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Message on Japan’s New 2030 GHG Emissions Reduction Target

CDP welcomes Japan’s announcement to raise the ambition of its NDC, committing to reduce
greenhouse gas emissions by 46% by 2030 from 2013 levels, with a view of raising it to 50% in
the future.
In October last year, Prime Minister Suga announced that Japan aims to achieve carbon
neutrality by 2050. To achieve this goal, it will be necessary to reduce emissions quickly and
steadily. This updated NDC will be an important first step towards achieving Japan’s goal of
carbon neutrality by 2050, outlining a clear direction of travel for the government, as well as for
companies, investors, cities and regions.
However, more ambition will be needed to put Japan on track for 1.5 °C. To be aligned with a
1.5 °C pathway, Japan should look into setting higher target of at least 50%, as soon as
possible. Non-state actors across Japan are already asking for this step: Just this
week, 291 organizations publicly expressed their support for Japan Climate Initiative’s call for
an ambitious 50% 2030 target.
CDP believes in the power of disclosure, and we have worked to enhance environmental
disclosure of companies, financial services, and cities and regions for the past 20 years. Despite
the spread of COVID-19, over 9,600 companies have disclosed their environmental information
via CDP in 2020. This is an increase of 15% compared to 2019. In Japan, 97 companies
have set Science Based Targets – of which, 31 are aligned with a 1.5°C pathway. The actions
and awareness of non-state actors on climate change are rapidly changing and the Government
can build on this non-state actor ambition to raise the bar.
As a leading economy, Japan can pave the way for more global leaders to step up ahead
of COP26, and we look forward to Japan raising its ambition to at least 50%, as soon as
possible.
We look forward our continued partnership with the Government of Japan and stand ready
to support the government in its efforts to achieve a net zero, sustainable future.
Pietro Bertazzi,
Global Director, Policy Engagement

2021年4月22日
日本の新たな2030年温室効果ガス排出削減目標に寄せて
CDPは、日本の2030年度の温室効果ガス削減目標が、2013年度比で、50%削減も視野に入
れつつ、46%削減に引き上げられたことを歓迎します。
昨年10月、菅総理大臣は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを発表しました。
この目標を達成するためには、排出量を早急かつ着実に削減する必要があります。今回引き
上げられた2030年度目標は、2050年までにカーボンニュートラルを達成するための重要な
第一歩であり、日本政府、そして、企業、投資家、自治体に対して、今後歩むべき方向を明
確に示すものです。
しかし、気温上昇を1.5度に抑えるためには、より高い目標が求められます。1.5度への経路
に沿うためには、早急に、最低でも50%まで削減目標を引き上げることを検討すべきです。
日本の非政府アクターは既にこれを支持しており、気候変動イニシアティブ（JCI）のメッ
セージには291団体の賛同が集まりました。
CDPは、情報開示の効用を信じ、過去20年にわたり、企業、金融機関、自治体の環境情報
開示を促してきました。2020年は、新型コロナウイルスの影響があるにもかかわらず、9,600
社を超える企業がCDPを通じて情報開示を行いました。これは、前年度比で15%の増加と
なります。また、日本では、97社が科学に基づいた目標（SBT）を設定しており、うち31社
が1.5度目標に沿った目標を設定しています。このように、非政府アクターの気候変動に関
する行動と意識は急速に変化しており、日本政府はこうした非政府アクターの取組を基盤
として目標を高めることができます。
日本が先進国として率先して気候変動に取り組むことは、より多くの世界のリーダーが
COP26に先立って目標を引き上げることにつながります。CDPは、日本が早急に50%以上
に目標を引き上げることを期待します。
CDPは、カーボンニュートラル目標の達成と持続可能な未来の実現に向けて、今後も日本
政府との協力関係を維持し、その取組を支援していく所存です。
グローバルディレクター（政策エンゲージメント担当）
ピエトロ・ヴェルタッツィ

