
各 国 の 基 本 デ ー タ
（対象年：１９９９年）

今 回 の 調 査 国 参 考 備考

ドイツ フランス ベルギー スウェーデン フィンランド デンマーク 日本 アメリカ

面 積 ３５．７万k㎡ ５４．７万k㎡ ３．１万k㎡ ４５．０万k㎡ ３３．８万k㎡ ４．３万k㎡ ３７．８万k㎡ ９６２．８万k㎡ ※１

（対日本比） （９４％） （１４５％） （８％） （１１９％） （８９％） （１１％） （２，５４７％）

人 口 ８，２１０万人 ６，０３０万人 １，０２０万人 ８９０万人 ５２０万人 ５３０万人 １億２，６７０万人 ２億７，３００万人

（対日本比） （６５％） （４８％） （８％） （７％） （４％） （４％） （２１５％） ※２

【1990年からの伸び】 【３％】 【４％】 【３％】 【３％】 【４％】 【４％】 【３％】 【９％】

ＧＤＰ ２兆６，０３０億US$ １兆６，９８０億US$ ３，０４０億US$ ２，６７０億US$ １，５７０億US$ ２，０００億US$ ５兆３，５６０億US$ ８兆５，８８０億US$

（対日本比） （４９％） （３２％） （６％） （５％） （３％） （４％） （１６０％）

【1990年からの伸び】 【１５％】 【１５％】 【１９％】 【１５％】 【１７％】 【２２％】 【１２％】 【３２％】

一次エネルギー総供給 ３３７Ｍtoe ＊ ２５５Ｍtoe ５９Ｍtoe ５１Ｍtoe ３３Ｍtoe ２０Ｍtoe ５１５Ｍtoe ２，２７０Ｍtoe

（対日本比） （６５％） （５０％） （１１％） （１０％） （６％） （４％） （４４１％）

【1990年からの伸び】 【－５％】 【１３％】 【２１％】 【９％】 【１６％】 【１２％】 【１７％】 【１８％】

一人当たり一次エネルギー ４．１toe/人 ４．２toe/人 ５．７toe/人 ５．８toe/人 ６．５toe/人 ３．８toe/人 ４．１toe/人 ８．３toe/人

総供給

（対日本比） （１００％） （１０２％） （１３９％） （１４１％） （１５９％） （９３％） （２０２％）

【1990年からの伸び】 【－８％】 【９％】 【１８％】 【６％】 【１２％】 【９％】 【１５％】 【８％】

石油：４０％ 石油：３５％ 石油：４１％ 石油：２８％ 石油：３１％ 石油：４７％ 石油：５２％ 石油：３９％

石炭：２４％ 天然ガス：１４％ 石炭：１３％ 水力：１２％ 石炭：１６％ 石炭：２３％ 石炭：１７％ 石炭：２４％

一次エネルギーの主な構成 天然ガス：２１％ 原子力：４０％ 天然ガス：２３％ 原子力：３７％ 原子力：１８％ 天然ガス：２２％ 原子力：１６％ 天然ガス：２３％

原子力：１３％ 原子力：２２％ バイオマス・廃棄物： バイオマス・廃棄物： 太陽光/風力/他：１％ 原子力：９％

１７％ １９％

発電電力量 ５，５１３億kWh ５，１９８億kWh ８３４億kWh １，５５２億kWh ６９４億kWh ３８９億kWh １兆５７０億kWh ３兆９，１０２億kWh

（対日本比） （５２％） （４９％） （８％） （１５％） （７％） （４％） （３７０％）

【1990年からの伸び】 【１％】 【２５％】 【１９％】 【６％】 【２８％】 【５１％】 【２４％】 【２３％】

一人当たり発電電力量 ６，７２０kWh/人 ８，６２０kWh/人 ８，１６０kWh/人 １７，５２０kWh/人 １３，４４０kWh/人 ７，３００kWh/人 ８，３４０kWh/人 １４，３２０kWh/人

（対日本比） （８１％） （１０３％） （９８％） （２１０％） （１６１％） （８８％） （１７２％）

【1990年からの伸び】 【－３％】 【２０％】 【１６％】 【３％】 【２３％】 【４６％】 【２１％】 【１３％】

石炭：５２％ 原子力：７６％ 原子力：５９％ 原子力：４７％ 原子力：３３％ 石油：５２％ 原子力：３０％ 石炭：５２％

発電電力量の主な構成 原子力：３１％ 水力：１４％ 天然ガス：２３％ 水力：４６％ 石炭：２１％ 石炭：２４％ 石油：１７％ 原子力：２０％

天然ガス：１０％ 石炭：６％ 石炭：１５％ 水力：１８％ 天然ガス：１３％ 天然ガス：２２％ 天然ガス：１６％

太陽光/風力/他：１％ 太陽光/風力/他：８％ 石炭：２１％

京都議定書に基づく総温室

効果ガス排出量削減目標値 －２１％ ±０％ －７．５％ ＋４％ ±０％ －２１％ －６％ － ※３

１２億２，５００万tCO2 ５５億８，５００万tCO2CO2排出量 ８億５，８５０万tCO2 ４億４７０万tCO2 １億２，５６０万tCO2 ５，６５０万tCO2 ６，４２０万tCO2 ５，７００万tCO2

（対日本比） （７０％） （３３％） （１０％） （５％） （５％） （５％） （４５６％）

【1990年からの伸び】 【－１５％】 【４％】 【７％】 【２％】 【６％】 【８％】 【９％】 【１４％】

一人当たりCO2排出量 １０．５t CO2/人 ６．７t CO2/人 １２．３t CO2/人 ６．４t CO2/人 １２．４t CO2/人 １０．７t CO2/人 ９．７t CO2/人 ２０．５t CO2/人

（対日本比） （１０８％） （６９％） （１２７％） （６６％） （１２８％） （１１０％） （２１１％）

GDP当たりCO2排出量 ３３０g CO2/US$ ２３８g CO2/US$ ４１４g CO2/US$ ２１１g CO2/US$ ４０９g CO2/US$ ２８５g CO2/US$ ２２９g CO2/US$ ６５０g CO2/US$

（対日本比） （１４４％） （１０４％） （１８１％） （９２％） （１７９％） （１２４％） （２８４％）

＊ Ｍｔｏｅ→石油換算百万トン（Ｍｉｌｌｉｏｎ ｔｏｎｓ ｏｆ ｏｉｌ ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ）

【作成：福島県エネルギー政策検討会】

【出所：※１ 外務省ＨＰ ※２ Energy Balances of OECD Countries(IEA) ※３ 国連気候変動枠組み条約締約国会議他】

【資料№２】


