な義務という形で
先に決められて、各国ではその目標を達成するた
めに、国内の政策を決めていくという手順をとり
ました。この方式は「トップダウンアプローチ」
と呼ばれています。国際レベルを上、国内レベル
を下とすると、上の国際レベルで目標を決めて、
それを下の国内のレベルに落としていくように見

えるからです。一方、カンクン合意は、この順番
を逆にした方式に基づいています。それぞれの国
が自らの目標・取り組みを自国の中で立案し、実
施していく、そして、その実施状況を国際的な場
に報告し、レビューを受けることで透明性を確保
します。下の国内のレベルを出発点として国際レ
ベルに上げていくので、「ボトムアップアプロー
チ」と呼ばれています。カンクン合意の意義は、
京都議定書のトップダウンアプローチからボトム
アップアプローチに転換したことにあります（資
料④参照）。
　ボトムアップアプローチは、各国が何をするの
か自ら決めるので、それぞれの国がどのような目
標を掲げるかが重要になります。現在、主要国は
カンクン合意の下で2020年目標を掲げています

（資料⑤ P-7参照）。
　先進国の目標は基準年の排出量に対する削減率
で示された総量目標です。アメリカは、2020年
の排出量を「2005年比で17% 程度」の削減とし
ています。現時点で既に10% 程度の削減が実現
していますが、目標達成のためにはさらなる対策
が必要であり、オバマ政権は既存の火力発電所に
対する排出基準などを導入しようとしています。
EU は、2020年の排出量を「1990年比で20% 削
減」という目標を、京都議定書とカンクン合意の
両方で掲げています。ただ、経済の低迷に起因し
て、2012年時点で既に20% 弱の削減となってお
り、容易に達成できる「なりゆき目標」ではないか
との批判もあります。日本は、民主党政権時代に
当時の鳩山首相が「1990年比で25% 削減」とい
う目標を掲げましたが、2012年12月に安倍政権
が発足すると、福島第一原子力発電所事故後のエ
ネルギー政策の見直しが進行中であったことを踏
まえて、この目標をゼロベースで見直すこととな
り、2013年12月に「原子力発電による温室効果
ガスの削減効果を含めずに設定した現時点での目
標」として、「2005年度比で3.8% 減」という目標

資料④　トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ

出典：電力中央研究所報告 Y13020
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を示しました。
　カンクン合意のブレイクスルーは、京都議定書
では何も掲げていなかった中国やインドも目標を
掲げていることです。ただ、先進国のように排出
の総量で目標を掲げるのではなく、国内総生産

（GDP）当たりの排出量で目標を定めています。
中国は、2020年を目標年として、GDP 当たりの
排出量を2005年と比べて40 ～ 45% 抑制すると
いう目標を掲げています。中国の GDP は2005
年から2020年に倍増以上になると見込まれてい
ますので、GDP 当たりの排出量を40 ～ 45% 抑
制するということは、排出の総量で見れば、まだ
まだ増えつづけるということを意味します。目標
を達成するために、5 ヵ年計画のもとで省エネ対
策や再エネ導入を加速させることが温暖化対策の
大きな柱になっています。インドも、中国と同じ
く、GDP 当たりの排出量を減らすという目標を
立てていますが、中国よりも緩やかで、2020年
までに2005年比で20% ～ 25% 減らすとしてい
ます。中国と同様に、政策の柱は省エネと再エネ

です。
　温暖化防止の観点からは、各国が自ら掲げた目
標を世界全体で積み上げた結果として、どれほど
の削減効果を見込めるのかが論点となります。カ
ンクン合意では「温度上昇を2℃以内に抑える」と
いう長期目標が掲げられており、2℃目標を達成
できるかどうかが評価軸の一つになります。国連
環境計画（UNEP）という国連機関は、毎年、各国
が掲げた目標と2℃目標の整合性を評価するレ
ポートを発行していますが、そのレポートによれ
ば、各国の目標から算出される2020年の排出量
は、2℃目標と整合的とされる2020年時点の世
界全体の排出量を大きく上回っており、このまま
では2℃を越えてしまいかねないと評価されてい
ます。つまり、2℃目標と現実の間には乖離があ
るということです。2℃目標の話は非常に複雑で、
このように簡単に割り切れるものではありません
が、UNEP のレポートは国際交渉の場でよく引
用されており、一つの権威となっています。

資料⑤　カンクン合意の下で主要国が掲げた2020年目標 資料⑥　ハイブリッドアプローチ、ボトムアップアプローチ、トップダウンアプローチの比較

出典：電力中央研究所報告 Y13020

　最後に、未来の話です。2011年に南アフリカ
のダーバンで開催された COP17では、2020年
以降の「ポスト京都議定書の次」の枠組みについ
て、2015年の COP21で合意することを目指し、
2012年から検討を開始することが合意されまし
た。この合意は「ダーバンプラットフォーム」と
呼ばれ、「ダーバンプラットフォーム特別作業部
会」（Ad−hoc Working Group on Durban 
Platform for Enhanced Action、略称は ADP）
が新設されました。
　ADP には二つのテーマがあります。一つは
2020年以降の国際的な枠組みを交渉して、2015
年までに合意するというものです。もう一つは、
UNEP のレポートと関係するのですが、各国の
2020年目標と2℃目標の乖離を埋める削減機会
を特定するというものです。
　先ほど、京都議定書はトップダウンアプローチ
であり、カンクン合意はボトムアップアプローチ

であると指摘しました。ADP で交渉されている
2020年以降の新枠組みが最終的にどのようなも
のになるかは、本稿執筆時点では予断できないと
ころがありますが、有力案となっているのが、両
方の考え方を折衷した「ハイブリッドアプロー
チ」です。折衷の方法はいろいろ考えられるので
すが、各国が目標を自ら決めるというボトムアッ
プの方式を保持しながらも、それを何らかの国際
的なルールのもとに置くというものです。国際
ルールがトップダウンを意味することから、ボト
ムアップとトップダウンのハイブリッド型となり
ます。
　現在のカンクン合意では、自ら決定した目標を
国際的に通知した後は、実施状況の事後検証にな
ります。一方、ハイブリッドアプローチで想定さ
れているのは、いきなり最終的な目標を提示する
のではなく、「草案段階の目標」を提示し、国際的
な場で草案に対する「事前協議・評価」を行ってか
ら、自らの目標を自国で最終決定するという手順
です。協議や評価を最終決定の前に入れるこ 
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とで、合意期限直前の駆け込み提示が回避され、
目標設定の透明性や国際的なプレッシャーを高め
ることができます。もちろん、事前協議だけでは
なく、実施段階の事後検証もあります（資料⑥
P-8参照）。
　2013年の春にアメリカがこの方式を提案し、
ヨーロッパもこれに同調し、一部の途上国もこの
方向性に乗っているので、この案を軸に議論が進
展してきました。そして、2013年11月にポーラ
ンドのワルシャワで開催された COP19では、

「COP21よりも十分に先立って（準備ができた国
は2015年3月までに）約束草案を提示するよう
に全ての国に招請」することに合意しました。「約
束草案」とは、国際交渉上の用語で概ね、草案段階
の目標を意味します。COP21という合意期限の
前の事前提示であり、ここまでは米国の提案に
沿って進んでいると言えます。しかし、2014年
12月にペルーのリマで開催された COP20では、
草案提示後の「事前協議」を2015年に COP21に
先立って実施することに合意しようとしました

が、中国やインドなど一部の新興国・途上国が強
く反対して合意できませんでした。この点では、
米国提案からそれてしまいました。
　2015年6月 現 在、年 末 の COP21に 向 け て、
ADP での国際交渉は終盤戦に入りつつあります。
この交渉がフランスのパリで行われる COP21で
どのような結末を迎えるのかは、その時を迎える
まで誰にも分かりませんが、交渉を左右する重要
な論点を二つ紹介して、本稿を締めくくります。
　一つ目の論点は約束草案です。COP19での合
意に従って、各国は順次、約束草案を提出していま
す（資料⑦参照）。この中で興味深いのは、多くの
国が2030年目標を掲げるなか、アメリカは2025
年目標を掲げている点です。ADP では2020年以
降の枠組みを交渉していたものの、次の目標年を
2025年にするか、2030年にするかについての合
意がないままに、約束草案の提示が始まってしまっ
たためです。草案とはいえ、一度提示したものを
事後的に変えるのは困難ですので、このまま目標
年が揃わない状況が続くと思われます。

　また、カンクン合意のときと同様に、約束草案
を世界全体で積算して、2℃目標と整合するかど
うかが、COP21が近づくにつれて大きな論点に
なると見込まれています。2014年の COP20で
は、気候変動枠組条約の事務局に対して、「約束
草案の積上げ効果」に関するレポートを11月1日
ま で に 取 り ま と め る よ う に 要 請 し ま し た。
COP21は11月30日から始まるので、その直前
に出てくるこのレポートは COP21で2℃目標と
の整合性を議論する際に参照されるものと思われ
ます。
　二つ目の論点は差異化です。世界の中には一
人当たり所得が高い国や低い国、排出量が大き
い国や小さい国、温暖化影響に脆弱な国やそう
ではない国など様々な国々が存在しています。
そうした国々の間でいかにして取り組みに差を
つけるかが論点となっています。1992年に採択
された気候変動枠組条約、その後の京都議定書、
さらにはカンクン合意も、1990年時点の状況に
基づいて、先進国と途上国を区別し、両者に求め
るものを差異化しています。しかし、その後、
25年が経過し、世界の状況は大きく変わりまし
た。当時は途上国であった国々の中には、中国
などのように急速に発展を遂げた国もあります。
また、温室効果ガスの排出割合で見ても、先進国
の割合は年々、小さくなっています。こうした中、
1990年時点の区別に基づく差異化を続けるべき
か、あるいは新たな差異化方法に移行すべきか
が、2012年に ADP での議論が始まって以来、
常に大きな問題であり続けてきました。ハイブ
リッドアプローチが新枠組みの有力案であるこ
とを紹介しましたが、このアプローチの中での
差異化方法については、各国間で意見が分かれ
ています。
　資料⑧（P-11）は、著者が文書や発言から読み
取った各国の意見分布を図示したものです。新
枠組みに関する極端なポジションとして、「全て

の国にボトムアップ」、「全ての国にトップダウ
ン」、「南北固定化（先進国はトップダウン、途上
国はボトムアップ）」の三つがあり、各国の立場
を、これらの3点を結ぶ三角形の中に分布させて
います。先進国は概ね「全ての国へのハイブリッ
ドアプローチ」を求めています。そのなかでも、
米国や日本などの非 EU の先進国はボトムアッ
プ寄りのハイブリッドアプローチを、EU はトッ
プダウン寄りのハイブリッドアプローチを志向
しています。「全ての国」にハイブリッドアプロー
チを適用するといっても、途上国に先進国と同様
の取り組みを求めるものではありません。目標
を自ら決定するという行為を通じて、各国の事
情や能力が目標に自ずと反映され、合理的な差
異化がなされるとする考え方です。途上国の中
でも、AILAC と呼ばれる進歩的な中南米諸国（チ
リ等）は EU のポジションに近い位置にいます。
　先進国とは対極的なポジションをとっている
のは、中国やインドをはじめとする同志途上国

（LMDC）と呼ばれるグループであり、南北固定
化、つまり先進国はトップダウン、途上国はボト
ムアップという考え方です。
　一方、ブラジル、南アフリカ、アフリカグルー
プは、「全ての国にハイブリッド」と「南北固定
化の中間」に位置しています。総論としては、ハ
イブリッドアプローチだが、目標・取り組みのス
ペックや透明性確保などの各論の中に先進国と
途上国の区別を織り込んで、この区別を維持す
る立場と見られます。
　他方、後発開発途上国（LDC）は、「総量目標
を掲げる先進国と一部途上国」および「その他を
掲げる他国」という新たな差異化を提示しつつ、
世界全体の平均気温の上昇幅を産業革命以前と
比べて1.5℃以内に抑えるという目標を掲げ、各
国の約束草案がこれと整合しない場合には約束
を調整する仕組みを求めています。
　ADP 以前であれば、先進国は新たな差異化方

資料⑦　主要国の約束草案

国名 2020年以降の約束草案
日本 2030年に2013年度比26％削減（2005年比25.4％減）

アメリカ 2025年に2005年比26 〜 28％削減
EU 2030年に1990年比で少なくとも40％削減

ロシア 2030年に1990年比25 〜 30％削減（ただし、森林吸収の算入が条件）
カナダ 2030年に2005年比30％削減

オーストラリア 2030年に2005年比26 〜 28％削減
韓国 2030年に BAU 比で37％削減

メキシコ 2030年に BAU 比で温室効果ガスと短寿命気候汚染物質を25％削減（温室効果
ガスだけでは22％削減）

中国

・2030年頃に CO2排出をピークアウト
・CO2排出の GDP 原単位を2030年に2005年比で60 〜 65％削減
・一次エネルギー消費に占める非化石エネルギーの割合を2030年に2割
・森林ストック量を2005年比で45億立方メートル拡大　等

インド

・排出の GDP 原単位を2030年に2005年比で33 〜 35％削減
・ 技術移転と低コストな国際資金による支援の下で、全発電容量に占める非化石

エネルギーの割合を2030年に約40％
・2030年までに炭素吸収源を25 〜 30億トン分追加　等
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法を求め、途上国は従来の差異化に固執すると
いうように、意見が真二つに割れていましたが、
現在の ADP の交渉では、先進国対途上国という
単純な構図では割り切れない状況となっていま
す。構図が複雑化して交渉が難しくなっている
とも捉えられるかもしれませんが、著者は新た
な時代を切り開くのにくぐり抜けなければなら

ない混乱であり、合意に近づいている予兆では
ないかと考えています。
　こうした論点についていかなる妥協点を見出
して、COP21で新枠組みの合意を導くのか、あ
るいは合意に至ることができないのか。年末に
向けて国際社会の関心が高まっていくものと予
想されます。

資料⑧　ハイブリッドアプローチに対する各国の見解の分布

全ての国に
ボトムアップ

全ての国に
トップダウン

南北固定化

スイス

ネパール
（LDC）

チリ（AILAC）

中国 インド

マレーシア

サウジアラビア

アルジェリア ボリビア

シンガポール

EU ノルウェー

日本 アメリカ

カナダ

ニュージーランド

オーストラリア

南アフリカ

総量目標が基本
法的拘束力あり

各国により多くの
柔軟性・自由度を
与える

先進国はトップダウン、

途上国は先進国からの
支援の下でボトムアップ

「1.5℃以内」との整合性確保
先進国と一部途上国が総量目標

自国決定が原則、
ただし先進国が主導

スーダン
（アフリカグループ）

LMDC

ブラジル

同心円差異化・衡平の参
照枠組み（先進国・途上
国の区別を実質維持した
ハイブリッドアプローチ）

出典：電力中央研究所報告 Y13020

　日本国政府は、今年12月にパリで開催される
COP21に、2030年 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 を

「2013年度比マイナス26%」とする目標を提出し
ました。このほか、欧州連合（EU）は1990年比
マイナス40%、米国は2005年比マイナス26 ～
28%（2025年時点で）という目標を提出してい
ます。
　本章では、温室効果ガスの削減が、日本のエネ
ルギー利用にどのような影響を及ぼすのか、また、
目標を達成するためにはどのような対策が必要と
なるのかについて解説します。

　大気中にあって、地球に放射された太陽光が地
表から宇宙に放射される際に、赤外線の一部を吸
収することにより、温室効果をもたらす気体のこ
とを「温室効果ガス」と呼びます。温室効果ガス
には様々なものがありますが、国連の気候変動に
関する枠組条約（UNFCCC）では、2012年まで

は二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒
素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、
パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄

（SF6）、6種類を、2013年以降はそれに三ふっ化
窒素（NF3）を加えた7種類を削減対象の温室効果
ガスとして定めています。
　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が
2013年から2014年にかけて公表した第5次評
価報告書によりますと、2010年における世界全
体の温室効果ガスの排出量は、各ガスの地球温暖
化への寄与度で加重平均した場合、CO2は76%
と圧倒的な割合を占めています。また、CO2を
化石燃料の燃焼（エネルギー起源）や工業プロセ
スによるものと、熱帯林の減少など土地利用の変
化に伴うものに分けると、前者は温室効果ガス全
体の約3分の2、65% を占めています。日本にお
いては、農業からの CH4排出が他の国より少ない
ことから、CO2がすべての温室効果ガスに占め
る割合はさらに高く、環境省によりますと2013
年度で93.1% となっています。（資料①参照）

資料①　日本の温室効果ガス排出量の推移

 

日本の温室効果ガス排出量に占めるCO2の割合 93.1 ％
（世界全体では 76％）

（年度）

出典：環境省、2013年度（平成25年度）の温室効果ガス排出量（確報値）より

＜執筆者＞永田　豊
一般財団法人　電力中央研究所
社会経済研究所
エネルギーシステム分析領域　副研究参事

第二章 温室効果ガスの削減に向けた
日本のエネルギー利用と役割
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　また、日本では、土地利用の変化に伴う CO2排
出が少ないため、CO2の中ではエネルギー起源
の CO2が圧倒的に多く、エネルギー起源の CO2

だけで日本の温室効果ガス排出量全体の87.7%
を占めています。
　このように、全世界的に見て、温室効果ガスを
削減するためには、その最大の排出源であるエネ
ルギー起源の CO2をいかに削減するかがきわめ
て重要な課題といえるのです。

　エネルギー起源の CO2は、エネルギー構成に
よって変化します。エネルギーの中で、CO2を
排出しない再生可能エネルギーや原子力、化石燃
料の中で最も CO2排出が少ない天然ガスなどの
割合が高まれば、エネルギー消費量が同じでも
CO2排出量は減ります。これに関して、2014年
に刊行された IPCC の第5次評価報告書に興味深
い資料があります。（資料②参照）
　1971年から2010年にかけて、10年毎に化石

燃料の燃焼から（= エネルギー起源）の CO2排出
量の変化を要因別に分解したものです。これによ
ると「一人あたり GDP の」増加率は2000年代が
年率6.8% と最も大きく、各年代において、「人口」
と、「一人あたりの GDP」が増加要因に、「GDP
のエネルギー強度」が減少要因となっています。
エネルギー構成の変化を表す「エネルギーの炭素
強度（エネルギー消費量当たりの CO2排出量）」
は、1990年代までの30年間は減少要因となって
いたのに対し、2000年代は増加要因となってい
ます。地球温暖化対策が世界的に叫ばれる中で、
再生可能エネルギーなど、CO2を排出しないエ
ネルギーが増加したものの、その効果を原子力の
停滞や石炭の増加が打ち消してしまったものと考
えられます。
　では次に、エネルギー起源の CO2排出を部門
別に見てみましょう。（資料③参照）
　 日 本 の2013年 度 実 績 で は、事 業 用 発 電 が
39.5% と最も多く、以下、産業部門28.6%、運輸
部門17.5%、家庭部門と業務その他部門を合わせ
た民生部門は10.3%、その他エネルギー転換4.2%
となります（民生部門も、利用段階では CO2を排

出しない電気や地域熱供給からの排出をその使用
量に応じて按分すれば割合は大きくなりますが、
ここではそのような考え方をとらず、エネルギー
転換部門に計上していることに注意して下さい）。
事業用発電の CO2の排出割合は、1990年度から
2004年度までは30% 未満でしたが、震災前の
2010年度には33.0% となり、震災後は原子力発
電所の停止により、大幅に増加しています。
　事業用発電の CO2を減らすためには、CO2排
出が少ない電源の割合を高めるというエネルギー
構成（電源構成）の変化を実現することが重要で
す。

　実際には、CO2排出が少ない電源の割合だけ
を高めるわけにはいきません。各電源には、CO2

排出以外に、考慮しなくてはならない様々な特性
があるためです。資料④（P-15）はそれらをまと
めたものです。
　CO2排出削減の観点からは、原子力や水力、地

熱、太陽光、風力などの再生可能エネルギーが望
ましいといえますが、これらの電源にも×や△の
項目があり、オールマイティとはいえません。ま
た、太陽光や風力といった再生可能エネルギーは、
気象条件による出力変動が激しいため、大規模に
利用する際は、その変動を吸収するために追加的
な対策コストも必要になります。逆に、CO2排
出削減の観点から望ましくないとされる石炭火力
は、経済性や供給国の政情安定性など、他の項目
では非常に優れた電源であるといえます。
　日本国政府が策定した2030年の温室効果ガス
削減目標では、「エネルギー起源の CO2排出を
2013年度比マイナス25% にする」（温室効果ガ
ス全体の削減率は26%）となっています。この目
標を実現するために、徹底的な省エネを実施し、
電力需要を省エネ対策前と比べて17% 削減し、
2013年度より1.5% だけ多い水準に抑制すると
しています。そして、各電源の供給割合は、原子
力22 ～ 20%、再生可能エネルギー 22 ～ 24%、
石炭26%、LNG27%、石油3% としています。（資
料⑤ P-16参照）　このうち、低廉で安定的な
“ ベースロード電源 ” と位置づけられる、原子力、

資料②　世界の CO2排出量増加率の年代別要因分解 資料③　部門別エネルギー起源 CO2排出割合の推移
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石炭火力、水力、地熱の四つの合計は、原子力発
電所の停止などの影響で、近年は40% 未満に落
ち込んでいるのを、2030年度には震災前より若
干少ない56% 程度を確保するとしています。
　政府は、このような電源構成に変えることによ
り、電力由来のエネルギー起源 CO2排出量は
2013年度の5.48億トンが2030年度には3.60億
トンまで34% 減少するとしており、これはエネル
ギー起源 CO2排出量全体の削減率の25% より大
きくなっています。これらから電力需要当たりの
CO2排出量を計算しますと、2013年度の1kWh
当 た り0.57kg が2030年 度 に は35% の 減 の
0.37kg となり、これは震災前より低い水準です。
日本の電気事業および新電力23社も、2015年7
月17日に、この目標に沿った「電気事業における
低炭素社会実行計画」を策定・公表しています。
　ところで、この電源構成を達成することは容易
ではありません。原子力については、稼働率を 
８０％としますと、政府目標の発電電力量を得るた
めには少なくとも3,000万ｋＷの設備が必要とな
ります。しかし、原子力規制委員会は、原子力発

電所の運転期間を原則40年とするという基準を
設けており、これに基づく2030年の設備容量に、
設置許可済みの3基分を加えても、2,500万ｋＷ
程度にしか届きません。このため、既存発電所の
一部の運転期間を40年以上に延長するか、新た
な発電所を建設する必要があります。一方、再生
可能エネルギーについては、平均的な稼働率を想
定しますと、太陽光発電は6,500万ｋＷ、風力発
電は1,000万ｋＷもの設備が必要になると見積も
られます。
　風力発電で見てみると、適地が多い北海道では、
最小需要は300万ｋＷ未満で、一方、原子力発電
所は3基で207万ｋＷ、これに加えて自流式水力
などもあるため、最小需要時に風力発電の出力変
動を吸収できる火力発電は100万ｋＷ未満とな
ります。したがって、本州との連系線（60万ｋＷ）
を活用しても、200万ｋＷ（政府目標の1,000万
ｋＷの5分の1）でさえそのまま系統連系するこ
とは不可能です。このため、蓄電池を導入するな
ど、再生可能エネルギーの変動を吸収するための
追加対策が必要となることは避けられませんの

で、その分のコストがかかります。

　ここまでは電力の供給に着目して CO2排出削
減について述べてきましたが、次は、エネルギー
の利用サイドに目を移してみましょう。日本のエ
ネルギー起源の CO2排出の約4割は事業用発電
によるものですが、言い換えれば、残りの6割は、
製造業でのボイラ用や直接加熱用の燃料、自動車
用燃料、家庭の暖房および給湯などに化石燃料を
発電以外の用途のために燃やした際に排出されて
いるということです。これらのうち、製造業以外
の用途では、化石燃料が効率的に利用されている
とはいえないのが実情です。例えば、自動車では、
トヨタ自動車㈱の資料によりますと、車両の走行
のために使うエネルギーは、燃料となるガソリン
の16% しか使われていません。また、熱は、周囲
の温度と比べて高ければ高いほど、あるいは低け
れば低いほど価値が高いのですが、貴重な化石燃
料を燃やして、2千℃ともいわれる高温を、数

10℃の温度で済む家庭の暖房および給湯などに
利用することは、大変 “ もったいない ” 使い方で
あるといえます。このような用途では、化石燃料
の燃焼機器を積極的に電化機器に置き換えること
が、CO2削減のためにも望ましいといえます。
自動車であれば電気自動車やプラグイン・ハイブ
リッド車、暖房であればエアコン（利用している
技術はヒートポンプ）、給湯であればヒートポン
プ式給湯器などです。（一財）ヒートポンプ・蓄熱
センターでは、家庭用の暖房・給湯、業務用の空調・
給湯、産業用の空調・加温・100℃未満の乾燥で、
燃焼式の熱源をすべてヒートポンプ式に転換した
場合、1.3億トン（日本全体の約1割）の CO2削減
につながるとしています（資料⑥ P-17参照）。

　百円均一ショップに行くと、「こんなものまで
が百円か」と感じる製品がたくさんあると思いま
す。それらの製品は、人件費が安い中国などの途

資料④　電源別の特性 資料⑤　長期エネルギー需給見通しの電力需要と電源構成

電力需要 電源構成

石油2％程度 石油3％程度
2030年度2030年度2030年度2030年度2013年度

（実績）
2013年度
（実績）

電力
9808
億kWh
程度

電力
9808
億kWh
程度

経済成長
1.7％／年
経済成長
1.7％／年

徹底した省エネ
1,961億kWh程度
（対策前比▲17％）

徹底した省エネ
1,961億kWh程度
（対策前比▲17％）

電力
9666
億kWh

電力
9666
億kWh

（総発電電力量）（総発電電力量）

（総発電電力量）（総発電電力量）
12,780億kWh程度12,780億kWh程度

10,650億kWh程度10,650億kWh程度

石炭22％程度 石炭26％程度

LNG22％程度 LNG27％程度

原子力18～17％
程度

原子力22～20％
程度

再エネ19～20％
程度

再エネ22～24％
程度

地熱1.0
～1.1％程度
バイオマス
3.7～4.6％程度
風力1.7％程度
太陽光7.0％程度

水力
8.8～9.2％程度

省エネ17％程度
省エネ＋再エネ
で約4割

（配送電ロス等）

出典：資源エネルギー庁、長期エネルギー需給見通し（案）、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会長期エネルギー需給見通し小委員会第10回資料より
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上国で作られています。エネルギー消費や CO2

排出の面でいえば、それらの製品を日本で作らな
いことで、日本のエネルギー消費や CO2排出が
少なくなり、その分、海外で増えるということに
なります。（一財）日本エネルギー経済研究所に
よりますと、2012年の一人当たりエネルギー消
費は世界平均で1.9トン（石油換算）でしたが、日
本を含む OECD34カ国は4.2トン（同）もあるの
に対し、非 OECD 諸国は1.3トン（同）で、3倍を
超える差があります。かつては5倍を超えていた
ので、これでも、経済のグローバル化を通じた製
造業の途上国への立地などの影響もあって、差が
縮まったといえます。
　今後も、途上国では生活水準の向上と、経済の
グローバル化は続くと思われますから、人口の増
加も続く途上国のエネルギー消費がある程度増え
ることは避けられないでしょう。
　先進国の役割は、それぞれの国のエネルギー消
費と CO2排出を極力抑えるとともに、国際協力
を通して途上国の省エネと CO2排出を支援して
いくことであると思います。

　ほとんどの原子力発電所が停止している中で
（H27年8月末現在、稼働しているのは川内原子
力発電所一号機のみ）、停電することなく電気が
送られている状況を鑑みて、「原子力発電所がな
くてもやっていける」と思われる方がいらっしゃ
います。しかし、その間、刻一刻と火力発電の焚
き増しと燃料代の支払いを通じた資産の海外流出
という代償が払われているのです。また、原子力
なしでは、2030年に大幅な CO2排出削減を達成
することはできません。日本が他の先進国と肩を
並べられるような削減目標を掲げつつ、エネル
ギーセキュリティやコストなどにも配慮したエネ
ルギーミックスを実現していくことが世界から求
められています。そのためには、省エネ、高効率
発電技術の技術開発、途上国の支援などに加え、
利用サイドでの電化を含めた総合的な対策が必要
となるでしょう。

資料⑥　ヒートポンプによる CO2削減ポテンシャルの試算例 資料①　IPCC の温室効果ガス排出シナリオ

注）電力の CO2排出原単価が震災前と同等の水準とした場合
出典：（一財）ヒートポンプ・蓄熱センターホームページより 出典：IPCC WG3報告書

＜執筆者＞杉山　大志
一般財団法人　電力中央研究所
社会経済研究所
エネルギーシステム分析領域　上席研究員

第三章 地球温暖化にどう取り組むか

　地球温暖化問題というのは科学、技術から政治
まで入り組んだ複雑な問題です。本章では、図を
できるだけたくさん紹介して、読者の皆さんが今
後議論するための、材料を提供しようと思います。

　 筆 者 は、気 候 変 動 に お け る 政 府 間 パ ネ ル
（Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC）という国連機関で、統括執筆責
任者として活動してきました。IPCC というのは、
世界中の研究者が集まって、地球温暖化問題に関
する知見を集約して報告する機関です。その知見
には、そもそも温暖化が起きているかといった

「 科 学 的 知 見 」（ 第1ワ ー キ ン グ グ ル ー プ、
WG1）、温暖化でどのような悪影響が起きてい
るかといった「環境影響評価」（WG2）、そして「温

暖化対策」（WG3）の三つの進め方があります。
このうち、筆者は「温暖化対策」（WG3）が専門で、
そのとりまとめに携わりました。
　「温暖化対策」としては、IPCC のシナリオとい
うのがよく引用されます。ただし、よく新聞など
で「IPCC は温暖化（気温上昇）を産業革命前に比
べて2℃に抑制するという目標を提言した」と言
いますが、これは間違いです。規則で、IPCC は
提言を禁止されています。IPCC は2℃に抑制す
るシナリオについて、その性質をあれこれ述べて
いるだけです。
　さて、資料①がそのシナリオを要約した図です。
縦軸は世界の温室効果ガス排出量（CO2と、メタ
ンなど他の温室効果ガスの合計）です。2100年
までの四つのシナリオが描いてあります。どのシ
ナリオも、厳密なことは言えないので、一定の幅
を持って示してあります。温暖化対策を何もしな
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ギーを使いながら、大気の CO2を減らすことが
できます。問題は、これがどの程度の規模ででき
るかということですが、2℃シナリオでは、これ
が今日の石油火力や石炭火力なみの発電量の規
模で世界中に導入されると想定しています。実
際はというと、バイオエネルギーも CCS も、高
価な上に、新たな環境問題を引き起こす懸念があ
ります。
　2℃に抑えるという目標の実現は、いま知られ
ている技術で積み上げて考えると、とても難しい、
ということだと思います。

　では2℃を超えるような温暖化が起きると、ど
のような環境影響があるのでしょうか。資料④

（P-21）が IPCC WG2のまとめです。左側が温度
上昇で、なりゆき（RCP8.5）だと2100年までに
4℃程度上昇、2℃シナリオだと2℃かそれ以下ぐ
らいに抑えられるとしています。このときの環境
影響評価について右側でまとめていて、温度が上

がるとさまざまなリスクが大きいとしています。
　ただし、このリスクは「専門家判断」になってい
て、具体的な内容はこの図からは分かりません。
そこでその根拠を確認する必要があります。とこ
ろが、この根拠というのがいまひとつはっきりし
ていません。中には、結構乱暴な議論もあります。
　例えば資料⑤（P-21）は農業への影響を示す、
頻繁に引用される IPCC WG2の “ 売り ” の図な
のですが、筆者はどうも腑に落ちません。この図
は右に時間がとってあって、悪影響（右棒）が好影
響（左棒）よりも年々増えていく、という図になっ
ています。これを根拠に IPCC WG2は、温暖化
は悪影響の方が好影響よりも多いし、それが年々
悪化していくのだ、とまとめているのですが、こ
れはどうかと思います。というのは、図の縦軸は
収量予測の研究数であって、言ってみれば論文の
数です。悪影響の論文の数が多いからといって、
悪影響が大きいとは結論できないはずです。読者
の皆さんも、悪影響について、本当のところはど
うなのか、専門家に聞く機会があったら、よくよ
く納得するまで確認してみてください。

資料②　世界の温室効果ガス排出量の推移 資料③　バイオエネルギーと CCS の組み合わせによる
「負の排出」の概念図

+1.3％/年

+2.2％/年

不確実性

N2O

CH4

林業・土地利用起源CO2

化石燃料と産業過程起源CO2

出典：IPCC WG3報告書 出典：Global CCS Institute

大　気

回　収

地中貯留

バイオマス

ければ、RCP8.5と書いてあり、もっとも高い排
出シナリオになります。2℃に抑えるシナリオと
いうのは、RCP2.6と書いてある一番下にあるシ
ナリオです。以下、これを2℃シナリオと呼びま
す。なお8.5とか2.6というのは、温暖化の強さ
のことです。
　（2℃シナリオ骨子は次のとおりです）

　2℃シナリオでは、これまで伸びてきた世界の
排出量を、今後減少させることになります。そして、
2050年に世界全体で現在に比べて40% から70%
削減、2100年には排出がほとんどゼロになります。
　IPCC は こ れ を「 す べ き 」と も「 簡 単 だ 」と 
も言っていません。むしろ、困難なことである

（challenge is huge）としています。過去、世界の
排出量は、ずっと増えてきました（資料②参照）。
これは1997年に開催された京都会議（COP3）後
も変わりません。むしろ排出量の伸びは増えてい
ます。中国など新興国の伸びが大きいからです。
この伸びを逆転させることは容易ではありませ
ん。どの国も、経済成長するにはエネルギーを必
要とし、エネルギーを使うとCO2が出るからです。
　また、このシナリオは、技術的にも実現可能性
が乏しいという意見も多く、筆者もそう思ってい
ます。なぜなら、バイオエネルギーと CCS を大
量に導入することを想定しているからです（資料
③参照）。植林してバイオエネルギーを作り、そ
れを発電所で燃やして、出てくる CO2を回収し
て地中に埋めれば、確かに理屈の上ではエネル

1. 地球温暖化を産業革命前に比べて2℃以下に
抑制することは、おおむね、2050年までに
世界全体で2010年時点に比べて40 ～ 70%
の排出削減を意味する。このとき、再生可能
エネルギー（以下再エネ）、原子力、CCS（発
電所などから排出される CO2を地中に埋め
る技術、Carbon Capture and Storage）の
合計による低排出エネルギー供給は2010年
時点の3倍から4倍に達する。

2. このような2℃シナリオが実現するための条
件は、世界の国々が一致協力して排出削減に
取り組むこと、および、多くの温暖化対策技
術が進歩し普及することである。つまり、国
際協調と技術革新の両者が条件となる。
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　温暖化すると「リスクがある」のは間違いないの
ですが、「どの程度か」ということは、実はよく分
かっていないのではないか、と筆者はみています。

　さて、今年（2015年）12月にパリで開催される
COP21では、2025～2030年頃を目標年として、
温暖化対策についての国際合意を目指していま
す。各国は、それぞれ何ができるかという「約束草
案」を提出しています。資料⑥がそれをまとめたも
ので、日本は『2013年度比で2030年までに△
26% の温室効果ガスの削減をする』としています。
　日本はこれを実現するために、電力については、
△17% という大幅な省エネをしたうえで、再エ
ネ22 ～ 24% 程 度、原 子 力22 ～ 20% 程 度、
LNG27% 程度、石炭26% 程度という「エネルギー
ミックス」を達成するとしています。
　東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故の
後、原子力発電所は全て停止し、本稿執筆時点で

は九州にある川内原子力発電所で1基が稼働して
いるのみという状態です。しかし、このエネルギー
ミックスで示された原子力発電量を実現するため
には、今後福島県を除く、日本のほとんどの原子
力発電所を再稼働することが必要になります。
　再エネは CO2を出さないという点では望まし
いのですが、出力が安定せず、またコストがかか
るという側面があります。エネルギーミックスの
検討においては、特にコストについて議論があり、
現在よりも電力コストが上昇しない範囲で、再エ
ネを導入するということになりました。つまり、
いま原子力発電の停止によって、化石燃料の輸入
費用だけコストが高くなっていますが、原子力が
再稼働すればこれは安くなります。再エネによる
コスト上昇は、それを相殺する範囲に留めましょ
う、という考え方です。この再エネ導入によるコ
スト上昇を是とするか、それとも否として、震災
前の水準まで電力コストを下げるべきか、という
点については識者の間でも意見が割れています。
　ところで、あまり注目されなかったのですが、

資料⑥　日米欧の約束草案の比較

出典：日本政府資料

資料⑤　温暖化による農業影響のまとめ

出典：IPCC WG2報告書

資料④　IPCC WG2による温暖化による悪影響のまとめ

出典：IPCC WG2報告書

1990年比 2005年比 2013年度比

▲18.0％ ▲25.4％ ▲26.0％

米国
(2025年)

EU
(2030年)

日本（審議会要綱案）
(2030年)

▲14～16％ ▲26～28％ ▲18～21％

▲40％ ▲35.0％ ▲24.0％

◆米国は2005年比の数字を、EU は1990年比の数字を削減目標として提出
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電力については、△17% という大幅な省エネが
想定されています（第二章 資料⑤ P-16参照）。
この実現可能性はどうでしょうか。少なくとも、
過去を見ると、この手の想定は失敗してきました。
資料⑦は家庭部門の CO2排出量を、1990年を
100% として、そこからの上昇比率で示したもの
です。京都議定書目標達成計画として国の目標が
2005年 に つ く ら れ て、2002年 を 起 点 と し て
2010年には10% 以下にするとしました。その後、
2008年に再度計画がつくられ、2005年を起点に
してやはり同じような目標を立てました。しかし、
実績はいずれの目標からも大きく乖離してしまい
ました。震災前の2010年時点でみると、30% 程
度も外れています。
　震災後、省エネが進みましたが、それも際限な
く進められるものとは思えません。特に今回の政
府の見通しは、震災後の2013年度を起点にして
おり、既に相当な省エネ努力が織り込まれたもの
となっています。いま△17% と言っているのは、
それにさらに加えての省エネのことです。

　△17% という省エネを、仮に環境税などの形
で、電気料金を上げることで実現するとどうなる
でしょうか。この試算はまだあまり実施されてい
ませんが、民主党政権時のエネルギー環境会議に
おける試算が参考になります。資料⑧をみると、
電気料金が倍増したときに、省エネ量はだいたい
△10% と△17% の間ぐらい、というのが、四つ
の試算結果の範囲でした。この試算結果を当ては
めて推量すると、今後△17% という省エネを実
現するためには、やはり電気料金は「倍増かそれ
以上」になるのではないか、という予想がつきま
す。これは、あまり世間で議論されていないこと
ですが、重要な視点だと思います。
　省エネというと「エネルギーの節約だから損を
しないはず」という意見もあります。これは、正し
い場合もありますが、そうでない場合もあります。
政府の補助金事業を調べると、確かに得になるよ
うな省エネもあったのですが、中には失敗もあり
ました。家電エコポイント制度は、8,000億円も
の巨額の政府補助金を使いましたが、CO2削減の

効果はほとんどなかったと見られています。
　省エネとなると、とかく「やるべきだ」という精
神論になったり、あるいは「得するはず」と思い込
んだりしがちですが、かけた費用に見合うだけの
CO2削減の効果があるかどうかは、一つ一つ見極
めていく必要があるようです。

　米国は『2025年までに△26% ～△28% の温
室効果ガス削減』という約束草案を掲げています

（資料⑥ P-22参照）。その中で目玉になっている
のは、発電部門からの CO2削減です。資料⑨（P-
25）は米国政府の試算による見通しを示したもの
です。2012年と比較して、2020年、2030年にお
いて、発電量の構成がどう変わるかを示していま
す。「CPP」と書いた棒がクリーン発電計画（Clean 
Power Plan）という政府規制が導入された場合、

「CPP なし」の棒はそれが導入されない場合です。
　なお、この規制は2022年からの開始を予定し

ていますが、来年末の大統領選で、現政権の民主
党ではなく、共和党候補が勝った場合などには、
規制内容の大幅な緩和もあり得ます。
　さて、この政府試算では、規制導入による電気
料金の上昇幅も計算していますが、それは2030
年においてわずか0.01% ～ 0.8% としています。
なぜ、こんなに安いのでしょうか。
　実は、米国では、天然ガス発電の発電コストが
とても安く、石炭火力発電とほぼ互角か、むしろ
安くなっているのです。したがって、規制の導入
によって、さらに天然ガス火力の比率を上げて、
石炭火力発電の比率を減らしても、発電コストは
あまり高くならないようです。このことは、資料
⑨（P-25）で、CO2規制を入れない「CPP なし」の
場合においても、天然ガス火力の比率が時間とと
もに自然に増えていくことからも想像できます。
　なぜ米国で天然ガス価格が安くなったかという
と、シェールガスという非在来型の天然ガスの採
掘技術の開発に成功したからです。シェールガス
は、まもなく米国の天然ガス生産の半分に達しよ

資料⑦　家庭部門の CO2排出量の実績と政府計画 資料⑧　電力価格と省エネ量の関係

出典：筆者作成 出典：筆者作成
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うとしています（資料⑩参照）。これによって、米
国では日本や欧州に比べて天然ガスが劇的に安く
なりました（資料⑪参照）。また石油の採掘技術
も進んだので、かつて7割まで下がったエネル
ギー自給率が9割にまで回復しました。
　日本も、もし仮に天然ガスが米国並みに安く国
内で手に入るなら、誰もがそれを使うことに賛成
するでしょう。しかし現状では、価格差があまり
にも大きいので、温暖化対策のために天然ガスを
増やすと、そのコスト負担を覚悟しないといけな
い状態です。
　米国は、規制を入れるから CO2が減るという
のではなく、むしろ、技術開発に成功して天然ガ
スがとても安くなったので規制を入れることがで
きるようになった、というのが実態だと思います。
　日本も、いたずらに規制強化を急いでもコスト
増加を招くなど限界がありそうなので、米国に見
習って、まずは温暖化対策のコストを下げる取り
組みを行うことで、CO2を削減しやすくするこ
とがより重要かもしれません。

　温暖化対策のコストを下げるためには、米国の
ように技術開発に取り組む方法があります。これ
には、化石燃料の採掘技術だけではなく、多様な
技術があります。LED やエコキュートはよい成
功例といえるでしょう。また、既存の技術を安く
使う方法もあります。
　例えば米国の技術を用いて安い天然ガスを開発
して買い付けるといったような、資源開発の面で
の工夫もありますし、原子力発電の安全性を高め
て信頼を得ていくことも、温暖化対策のコストを
下げることになります。

　以上、さまざまな角度から温暖化問題を切り
取ってみました。これから日本はどうしたら良い
か、皆さまが考える参考になれば幸いです。なお、
さらに詳しく知りたい方は、拙著「地球温暖化と
のつきあいかた」（ウェッジ社）をご覧いただけれ
ばありがたく存じます。

資料⑩　米国における天然ガス供給量の構成

資料⑪　日米欧の天然ガス価格比較

出所：U.S. EIA,  Annual Energy Outlook 2013をもとに筆者作成 
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資料⑨　米国の発電電力量構成の見通し

出典：米国政府資料を基に電力中央研究所作成
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