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AA．温暖化ガス削減取組状況（１）．温暖化ガス削減取組状況（１）

【参照元】環境省資料

（１）我が国の温室効果ガス排出量（１）我が国の温室効果ガス排出量

11億8,500万トン

景気景気低迷時期にも増加低迷時期にも増加

20052005年度における排出量は、基準年比年度における排出量は、基準年比+8.1+8.1％であり、％であり、
議定書の議定書の66％削減約束の達成には、％削減約束の達成には、8.78.7％の排出削減が必要。％の排出削減が必要。

景気景気回復基調回復基調
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AA．温暖化ガス削減取組状況（．温暖化ガス削減取組状況（22））

（（22）部門別）部門別COCO22排出量の増加率排出量の増加率

【参照元】環境省資料

民生業務部門（商業・サービス・事務所等）からの排出が大幅に増加民生業務部門（商業・サービス・事務所等）からの排出が大幅に増加
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【参照元】環境省資料

（（33）部門別）部門別COCO22排出量の推移排出量の推移

AA．温暖化ガス削減取組状況（．温暖化ガス削減取組状況（33））
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景気の谷景気の谷

景気の山景気の山 景気の山景気の山

景気の谷景気の谷

景気の山景気の山

世帯数の増加、核家族化世帯数の増加、核家族化

OAOA化の普及、執務環境の改善化の普及、執務環境の改善

自動車保有台数の増加自動車保有台数の増加
燃費改善、運送の高効率化燃費改善、運送の高効率化
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BB．温暖化ガス削減取組強化（．温暖化ガス削減取組強化（11））

（（11）経団連「環境自主行動計画」の強化）経団連「環境自主行動計画」の強化

・・20062006年度より年度より民生業務部門民生業務部門からから

生命保険協会、日本フランチャイズチェーン協会生命保険協会、日本フランチャイズチェーン協会が新たに参加。が新たに参加。

・各業界における温暖化ガス排出削減目標の上積み・各業界における温暖化ガス排出削減目標の上積み

68.50→20日本フランチャイズ
チェーン協会

12.20→2日本チェーンストア
協会

48.921.5→40日本ガラスびん協会

26.337→40日本染色協会

90.825→28電気・電子４団体

283.2合計

5.30→3日本百貨店協会

31.20→20日本電線工業会

CO2換算効果

（万トン）

削減目標

（％）
業界

【参照元】日経新聞（2007.1.15）

00から数値目標設定へから数値目標設定へ

新たな普及形態が醸成新たな普及形態が醸成
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BB．温暖化ガス削減取組強化（．温暖化ガス削減取組強化（22））

（（22））RPSRPS法の見直し①法の見直し①

122.0

2010

103.3

2009

141.0

2012

131.5

2011

160.0150.592.786.7目標量
（億kWh）

2014201320082007年度

新エネルギー等利用義務量の増加新エネルギー等利用義務量の増加

国内総発電量の国内総発電量の1.351.35％（％（20102010年度）→年度）→1.631.63％（％（20142014年度）年度）

1,6001,140460システム規模

（MW）

7,980

11.4

→

164.6
（実績）

導入量

（億kWh）

11,2003,220市場規模

（億円）

20142005年度

太陽光発電の導入目標量太陽光発電の導入目標量

【参照元】RPS法小委員会報告書

＊赤枠は推定値（1000kWh=1kW, 700円/kW）
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BB．温暖化ガス削減取組強化（．温暖化ガス削減取組強化（33））

（（22））RPSRPS法の見直し②法の見直し②

RPSRPS法における太陽光発電の優遇措置法における太陽光発電の優遇措置

【参照元】RPS法小委員会報告書

太陽光発電は他の電源と比較し、技術革新の余地が大きく、太陽光発電は他の電源と比較し、技術革新の余地が大きく、
需要の創出により大幅な価格低減・普及拡大が見込まれる。需要の創出により大幅な価格低減・普及拡大が見込まれる。

20112011年度から年度から20142014年度は、年度は、太陽光発電に係る太陽光発電に係るRPSRPS相当量を相当量を、、
他の他のRPSRPS相当量の相当量の22倍倍としてみなす優遇措置を設定としてみなす優遇措置を設定

【【海外の優遇措置例海外の優遇措置例】】

①米国①米国
１）１）kWhkWh当りの当りのRPSRPS証書発行に関し、太陽光発電を優遇証書発行に関し、太陽光発電を優遇

メリーランド州（メリーランド州（22倍）、ペンシルバニア州（倍）、ペンシルバニア州（22倍）、倍）、
ネバダ州（ネバダ州（2.42.4倍）、ニューメキシコ州（風力、水力の倍）、ニューメキシコ州（風力、水力の33倍）倍）

２）目標量のうち、太陽光発電につき、別途導入比率を設定２）目標量のうち、太陽光発電につき、別途導入比率を設定
アリゾナ州、ニュージャージー州、ネバダ州、ペンシルバニア州アリゾナ州、ニュージャージー州、ネバダ州、ペンシルバニア州

②イタリア②イタリア
RPSRPS制度とは別枠で、太陽光発電についてのみ固定価格買取制度を導入制度とは別枠で、太陽光発電についてのみ固定価格買取制度を導入
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BB．温暖化ガス削減取組強化（．温暖化ガス削減取組強化（44））

（（33）法律の改正）法律の改正

①地球温暖化対策推進法の改正①地球温暖化対策推進法の改正

温室効果ガスを一定量以上排出する
者に温室効果ガスの排出量を国に報
告することを義務付ける。

国がそのデータを集計・公表する「温
室効果ガスの算定・報告・公表制度」
を導入。

・排出者自らが排出量を算定するこ
とにより、自主的取組のための基盤
を確立。

・情報の公表・可視化による国民・事
業者全般の自主的取組の促進への
インセンティブ・気運を高める。

【参照元】環境省資料
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BB．温暖化ガス削減取組強化（．温暖化ガス削減取組強化（55））

②改正省エネ法②改正省エネ法

工場

学校デパート ホテルオフィスビル

事業場

エネルギー使用量が多い工場・事業場エネルギー使用量が多い工場・事業場
（（第一種エネルギー管理指定工場））

・エネルギー管理者の選任

・定期報告の作成・提出

・中長期計画の作成・提出

措置事項

エネルギー管理指定工場は毎年1%以上のエネルギー消費削減義務

【参照元】資源エネルギー庁資料

太陽光発電システム導入＝省エネルギー対策と
みなすことができる。
年1%の削減は中長期的な計画の中で達成して

いけばよく、一度に大量導入することが可能。
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CC．見えてくる普及形態（．見えてくる普及形態（11））

（１）水平展開、継続導入（１）水平展開、継続導入

・省エネの一巡⇒更なる削減は新エネ

・実績を求めた大型システム導入拡大

・チェーンストア等への水平展開

・本社から関連会社への助成

（（22）新築物件（特に都心）への導入・緑化義務）新築物件（特に都心）への導入・緑化義務

・・新エネの活用を義務付け新エネの活用を義務付け

例：敷地面積が例：敷地面積が50005000平方メートル以上で、新築ビルを対象に平方メートル以上で、新築ビルを対象に
新エネルギーの活用を義務化新エネルギーの活用を義務化((東京都千代田区）東京都千代田区）

・・緑化の義務緑化の義務（東京都、大阪府、京都府、兵庫県など）（東京都、大阪府、京都府、兵庫県など）

（大阪府の場合）（大阪府の場合）
敷地面積敷地面積1,0001,000平方メートル以上の新築・改築又は増築を平方メートル以上の新築・改築又は増築をする場合はする場合は、、
規則で定める基準規則で定める基準 に従い、当該建築物及びその敷地について緑化に従い、当該建築物及びその敷地について緑化義務化。義務化。
建築物上の緑化面積＝屋上面積建築物上の緑化面積＝屋上面積××2020％％（（PVPVパネルの面積を緑化面積に代替可能）パネルの面積を緑化面積に代替可能）

建材型モジュールの普及建材型モジュールの普及
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CC．見えてくる普及形態（．見えてくる普及形態（22））

（（33）集合住宅をターゲットにした施策）集合住宅をターゲットにした施策

屋上にモジュール設置屋上にモジュール設置
⇒⇒ 共用部への供給共用部への供給 oror 各戸へ小規模に分割し系統連系各戸へ小規模に分割し系統連系

（（44）グリーン調達の強化）グリーン調達の強化

先進国がグリーン調達を徹底していくことにより、先進国がグリーン調達を徹底していくことにより、
開発途上国は開発途上国はCO2CO2削減の取組みを強化する必要がでてくる。削減の取組みを強化する必要がでてくる。

⇒商品のグリーン度を競う環境が更に助長される。⇒商品のグリーン度を競う環境が更に助長される。

福岡県、集合住宅

太陽電池容量／64.5kW

日本初、全世帯に太陽光発電システムを導入した賃貸マンション。
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CC．見えてくる普及形態（．見えてくる普及形態（33））

（（55）排出権取引①）排出権取引①

・環境省による自主参加型国内排出量取引制度

【【国内国内】】

2006年10月18日、国内初の取引として日本電気硝子が船井総研に
CO2200トンの排出権を売却（1トン当り２千円前後と予想）

・民間主体の環境取引所の発足（名古屋、東京、大阪）

環境取引所への参加者は、自主的な温室効果ガス削減目標を設定。
国内の企業間で省エネ技術の移転と排出権取引の仕組みを構成する。
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CC．見えてくる普及形態（．見えてくる普及形態（44））

（（55）排出権取引②）排出権取引②

・ヨーロッパ
【【海外海外】】

・２００３年９月、温室効果ガスの自主削減を目的としたシカゴ気象取
引所が創設された。（民間主導）

・アメリカ東部7州（ニューヨーク州等）が、2009年から発電所を対象と
した排出量取引制度を発足予定

EUでは、2005年1月から排出量取引制度が開始。
EU内の一定規模以上の事業所に上限を割当て、企業間で取引する。
厳しいペナルティあり。日本がCDMにより開発した排出権の売却も可能。

・アメリカ（州レベルでの動きが活発）

太陽光発電による排出権取引の可能性太陽光発電による排出権取引の可能性

通信機能付きインバーターを用い、発電量を一括管理。通信機能付きインバーターを用い、発電量を一括管理。
二酸化炭素削減量をまとめ、排出権取引を行なう等。二酸化炭素削減量をまとめ、排出権取引を行なう等。
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CC．見えてくる普及形態（．見えてくる普及形態（55））

（（66）グリーン電力化（電力小売事業））グリーン電力化（電力小売事業）

SPCSPC等等

グリーン電力としてグリーン電力として
各企業に小売各企業に小売

・大規模太陽光発電システム（・大規模太陽光発電システム（MWMWクラス）を設置し、その発電電力をクラス）を設置し、その発電電力を
グリーン電力として各大手企業に小売する。グリーン電力として各大手企業に小売する。

・埋立処分場跡地等の有効活用にも繋がる。・埋立処分場跡地等の有効活用にも繋がる。
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CC．見えてくる普及形態（．見えてくる普及形態（66））

（（77））CDMCDMによる排出権の取得による排出権の取得

日本国政府による温室効果ガスの排出権購入開始（日本国政府による温室効果ガスの排出権購入開始（20062006年７月）年７月）
NEDONEDOが事業主体となり、民間企業との間で売買契約を結ぶ。が事業主体となり、民間企業との間で売買契約を結ぶ。

日本政府日本政府

プロジェクト事業者プロジェクト事業者

クレジット移転クレジット移転

クレジットクレジット

クレジット（排出権）クレジット（排出権）
発行発行

温室効果ガス温室効果ガス
削減事業削減事業

海外海外 国連国連

排出権購入契約排出権購入契約

削減分の削減分の
排出権排出権

資金資金
技術技術

【参照元】日刊工業新聞（2006.6.7）
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2006年度

84%

16%
2005年度

36%

64%

（（88）官から民へ）官から民へ

太陽光発電設備の導入は、官から民へ移行しつつある。太陽光発電設備の導入は、官から民へ移行しつつある。
今後も民の動きは活性化されていく。今後も民の動きは活性化されていく。

22,303
（84％）

17,874
（64％）

民間

28,143

10,269
（36％）

2005年度

26,674合計

4,371
（16％）

官公庁・自治体

2006年度

官民別システム規模（ｋ官民別システム規模（ｋWW）の内訳）の内訳

官公庁・自治体官公庁・自治体

【データ】ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ事業本部 産業ｼｽﾃﾑ営業部

官公庁・自治体官公庁・自治体

民間民間

民間民間

CC．見えてくる普及形態（．見えてくる普及形態（77））
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CC．見えてくる普及形態（．見えてくる普及形態（88））

（（99）普及を演出するグリーン価値）普及を演出するグリーン価値

これからは・・・これからは・・・

環境貢献環境貢献PRPR、ブランドイメージ、消費電力削減、、ブランドイメージ、消費電力削減、COCO２削減、グリーン電力２削減、グリーン電力

などの総合価値を考慮される。などの総合価値を考慮される。

消費電力削減価値

ｸﾞﾘｰﾝ電力価値

CO2削減価値

環境貢献PR価値

太陽光発電システム
導入により発生する価値

＋＋
＋＋

＋＋

＝＝
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Ｄ．海外の動き（Ｄ．海外の動き（11））

（１）各国の新たな政策目標（１）各国の新たな政策目標
◆再生可能エネルギー（◆再生可能エネルギー（※※）の活用に向けた政策拡大）の活用に向けた政策拡大

＜各国の政策目標＞＜各国の政策目標＞

・Ｅ・Ｅ ＵＵ

・ドイツ・ドイツ

・米・米 国国

・中・中 国国

: : 欧州エネルギー政策（欧州エネルギー政策（20072007年年11月制定）月制定）
目標：再生可能エネルギー比率目標：再生可能エネルギー比率2020％（％（20202020年）年）

: : 連立政権政策協定（連立政権政策協定（20052005年年11月制定）月制定）
目標：再生可能エネルギー比率目標：再生可能エネルギー比率2020％（％（20202020年）年）

: : 包括エネルギー法（包括エネルギー法（20052005年年88月制定）月制定）
目標：再生可能エネルギー比率目標：再生可能エネルギー比率7.57.5％（％（20132013年）年）

: : 再生可能エネルギー法（再生可能エネルギー法（20062006年年11月制定）月制定）
目標：再生可能エネルギー比率目標：再生可能エネルギー比率1010％（％（20202020年）年）

8.0～8.4倍84.15677～711ウォン/kWh2006年韓国

0.1205
0.2108
0.1147
0.1823

電力料金

1.7～2.3倍0.360～0.490ユーロ/kWh2005年イタリア

2.5～4.6倍0.300～0.550ユーロ/kWh2006年フランス

電力会社による買上レートと電力料金が同一（約23円/kWh）1994年日本

2.0～3.8倍0.230～0.440ユーロ/kWh2004年スペイン

2.1～3.0倍0.380～0.542ユーロ/kWh2004年ドイツ

電力料金との比較買上レート導入時期導入国

太
陽
光
発
電

＜各国の電力買上制度導入状況＞＜各国の電力買上制度導入状況＞
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Ｄ．海外の動き（Ｄ．海外の動き（22））

（（22））EUEUの京都議定書達成見込みの京都議定書達成見込み

◆温暖化ガス削減目標（◆温暖化ガス削減目標（19901990年度比の削減目標）年度比の削減目標）

スペイン

イタリア

ベルギー

フランス

国

EU15カ国平均 ▼8.0％の目標に対し▼8.0％見込み

日本 ▼6.0％の目標に対し、8.1％増加している

15.0

▼6.5

▼7.5

0.0

目標値

▼5.8▼24.9▼25.6ギリシア

42.4▼21.0▼21.0ドイツ

▼6.6▼8.6▼6.0オランダ

0.0▼23.5▼12.5英国

見込み見込み目標値国
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A．温暖化ガス削減取組状況

B．温暖化ガス削減取組強化

C．見えてくる普及形態

Ｄ．海外の動き

Ｅ．日本に求められること
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普及基盤の強化普及基盤の強化

・環境会計の定着
・グリーン購入制度の定着

環境価値の上昇環境価値の上昇

・企業のCSRとしての必須事項

・取組の割合がブランド力を左右

HH．日本に求められること．日本に求められること

◆◆ 国内への環境資金投下国内への環境資金投下

環境対策資金の国内投下により醸成される環境スパイラル環境対策資金の国内投下により醸成される環境スパイラル

制度の強化制度の強化//整備整備

・政府としての目標値設定
・自治体・民間へのブレークダウン
・進捗のチェック

環境産業としての育成環境産業としての育成

・環境産業の育成
・経済の活性化

地球環境保全基盤の確立地球環境保全基盤の確立地球環境保全基盤の確立
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II．おわり．おわり

ご清聴ありがとうございました。



-27-


