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１ 地球温暖化／気候変動問題と人権

人間活動によって自然の吸収量を超えて排出された二酸化炭素など温室効果ガスが地球

の温暖化をもたらし，気候を乱し始めている。UNEP（国際連合環境計画）と WMO（世

界気象機関）によって設立された IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第４次評価報

告書によれば，温室効果ガスの排出が現在以上の割合で増加し続けた場合，１９８０年～１９９９

年と比較した２１世紀末（２０９０年～２０９９年）における世界平均地上気温の予測上昇量は，最

大６．４℃に及ぶ。気温の上昇とともに，海面の上昇，洪水や干ばつなど異常気象の頻発，

ハリケーンなどの巨大化，感染症地域の拡大，熱中症による死亡の増大，多くの種が絶滅

の危機に瀕するなど，さまざまな悪影響が一層深刻になると予測されている。

このように，地球温暖化の進行は今世紀に入って一層加速的で，地球規模でも国内的に

も深刻かつ重要な人権問題と位置付けられる問題となってきている。二酸化炭素など温室

効果ガスはきわめて安定した物質で，自然吸収量を超えて排出された温室効果ガスは長く

大気中に存在し続ける。即ち，現在世代の人為的排出が将来世代の生存を脅かし，現在に

おいてもとりわけ途上国で多くの生命・健康を危険に曝しており，緊急の人権問題である。

IPCC は第１次評価報告書で既に，地球温暖化を止めていくには人為的な排出量を自然

吸収量の範囲内まで削減する必要があり，直ちに，世界の排出量を６０％以上削減する必要

があることを指摘していた。IPCC 第３次及び第４次評価報告書では，世界の平均気温の

上昇を産業革命の前から２℃を超えないようにして，現在及び将来世代への地球温暖化の

悪影響を最小限にとどめるためには，世界全体で今後１０～１５年以内に排出のピークを迎

え，２０５０年までに現状から半減を超える削減が必要としている。先進国は２０２０年までに

１９９０年比２５～４０％，２０５０年には８０％の削減が必要とされる。このことは，２００７年１２月，イ

ンドネシア・バリでの気候変動枠組条約第１３回締約国会議でも確認されている。図０－１

は，そのバリ合意を図示したものである。

はじめに
今，なぜ，日弁連が温暖化問題に取り組むのか

図０－１ COP１３バリ合意における世界と先進国の削減の経路（気候ネットワーク作成）
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このような国際社会の取組みによっても，２℃程度の気温上昇は避けられない。しか

も，２００６年１０月，当時の英国のブラウン財務相（現英国首相）の委嘱を受けた元世界銀行

チーフエコノミストのトッド・スターン卿による「気候変動の経済学（スターンレビ

ュー）」によれば，温暖化対策のコストは GDP の１％程度であるが，対策をとらない場

合の損失は GDP の５～２０％にも及ぶ。排出削減とともに，進行する温暖化への適応も緊

急の課題となっている。

２００９年７月の G８ラクイラ（イタリア）サミットでは，日米を含めて，産業化以前の水

準からの世界全体の平均気温の上昇が２℃を超えないようにすべきとの科学的見解ととも

に，２０５０年までに世界全体の排出量を少なくとも５０％削減していくために，先進国は全体

で，１９９０年比またはより最近の年と比して２０５０年までに８０％以上削減すべきとの認識を共

有した。日本において，２０５０年までに８０％以上削減し，低炭素社会に移行させていくため

の法的戦略を立て，これを実現していくために，日本弁護士連合会はこれまで公害被害者

の救済，被害の再発，拡大防止に取り組んできた経験を活かし，総力を挙げて貢献すべき

である。

２ コペンハーゲン合意と８０％削減への道筋

私たちが第５２回人権擁護大会で地球温暖化問題を取り上げる意義はそれだけではない。

２００９年１２月にコペンハーゲンで開催される気候変動枠組条約第１５回締約国会議（COP１５）

で，１９９７年に採択された京都議定書に定めのない２０１３年以降の先進国の削減目標及び主要

途上国の削減行動などについて国際合意を得ることは，京都議定書第１約束期間との間に

空白期間を設けないために不可欠であり，このコペンハーゲン合意の成否に人類の生存が

かかっているといっても過言ではない。日本は先進国の一員として，国内の排出削減のた

めの政策措置を整備し，コペンハーゲン合意に応分の貢献をなすべきである。しかし，こ

れまでの日本は，経済への悪影響を懸念し，京都議定書採択後も排出削減に実効性のある

政策措置を導入せず，事業者や家庭の自主的取組みに委ねてきた。科学の要請に応える中

長期削減目標の設定とその目標達成のための戦略を描けないまま，２００７年には１９９０年比で

９％も排出が増加しており，京都議定書に定める６％削減目標の達成も危うい実情にある。

今年９月に発足した新政権は，これを大きく転換し始めたところである。

COP１５で期待されている合意とは，地球規模で排出削減への道筋を合意し，気温の上

昇を２℃未満にとどめることで将来世代のリスクを最小化し，低炭素経済に移行させてい

くための合意であり，日本については８０％削減への道筋である２０２０年目標についての国際

合意である。温暖化への挑戦は，子どもたち将来世代の生きる地球環境や経済構造を私た

ちが選択するという，かつて人類が経験したことのない時代を迎えたことを意味する。コ

ペンハーゲン合意は，そうした人類の文明史的転換への挑戦の第１歩となるものである。

炭素排出制約を所与の条件として，将来世代の安全な大気と地球環境と生存の経済的・

社会的基盤を守っていくために，今，それぞれの立場で取り組むべきである。

３ 本基調報告の構成

基調報告は，以下の構成からなる。

第１部… 進行する地球温暖化問題を，科学の視点と，人の生活や人間活動，生態系な
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どへの広範な影響について人権の観点からとらえて，提言している。

第２部… 地球規模で見渡したとき，欧州諸国だけでなく，米国や途上国を含めて，世

界は既に低炭素経済の構築へと動きだしている。日本の排出が増加し続けてき

た要因を分析し，これまでの日本の政策や経済界の対応が旧態然としたその場

しのぎの対策にとどまり，遅れをとっている現実を指摘している。

第３部… 日本の低炭素経済・社会をどのように実現するか，その道筋を描こうとする

ものである。

まず，第１で，バックキャスティングの手法によって，先進国の一員である

日本が取り組むべき目標を掲げることの重要性を指摘する。第２に，目標達成

のための政策手法を検討し，経済的手法の導入の重要性を指摘し，第３で部門

別の排出の実態に基づき必要な削減策を概観する。

具体的な対策の柱として，炭素に価格を付ける政策が重要であり，第４及び

第５で，発電所や工場などの大規模排出源へのキャップ＆トレード型国内排出

量取引制度を導入し，家庭や中小事業者など小口部門には炭素税を基本とする

ことを提示し，その制度設計にも言及している。

第６では，低炭素型の都市構造への転換と，自動車依存から脱却しサスティ

ナブルシティへの移行をすることを求め，第７では民生部門の業務・家庭での

削減対策及び廃棄物部門での削減について述べている。

第８では自治体の役割，第９では低炭素経済を実現していく消費者・市民，

投資家などと事業者との関係の変化や情報の活用の新たな取組みを紹介する。

第１０では地球温暖化に関する政治方針や政策の意思決定への市民の参加の重

要性を提案し，具体的参加の仕組みや実効性について，司法制度の活用を含め，

具体的仕組みなどを提言している。

第４部… エネルギー供給に関連して，原子力と地球温暖化対策との関係について詳述

し，再生可能エネルギーの拡大のための固定価格買取制度について提言してい

る。

第５部… 低炭素経済・社会における森林のあり方について，森林の多面的機能をより

高める視点から包括的に述べる。

第６部… 日本など先進国でも待ったなしとなった，適応対策について提言している。

おわりに，本シンポジウム後の課題をまとめている。

４ 本シンポジウムの企画と狙い

COP１５の直前に開催される本シンポジウムは，日弁連として，広く地球温暖化問題に

ついての国内世論を高め，日本の積極的な中長期排出削減目標の設定と目標達成のための

政策の具体化を推進し，COP１５における合意形成に寄与していこうとするものである。

COP１５でコペンハーゲン合意を得ることは，現在及び将来世代の安全とすべての生態

系の保全に不可欠である。そこでの日本の削減約束を達成していくための法的整備は，こ

れからである。政治的意思が問われる温暖化対策の大転換は，市民の政治参加なくしては

実現しない。地球温暖化対策には政治のリーダーシップが不可欠である。

折しも，２００９年９月に政権交代があり，新政権は科学の要請を受け止め，１９９０年比２５％
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削減目標を掲げ，その実現に向けて国内排出量取引制度や再生可能エネルギーの固定価格

買取制度の導入など積極的な温暖化対策をとる政治姿勢を国際社会に向けて表明した。そ

の実現は，われわれ国民の課題でもある。こうした時に，当連合会としても，実効性のあ

る具体的制度案を提案していくとともに，削減の実施の一翼も担っていく責務がある。本

シンポジウムが，日本の政治の大きな転換期にあって，政策決定プロセスへの市民の実質

的参加の試金石として，地球温暖化問題における日弁連の役割を見いだしていく場ともな

っていくことを期待している。
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第１部
地球温暖化は深刻な人権問題である

第１ はじめに

地球温暖化による気候変動は，人の生命・健康に重大な危険を生じさせる深刻な人権問

題である。

２００５年８月に発生したハリケーン・カトリーナのニュースを記憶している人は多いだろ

う。最大瞬間風速７６m／秒，アメリカのニューオーリンズ市では陸地面積の８割が水没

し，４８万人の市民に避難命令が出されたという記録的な大型ハリケーンである。死者１８００

余名，行方不明者７００余名，復旧対策費６兆円超というその被害規模もさることながら，

被災後に治安が極端に悪化し略奪（救援車両の襲撃を含む。）事件が多発したとか，軍や

警察が派遣されてようやく治安が回復したとか，予め避難命令が出ていたのに移動手段を

持たない低所得者が取り残され被害が拡大したとか，被害を受けたのが主に黒人の低所得

者だったために当時のブッシュ政権の対応が遅れたとか，２万人以上が避難した球場で感

染性胃腸炎が集団発生したとか，さまざまなニュースが連日のように取り上げられ，これ

が先進国のアメリカで起こったことなのかと，痛ましさと同時に大きな驚きをもって迎え

られたニュースである。

日本でも２０００年の東海豪雨，２００４年の新潟・福島豪雨では，いずれも死者１０名超，床上

浸水２万棟超の被害を出し，１９９３年の大冷害で米が不足しタイ米が輸入されたことなども

記憶に新しい。天気のニュースで，「記録的な猛暑」「記録的な集中豪雨」「記録的な日照

り不足」など，「記録的」という言葉を聞くことは今や珍しくもない。もはや異常気象で

ある方が日常的という感さえある。上記のハリケーン・カトリーナも，当時は観測史上４

番目の規模といわれたが，同じ年にハリケーン・リタ，さらにはハリケーン・ウィルマが

記録を塗り替え，ハリケーン・カトリーナは瞬く間に観測史上６番目になってしまった。

異常気象が増えている──。これは，世界の人々が実感として感じていることではない

だろうか。

地球温暖化は，単に地球の気温が上がる（温暖化する）ことではなく，安定的な気象シ

ステムの破壊を意味する。ごく大雑把にいえば，乾燥した地域はより乾燥し，雨の多かっ

た地域はより一層雨が多くなり，ハリケーンや台風，サイクロンなどはより大型化する。

その意味で，「地球温暖化」という言葉は問題の本質をごく一部しか表していない。

地球温暖化は，人間の暮らしばかりでなく，他の生き物たちの暮らしにも影響を与える。

生物多様性の喪失を招く原因としては，一般的に，生息地の破壊や生物資源の過度の利用，

外来種の持ち込みなどが指摘されるが，地球温暖化は，生物多様性のさらなる喪失を引き

起こす原因として，その重大性が改めて認識されなければならない。

生物多様性の重要性については今さら言及するまでもないであろう。ここでは，生物多

様性の問題が人権問題であることだけを指摘しておく。毎日の食卓に上る食べ物から暮ら

しに必要な家具や薬に至るまで，生物由来の資源は多く，私たちの暮らしが生物多様性に

第１部 地球温暖化は深刻な人権問題である
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支えられていることを疑う者はあるまい。先進国の都市部で暮らしていても生物多様性と

日々の生活とは切っても切り離せないものであるが，世界には，水道水の代わりに川の水

や井戸の水を飲み，店で食料品を買う代わりに森や湖から採れる動植物を食べ，電気やガ

スの代わりに薪で暖を取って暮らしている人々がたくさんいる。このような暮らしをする

人々は，先住民族や貧しい人々など社会的弱者であることが多く，その生活は，周囲の環

境がもたらす生物資源や生態系サービスに直接的に依存している。即ち，豊かな生態系は

その人々の生活の基盤であると同時に，文化そのものでもある。地球温暖化は，あらゆる

生き物の生息分布や行動パターンの変化をもたらし，生態系への依存度の高いこうした

人々の暮らしに深刻な打撃を与えると考えられる。さらに注意しなければならないのは，

地球温暖化自体が生物多様性の喪失を引き起こすことに加え，人間が地球温暖化対策とし

て行う行為が生物多様性のさらなる喪失を引き起こす場合もあることである。例えば，昨

今，化石燃料に代わるものとしてバイオ燃料の利用が促進されている。バイオ燃料が高値

で取引されることが，森林を伐採してバイオ燃料の原料となるアブラヤシのプランテーシ

ョンに変えようという圧力となり，東南アジアなどにおいて森林の伐採を加速化している。

森を切り開くために，その森に暮らす先住民を強制的に（ときには暴力的に）他の土地へ

移住させるといった直接的な人権問題も，現実に起こっている。ここでもまた，被害者の

大多数は貧困層や先住民族である。強制移住の際に死傷者が出たり，移住先での生活手段

が確保されずに生活が崩壊するなどの事例も多く報告されている。

生物多様性の問題も，人権問題である。

以下，地球温暖化のメカニズムについて概観した上で，温暖化の被害について述べる。

第２ 地球温暖化問題の概要と原因

１ はじめにーグスコーブドリの伝記（宮沢賢治）

大気の温室効果を最初に予言したのは，ジョゼフ・フーリエ（１７６８～１８３０）である。

フーリエは，「実際の地球が暖かいのは，宇宙へと逃げていくはずの地球放射を大気が

吸収しているからだ」と述べ，温室効果を予言していたという。

宮沢賢治の童話「グスコーブドリの伝記」（１９３２年）では，大気中の二酸化炭素の増

加によって，イーハトーヴが冷害から救われたとされている。この時，宮沢賢治は既に

二酸化炭素と気候変動の関係を知っていたことになる。このことは，既に多くのメディ

アに紹介されているが，この物語の価値はいささかも色あせることはない。その一節を

引用する。

そしてちょうどブドリが二十七の年でした。どうもあの恐ろしい寒い気候がまた来る

ような模様でした。測候所では，太陽の調子や北のほうの海の氷の様子から，その年の

二月にみんなへそれを予報しました。それが一足ずつだんだんほんとうになって，こぶ

しの花が咲かなかったり，五月に十日もみぞれが降ったりしますと，みんなはもうこの

前の凶作を思い出して，生きたそらもありませんでした。クーボー大博士も，たびたび

気象や農業の技師たちと相談したり，意見を新聞へ出したりしましたが，やっぱりこの

激しい寒さだけはどうともできないようすでした。

第１部 地球温暖化は深刻な人権問題である
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ところが六月もはじめになって，まだ黄いろなオリザの苗や，芽を出さない木を見ま

すと，ブドリはもういても立ってもいられませんでした。このままで過ぎるなら，森に

も野原にも，ちょうどあの年のブドリの家族のようになる人がたくさんできるのです。

ブドリはまるで物も食べずに幾晩も幾晩も考えました。ある晩ブドリは，クーボー大博

士のうちをたずねました。

「先生，気層のなかに炭酸ガスがふえて来れば暖かくなるのですか。」

「それはなるだろう。地球ができてからいままでの気温は，たいてい空気中の炭酸ガ

スの量できまっていたと言われるくらいだからね。」

「カルボナード火山島が，いま爆発したら，この気候を変えるくらいの炭酸ガスを噴

《ふ》くでしょうか。」

「それは僕も計算した。あれがいま爆発すれば，ガスはすぐ大循環の上層の風にまじ

って地球ぜんたいを包むだろう。そして下層の空気や地表からの熱の放散を防ぎ，地

球全体を平均で五度ぐらい暖かくするだろうと思う。」

「先生，あれを今すぐ噴かせられないでしょうか。」

「それはできるだろう。けれども，その仕事に行ったもののうち，最後の一人はどう

しても逃げられないのでね。」

「先生，私にそれをやらしてください。どうか先生からペンネン先生へお許しの出る

ようおことばをください。」

「それはいけない。きみはまだ若いし，いまのきみの仕事にかわれるものはそうはな

い。」

「私のようなものは，これからたくさんできます。私よりもっともっとなんでもでき

る人が，私よりもっと立派にもっと美しく，仕事をしたり笑ったりして行くのですか

ら。」

「その相談は僕はいかん。ペンネン技師に話したまえ。」

ブドリは帰って来て，ペンネン技師に相談しました。技師はうなずきました。

「それはいい。けれども僕がやろう。僕はことしもう六十三なのだ。ここで死ぬなら

全く本望というものだ。」

「先生，けれどもこの仕事はまだあんまり不確かです。一ぺんうまく爆発してもまも

なくガスが雨にとられてしまうかもしれませんし，また何もかも思ったとおりいかな

いかもしれません。先生が今度おいでになってしまっては，あとなんともくふうがつ

かなくなると存じます。」

老技師はだまって首をたれてしまいました。

それから三日の後，火山局の船が，カルボナード島へ急いで行きました。そこへいく

つものやぐらは建ち，電線は連結されました。

すっかりしたくができると，ブドリはみんなを船で帰してしまって，じぶんは一人島

に残りました。

そしてその次の日，イーハトーヴの人たちは，青ぞらが緑いろに濁り，日や月が銅

《あかがね》いろになったのを見ました。

けれどもそれから三四日たちますと，気候はぐんぐん暖かくなってきて，その秋はほ

ぼ普通の作柄になりました。そしてちょうど，このお話のはじまりのようになるはずの，
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たくさんのブドリのおとうさんやおかあさんは，たくさんのブドリやネリといっしょに，

その冬を暖かいたべものと，明るい薪《たきぎ》で楽しく暮らすことができたのでした。

宮沢賢治『童話集 風の又三郎』（岩波文庫，岩波書店）より

ところで，現実の火山の爆発は，むしろ寒冷化を引き起こす原因となってきたことが

指摘されている。大規模な火山の爆発は，１つの文明を消滅させるほどの威力を持って

いることも徐々に分かってきた１。

私たちは，現在，火山ではなく，自分達が人工的に排出した炭酸ガス（二酸化炭素）

の増加によって，深刻な地球温暖化問題に直面している。

自然のメカニズムは，まことに複雑で繊細である。私たちは，まだその一部しか知ら

ないことを銘記すべきである。

２ 地球温暖化問題に関する科学の現在の到達点

地球温暖化問題とは，「人間活動のせいで地球全体の温度が上がっていくという問

題」２である。

地球温暖化問題に関する科学的な判断基準の提供を目的として，１９８８年，IPCC（In-

tergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に関する政府間パネル）が設立

された。最新の２００７年「第４次評価報告書統合報告書」は，１３０か国以上からの代表執

筆者約４５０名及び執筆協力者約８００名の寄稿により，さらに２５００名以上の専門家による査

読を経て作成されている。

IPCC に対する信頼の根源は，世界中から結集されたそれぞれ立場の異なる多数の科

学者が，独自の調査や研究を行うのではなく，既に発表されている膨大な数の論文を調

査して評価を行い，コンセンサスを得ているという点にある。

２００７年「第４次評価報告書統合報告書」は，以下のとおり述べている３。

・気候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは，大気や海洋の世界平均温度

の上昇，雪氷の広範囲にわたる融解，世界平均海面水位の上昇が観測されていること

から今や明白である（図 SPM．１）。｛１．１｝

・すべての大陸及びほとんどの海洋での観測によって得られた証拠は，多くの自然シス

テムが，地域的な気候変動，とりわけ気温上昇の影響を受けつつあることを示してい

る。｛１．２｝

・多くは適応や気候によらない要因のために識別することが困難であるものの，地域的

な気候変動が自然・人間環境に及ぼすその他の影響が現れていることは，確信度が中

程度である。｛１．２｝

・世界の温室効果ガスの排出量は，工業化以降，人間活動により増加しており，１９７０年

＊１ アル・ゴア『地球の掟―文明と環境のバランスを求めて』（ダイヤモンド社，１９９２年），とりわけ第３章「気候と文

明の歴史」

２ 江守正多『地球温暖化の予測は「正しい」か？不確かな未来に科学が挑む』１６頁（化学同人，２００８年）

３ http : //www．env．go．jp/earth/ipcc／４th/syr_spm．pdf「政策決定者向け要約」から抜粋，この要約は合計２２頁で，

要点が簡潔に網羅されている。
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から２００４年の間に７０％増加した（図 SPM．３）。｛２．１｝

・世界の CO２，メタン（CH４）及び一酸化二窒素（N２O）の大気中濃度は，１７５０年以降

の人間活動の結果，大きく増加してきており，氷床コアから決定された，工業化以前

の何千年にもわたる期間の値をはるかに超えている。｛２．２｝

・２００５年における大気中 CO２濃度（３７９ppm）及びメタン濃度（１７７４ppb）は，過去約

６５万年間の自然変動の範囲をはるかに上回っている。世界の大気中の CO２濃度上昇の

主要な原因は化石燃料の使用であり，土地利用の変化も重要であるがその影響は小さ

い。観測されたメタン濃度の増加は主として農業や化石燃料の使用による可能性が非

常に高い。メタン濃度の増加率は１９９０年代はじめ以降，鈍化した。これは，この時期

の総排出量（人為起源及び自然起源の排出量の合計）がほぼ一定であったことと整合

している。N２O 濃度の増加は主として農業によるものである。｛２．２｝

・１７５０年以降の人間活動が，正味の温暖化効果を持つとの結論の確信度は非常に高い。

｛２．２｝

・２０世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは，人為起源の温室効果

ガス濃度の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高い。過去５０年にわ
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たって，各大陸において（南極大陸を除く），大陸平均すると，人為起源の顕著な温

暖化が起こった可能性が高い（図 SPM．４）。｛２．４｝

・温室効果ガスの排出が現在以上の速度で増加し続けた場合，２１世紀にはさらなる温暖

化がもたらされ，世界の気候システムに多くの変化が引き起こされるであろう。その

規模は２０世紀に観測されたものより大きくなる可能性が非常に高い（表 SPM．１，図

SPM．５）。｛３．２．１｝

３ 温暖化の基本的なメカニズム

なぜ，二酸化炭素が増えると，温暖化するのだろうか。本項では，その基本的なメカ

ニズムをみてみよう。この基本的な理解は，後記のいわゆる懐疑論を考える上でも役に

立つ。

第１部 地球温暖化は深刻な人権問題である

－ 12 －



なお，こうした科学的解説についての文献は多数ある。その中でも藤倉良，藤倉まな

み『文系のための環境科学入門』１７１頁～２０４頁（有斐閣，２００８年９月）が最もわかりや

すい。以下では，このテキストやいくつかの文献に基づき，温暖化のメカニズムについ

て，できる限りわかりやすい解説を心がけた。

�１ 物の温度は分子の運動量で決まること

そもそも物質の温度は何によって決まるか。物はすべて分子や原子で出来ている。

分子レベルで観察すれば，物の温度を決定するのは，分子や原子の運動の激しさであ

る。「温かい物体ほど，分子は激しく運動している。温度が下がるほど分子運動は遅

くなり，最後には停止してしまう。」「停止よりも遅い状態はないから，それより低い

温度は存在しない。」「この状態を絶対零度といい，－２７３．１５℃である。」

このことを，フライパンとガスレンジで説明しよう。「フライパンを火のついたガ

スレンジに乗せて温めれば，まもなく柄まで温まる。」「分子のレベルで観察すれば，

フライパンがガスレンジに乗せられると」「鉄の原子が激しく振動を始める。その振

動が鉄原子間の結合を通して，近くの原子へ次々に伝えられる。」これが，物が温か

くなるメカニズムである。

では，反対に冷たくなる時はどうか。ガスを止めればフライパンは「次第に冷めて，

最後に部屋の温度と同じになる。」この時「フライパン周辺の空気は温まっているか

ら，少なくとも一部の熱が空気に伝導したはずである。」

しかし，空気への伝導だけでは説明がつかないことがある。「熱したフライパン近

くに手をかざすと『熱』を感じる。けれども，フライパンと手の間にまな板を立てた

ら，熱を感じなくなる。」「熱がすべて空気に伝導するだけなら，このような感じ方は

しないはずである。」

実は「フライパンから赤外線が輻射されている。」「手をかざせばこの赤外線を受け

るので，『熱』を感じるのである。間にまな板を置けば，それが赤外線をさえぎるの

で，手は『熱』を感じなくなる。」

「フライパンが持つ熱エネルギーは赤外線となって周囲の空間に輻射されるので，

次第に冷めていく。最後には部屋の温度と同じになる。ただし，周囲の空気も熱を持

っているので，フライパンが室温よりも冷たくなることはない。」

�２ 地球の温度はどう決まるのか

では，地球の温度はどのように決まるのか。地球の熱のほとんどは太陽光が生み出

している。ガスレンジとフライパンの関係は，太陽と地球についても，そのまま当て

はまる。

太陽中心部では，水素原子が融合してヘリウム原子に変化する核融合反応が起き，

大量のガンマ線が発生している。さらに，ガンマ線は，近くのガスに吸収されてエッ

クス線として放出される。そして，エックス線が太陽の外側に到達した頃には，ほと

んどが紫外線，可視光線，赤外線となる。これが，太陽光の成分である。なお，ガン

マ線，エックス線，太陽光，電波は全て電磁波に分類されており，太陽光の周波数は，

通信に使用される電波よりも高い周波数の電磁波である。

紫外線は成層圏のオゾン層で９０％以上がカットされるが，近年南極や北極でオゾン

層が薄くなる問題が報告されている。これがオゾンホールの問題である。可視光線，
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赤外線は，大気圏中に届き，可視光線は光を生みだし，赤外線は熱を生み出す。ただ

し，大気圏中での反射・散乱・吸収などによって平均４割が減衰する。

その一方で，地球は，太陽から受け取ったエネルギーと同じ量のエネルギーを宇宙

空間に向けて放出している。そうでなければ，太陽から受け取ったエネルギーがどん

どん蓄積され，地球は灼熱地獄となってしまうはずである。

実は，フライパンと同様，地球も赤外線を輻射している。地球に入ってくる全ての

エネルギーと，出ていく全てのエネルギーは，１つのシステムと考えることができ，

その合計は均衡が保たれている。これを，地球のエネルギー収支という。

�３ 温室効果ガスの役割

ところで，昼間太陽が出ている時は暑く，夜太陽が沈めば涼しく（寒く）なること

は誰でも知っている。真空中の光の速さは，毎秒約３０万 km であり，太陽光が太陽か

ら放たれて地上に到達するまでの時間は約８分である。太陽光はわずか８分の寿命し

かない。

では，太陽が沈んだ後の地球の夜は，熱源がなくなり分子運動はどんどん遅くなる

はずなのに（冒頭にみたように分子運動が停止した状態が絶対零度－２７３．１５℃である），

なぜ，極端に寒くなることがないのか。

実は，地表面から輻射された赤外線は，全部そのまま宇宙に消えていくわけではな

く，大気中にある二酸化炭素などのガスの分子が，赤外線の一部を吸収している。こ

の点が，温暖化のメカニズムの核心部分である。

即ち，水蒸気（H２O），二酸化炭素（CO２），メタン（CH４）などの気体は，赤外線

のエネルギーを吸収する効果がある。太陽が発する赤外線は電磁波の一種であり，電

磁波は電気的な偏りをもつ粒子を振動させる。これを応用したものが電子レンジであ

る。電子レンジは，マイクロ波（これも電磁波の一種である）を用いて加熱する。CO２

にも，ごくわずかな電気的偏りが，一時的に生ずることがある。

このため，CO２が電磁波を浴びると，CO２分子がもつ２箇所の「C と O の結合部

分」が，バネのように伸び縮みしたり，折れ曲がったりし，CO２分子は振動して，熱

が発生する。こうした振動を引き起こすことのできる電磁波は，赤外線だけである。

赤外線を浴びたときに伸び縮みしたり，折れ曲がったりするのは，CO２分子がもつ，

「C と O」，H２O 分子が持つ「H と O」のように，異なる種類の原子をつなぐ結合部

分だけである。N２（窒素）や O２（酸素）のように，１種類の原子だけからなる分子

は，赤外線を浴びても何も起きない（ニュートン別冊「この真実を知るために地球温

暖化」）。

�４ 小括

「太陽は核融合でエネルギーを発生させ，これを宇宙空間に向けて電磁波の形で輻

射している。地球はそのエネルギーのごく一部を受け取り，表面が暖められる。同時

に地球は赤外線の形でエネルギーを宇宙空間に向けて輻射している。受け取るエネル

ギーと輻射するエネルギーが等しいので，地表面の温度は一定に保たれている。

地表面から輻射される赤外線の一部は空気中の二酸化炭素に吸収される。」

「地表面には太陽から直接届く光に加えて，このようにして空気がいったん吸収し，

そして再放出した赤外線もやってくる。その結果，地表面には太陽エネルギーより多
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くのエネルギーが届く。だから，地表面は空気がないときよりも余計に暖まる。これ

が温室効果である。赤外線を吸収して地球を暖めるガスを温室効果ガス（GHG：グ

リーンハウスガス）という。水蒸気や二酸化炭素は代表的な温室効果ガスである。」

「図８－４は，地球温暖化の模式図である。太陽から受け取る全ての輻射エネルギー

（１００）と，地球が反射と赤外線の輻射によって宇宙空間に放出しているエネルギー

（３１＋５７＋１２＝１００）は，温室効果の大小にかかわらず常に等しい。温室効果ガスが

増えても，地球が大気圏から外に輻射するエネルギー量は変化しない。変化するのは，

大気と地表面との間でやりとりされるエネルギー量である。」

「一方，地表面が受け取るエネルギーは太陽から直接届いて地表面が吸収するエネ

ルギー（４９）のほかに温室効果ガスが放出する赤外線のエネルギー（９５）がある。こ

の合計は１４４であり，太陽からの輻射エネルギー（１００）より４４大きい。これが温室効

果である。

地球上にまったく大気がなく温室効果が存在しない場合を想定し，地球の太陽から

の距離や，太陽光線を反射する量などから地表面の温度を計算すると，平均温度はマ

イナス１８℃にしかならない。実際にはプラス１５℃なので，計算値より３３℃高い。この

差が温室効果の『総量』である。太陽からみて，地球と同じ距離にあるが大気がない

月の表面は平均温度がマイナス２０℃程度にしかならない。ここからも，地球の温室効

果ガスの効果をうかがうことができる。」

前掲藤倉良，藤倉まなみ『文系のための環境科学入門』１８１頁（有斐閣，２００８年９月）
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地球温暖化係数排出原因2005年産業革命以前

－－１～３％１～３％水蒸気

１化石燃料379ppm280ppm二酸化炭素 CO2

23化石燃料1.77ppm0.7ppmメタン CH4

296肥料の生産0.32ppm0.27ppm一酸化二窒素 N2O

120～22000工業製品0.000538ppm－フロン（HFC PFC SF6）

�５ 温暖化の原因

ここまで見てきたところから，地球の気温は，太陽からのエネルギーと温室効果で

決まることが分かった。そして，太陽からのエネルギーは，地球が反射する比率によ

っても大きく変わる。

このメカニズムからすれば，温暖化の原因は，

� 太陽放射が強まった可能性

� 反射率が低くなった可能性

� 温室効果が強まった可能性

の３つが考えられることになる。

�太陽の放射量について言えば，ミランコビッチ・サイクル（発見者の名前に由来

する）と呼ばれる周期的な変化があることは，以前から指摘されてきた。そして，こ

のサイクルは，氷河期と間氷期を形成する主要な原因であるとされている。

�反射率が高くなる要因としては，火山の噴火等の自然現象が考えられる。火山の

噴火等によって大気中に放出されたエアロゾルが，太陽光を反射させ，地表に届くエ

ネルギーを減少させるのである。火山の噴火が冷害を発生させ，さらには飢饉や暴動

の発生に関連していることは，数多く報告されている。

そこで，�太陽の放射量，�火山活動等の自然要因だけで２０世紀の温暖化が説明可

能かどうかコンピューターシミュレーションで検証された。その結果，２０世紀前半ま

では実際の観測結果と一致するが，２０世紀後半から現在にかけての急激な気温上昇は

再現できなかった。

その一方で，�CO２をはじめとする温室効果ガスの上昇など，人間活動に由来する

要因を加味すると，観測結果と一致する。

IPCC 第４次評価報告書は，「１９５０年までの気候変化は，６６％以上の確率で，火山

噴火と太陽放射率の変化が原因だといえる。だが，２０世紀なかば以降に観測された世

界平均気温の上昇については，９０％以上の確率で，人間の活動に由来する温室効果ガ

スが原因だといえる」と結論付けている。

�６ 温室効果ガスの比較

二酸化炭素が最も代表的な温室効果ガスであるが，それ以外にもある。

「大気中の温室効果ガスで最も高濃度なのは水蒸気，すなわち水である。」（他のガ

スの単位は ppm であるが，水蒸気のみ％であることからも分かる。）

しかしながら，通常，水蒸気は問題にされていない。その理由は，以下のようなも

のである。
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� 水蒸気の量は，CO２に比べてはるかに大きく，人間の活動によって直接変化する

量は無視できるほど小さい。

� 水蒸気の量は，人間の努力で制御できない。

� 水蒸気は大気中に蓄積しない。水蒸気はある濃度に達すると飽和（湿度１００％）

し，それ以上増えることができない。液体である雨や霧になって地表に落ちてしま

う。

したがって，温室効果ガスとしては，二酸化炭素以下の６ガスが考慮されている。

この一覧表のうち，「地球温暖化係数」とは，二酸化炭素１分子の温室効果を１と

した場合，他の温室効果ガス１分子がどの程度の能力を持っているかを比で表したも

のである。メタン，一酸化二窒素，フロンは，二酸化炭素のそれぞれ２３倍，２９６

倍，１２０～２２０００倍も能力が高い。

しかしながら，二酸化炭素は１分子あたりの能力が小さくても，量が圧倒的に多い。

１分子あたりの地球温暖化係数に，その気体の量（分子数）を掛けたものを，放射強

制力という。日本から放出されている温室効果ガスの放射強制力を比較すると，９４％

以上が二酸化炭素である。

したがって，温暖化防止のためには，二酸化炭素の放出を減らすことが必要となる

のである。

４ いわゆる懐疑論について

現在起きている温暖化の要因を，産業革命以降の人為的な二酸化炭素の排出を主とす

る考え方に対して，懐疑的あるいは否定的な見解がある。ただし，それぞれの見解の内

容は，多岐にわたっている。

こうした懐疑論に接する際には，懐疑論の議論の対象がどのような点についてのもの

なのかを明確に区別する必要がある。議論の対象は大きく以下の５点に分けられる４。

� 実際にこれまでに温度が上がっているのか。観測データがある期間は約１５０年間で

あり，この期間については観測の精度の問題である。これより以前の観測データがな

い期間については，推定の信頼性の問題である。

� なぜ温度が上がっていくと考えられているのか。これは，前述３項でみたとおり，

地球の温度がどういう仕組みで決まっているかという問題である。

� 実際に温度が上がっているとして，それは人間のせいで上がっているのか。これは，

自然現象ではないのか，あるいは自然現象の影響が圧倒的ではないのか，という問題

である。

� 実際に温度が上がっているとして，それに伴って実際に異常気象が増えているのか。

� 二酸化炭素を排出していくと，将来さらに温度が上がっていくのか。

本稿では，懐疑論について詳細な説明を行う余裕はないが，東北大学の明日香壽川教

授らは，懐疑論について継続的な反論をされており，その成果は「地球温暖化問題懐疑

＊４ 江守・前掲注２）１６頁参照。
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論へのコメント Ver．３．０」（２００９年５月２１日，以下「コメント」という。）としてまとめ

られている５。

このコメントでは，懐疑論を以下の３５項目に整理し，これに対して逐一反論を行って

いる。

議論１．科学者間に合意はない

議論２．マスコミは両論併記すべき

議論３．温度観測データへの疑問

議論４．衛星による温度観測データの矛盾

議論５．２００１年以降気温上昇は停止

議論６．ホッケー・スティックの図は間違い

議論７．二酸化濃度上昇と温度変化の傾向が異なっている

議論８．最近の温暖化は太陽活動の影響

議論９．過去約１００年間の温暖化は異常ではない

議論１０．最近の温暖化は自然変動

議論１１．温室効果ガス以外に大きな原因あり

議論１２．大気汚染が温暖化の原因

議論１３．気温上昇が二酸化炭素濃度上昇の原因

議論１４．海洋から二酸化炭素が大量に放出

議論１５．大気と生態系・海洋との二酸化炭素交換量に比べて人為排出は小さい

議論１６．炭素循環の推定量が間違っている

議論１７．人為的排出二酸化炭素の大気中滞留時間は短い

議論１８．森林による二酸化炭素吸収はない

議論１９．森林火災のため地球全体では二酸化炭素は吸収しきれない

議論２０．「森林が二酸化炭素を吸収する」という発想は見当はずれ

議論２１．観測から推定される気候感度は小さい

議論２２．地上温度は平均地上気圧で決まる

議論２３．平衡モデルが間違い

議論２４．二酸化炭素温暖化説は対流に対する考慮がない

議論２５．二酸化炭素の効果は水蒸気の効果に比べて小さい

議論２６．二酸化炭素による赤外線吸収はすでに飽和している

議論２７．ツバルでは海面上昇が起きていない

議論２８．極地の氷の融解による海面上昇はない

議論２９．気候変動の優先順位は低い（コペンハーゲン・コンセンサス）

議論３０．温暖化した方が良い（寒冷化の方が問題）

議論３１．閉山した炭坑は回復できない

議論３２．長期的な削減方式，短期・中期的な適応方式が現実的

議論３３．温暖化問題とエネルギー問題とのデカップリングが必要

＊５ http : //www．cneas．tohoku．ac．jp/labs/china/asuka/kaigiron_ver３０．pdf
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議論３４．京都議定書は日本にとって不公平

議論３５．京都議定書を守っても温暖化対策の効果なし

もちろん，科学に絶対はない。

ただし，ここで確認しておきたいことは，懐疑論を唱える専門家でも，二酸化炭素に

温室効果があること自体は，全く争われていないことである（３で述べたとおり，二酸

化炭素に温室効果があることは誰も否定できない）。

例えば，懐疑論を唱える代表的な論客である赤祖父俊一氏も，『正しく知る地球温暖

化：誤った地球温暖化論に惑わされないために』（誠文堂新光社，２００８年７月）におい

て以下のように述べ，炭酸ガスが一定の温室効果をもたらすことは否定していない。

「現在進行中の温暖化の大部分は（約６分の５）は地球の自然変動であり，人類活動に

より放出された炭酸ガスの温室効果によるのはわずか約６分の１である可能性が高い」

「炭酸ガス問題を手放しにしてよいと言っているのではない。『エネルギーの無駄を省

き，石油資源（化石燃料）をできるだけ子孫に残しましょう』だけで，正確な，役に立

つ，そして立派な大義名分となる」

そうだとすれば，ごく単純に考えて，二酸化炭素をこれ以上増加させないことは，地

球温暖化の防止に（程度に差はあれ）寄与することは誰も争えないはずである。

参考文献

１ 江守正多『地球温暖化の予測は「正しい」か？不確かな未来に科学が挑む』（化学同人，２００８

年）

２ 西岡秀三監修「ニュートン別冊この真実を知るために地球温暖化」（ニュートン・プレ

ス，２００８年２月）

３ 藤倉良，藤倉まなみ『文系のための環境科学入門』（有斐閣，２００８年９月）

４ 赤祖父俊一『正しく知る地球温暖化：誤った地球温暖化論に惑わされないために』（誠文堂

新光社，２００８年７月）

第３ 地球温暖化による被害

１ 人の生活への影響

地球温暖化が人々の生活に与える影響は様々である。

異常気象に関する報告は毎年のように世界中から届くが，そのなかでも特に人的被害

が大きかったものとして話題を集め，文献やインターネットなどにも数多く取り上げら

れた事件を，図１－１にまとめた。

以下では，これらの影響を，「自然災害による被害」，「産業への影響と食料問題」，

「健康被害」，「文化への影響」という４つの項目に分けて論ずる。

�１ 自然災害による被害

産業界のなかで地球温暖化の問題にいち早く注目し，真剣に情報を集めていたのは，

損害保険業界だといわれる。地球温暖化の影響で自然災害が増えると，業績予測に影

響し，保険料の設定にも大きく関わるからだ。最近でも，ドイツの保険会社であるミ
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ューニックリーが世界の主要な自然災害による人的被害と経済損失額を発表している

が，それによると，２００８年の１年間で自然災害（地震も含む）により亡くなった人の

図１－１ 異常気象マップ

大型ハリケーン「ミッチ」に破壊された民家（ホンジュラス）（全国地球温暖化

防止活動推進センターホームページより（http : //www．jccca．org／））
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蘆集中豪雨，台風，ハリケーン，サイクロン

蘆高潮，洪水，土砂災害

蘆インフラ被害（堤防の決壊や大量の土砂の流入によりダムの堆砂が進むなど）

蘆汚染物質の拡散（洪水により廃棄物処理場や軍用地から汚染物質が周囲に流れだ 

　すなど）

蘆海水の流入による塩害

蘆海面上昇による低海抜地域，干潟，砂浜などの消失

蘆海面上昇と雨量の増加により地下水位が上昇し，地震時の液状化による被害の拡

　大

水害

蘆豪雪，ブリザード雪害

蘆干ばつ，渇水

蘆熱波

蘆火災，森林火災

蘆高熱による鉄道線路や航空機保安設備などの損傷，異常作動

蘆地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下

蘆永久凍土層の地盤の緩みによるインフラの倒壊，損傷

乾燥，高温被害

蘆台風，ハリケーン，サイクロン

蘆竜巻

蘆暴風による倒木，建物・インフラの倒壊・損壊，農作物被害

風害

蘆避難場所での感染症の集団発症

蘆水質悪化などの衛生環境の悪化による感染症（コレラ，マラリアなどについて実

　例がある）の拡大

蘆海流の停止，変化

その他

数は２２万人，経済損失額は前年の２．５倍の２０００億ドル（約１９兆円）となっている。

地球温暖化によって今後増える（発生頻度においても，その規模においても）と予

測される自然災害は，水害（海面上昇を含む），雪害，乾燥・高温被害，風害など多

岐に渡る（表１－２）。

ハリケーンや集中豪雨が，海面上昇や地盤沈下の問題と絡むと，被害は一層大きく

なる。海面上昇や地盤沈下によって，もともと海抜の低かった地域はさらに低くなり，

そこへハリケーンや集中豪雨，高潮が襲って河川の氾濫や堤防やダムの決壊を引き起

こせば，被害が広がるからである。ハリケーンや集中豪雨の被害を大きくするのは，

海面上昇や地盤沈下ばかりでなく，森林減少や，河川の直線化などもある。森林減少

は森の保水力の低下を招き，また，河川の直線化は急激な増水を招くからである。

このように，地球温暖化により招来される自然災害は，単独でも大きな被害をもた

らすが，他の現象と複合して（上にみたとおり，集中豪雨と海面上昇のように地球温

暖化の引き起こす現象同士が複合する場合もあれば，集中豪雨と開発による森林消失

のように地球温暖化の引き起こす現象とそうでない現象とが複合して水害を激化させ

る場合もある。），その被害はさらに大きなものとなる。

ここで留意すべきなのは，自然災害は，家財の消失にしろ食料不足にしろ，富裕層

よりも貧困層に対して深刻な打撃を与えるということである。単に貧困層には避難し

表１－２ 地球温暖化により今後増加すると予測される自然災害
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たり食料を買ったりするためのお金がないからではない。もともと貧困層は，自然災

害の打撃を受けやすい地域に住んでいるという現実が存在する。一部の例外はあるも

のの，世界的にみて富裕層は高台に，貧困層は低地に住むという傾向がある。つまり，

洪水や海面上昇によって命を失ったり家財を失ったりする人の中には貧しい人が多く，

その被害によって貧困状態はさらに悪化する。国土の約半分が海抜７m 以下，人口

の６分の１が海抜３m 以下の地域に住むといわれるバングラデシュは，このところ

毎年のように大洪水に襲われ，数百万人から数千万人規模の被災者を出している。「５０

年に１度」といわれるような大洪水が毎年のように続いたのでは，国として復興しよ

うにも容易にできまい。海面上昇により国土が消失すると予測されている国としては

ツバルやキリバスが有名であるが，これらの国々だけでなく，例えば海面が１m 上

昇すると，ベトナム最大の都市であるホーチミン市の約４分の１が水没し，６００万人

が住むところを失うと予測されている。ここには，地球温暖化により貧しい人（国）

はより貧しくなるという構図が存在している。

世界で頻発する異常気象がすべて地球温暖化のせいとまではいわないが，多くの異

常気象が地球温暖化の影響を大なり小なり受けたものであることはもはや疑う余地が

ないであろう。地球温暖化は，自然災害や，下記に述べる産業への影響や健康被害を

通じて，直接的に人の生命や財産に関わる人権問題なのである。

�２ 産業への影響と食料問題

豪雨，冷夏，干ばつ，暴風，塩害など，地球温暖化が引き起こす自然災害の多くが，

農業，林業，漁業に多大な被害を及ぼし，これらの産業に従事する人々の生活を直撃

するとともに，間接的に，世界中のほぼすべての人々の経済活動に影響すると考えら

れる。なかでも特に深刻でイメージしやすい問題としては，農業への影響があろう。

自然災害は，農業生産量の低下と食料不足を引き起こす。食料の確保は，人間の安全

保障のなかでも最も基本的な要素の１つであり，飢餓や栄養失調にとどまらず，戦争

や略奪，人身売買などのより拡大された人道危機を引き起こす。

地球温暖化の農業への影響としては，例えば，今，オーストラリアは「１００年に１

度」とも「１０００年に１度」ともいわれる大規模な干ばつに見舞われている。小麦の生

干上がる大地（ブルキナファソ）（全国地球温暖化防止活動推進セ
ンターホームページより（http : //www．jccca．org／））
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産量が半減したほか，乳製品，精肉，ワインなど農業にかかわる多分野で深刻な影響

が出ているという。また，東アフリカや南部アフリカでも干ばつが続き，数百万人が

深刻な食料不足に直面し，国連世界食料計画（WFP）などが緊急食料援助に取り組

む事態となっている。干ばつとは反対に，集中豪雨や暴風雨による作物の損傷，ビ

ニールハウスの損傷，日照不足などを通じて農業被害が引き起こされる。洪水により

燃料となる薪が不足し，それまで畑で肥料として使われていた家畜のフンが燃料とし

て使われるようになった結果，土地が痩せるといった影響も無視できない。

最近報道されたニュースによれば，海面が１m 上昇すると，世界の穀倉地帯とい

われるメコンデルタの約３分の１が水没すると予測されている。ベトナムは，現在，

タイに次ぐ世界第２位の米の輸出国となっており，メコンデルタでは，ベトナムの生

産する米の約半分が栽培されているから，これは，世界の食料事情に深刻な影響を与

える問題である。

自然災害だけではなく，気温や降水量などの基本的な気象条件の変化により栽培や

養殖に適した地域が変化したり，作物や家畜，魚類，樹木に害を与える病害虫の生息

域の拡大・移動といった問題も無視できない。

農業，漁業，林業などの第一次産業以外にも，気象条件に依存する産業は多い。食

料を人々に提供する流通産業や外食産業は当然ながら，例えばスキー産業をはじめと

する観光関連産業の多くも，降雪量や降雨量などの気象条件に依存している。また，

観光，運輸なとの業種は，土砂災害などの異常気象の影響を大きく受けると考えられ

る。

�３ 健康被害

地球温暖化により増加すると考えられている人の健康被害としては，まず，熱波や

熱暑による熱中症，熱ストレスがある。熱中症の手当てとしては，冷却や水分補給が

必要であるから，地球温暖化により引き起こされる干ばつ・乾燥化と複合した場合，

熱中症の発生率や死亡率はさらに上昇すると考えられる。

また，毎年夏に多くなる光化学スモッグは，気温上昇を発生原因の１つとするため，

地球温暖化により，発生頻度が高まると予測されている。

さらに，デング熱，マラリア，日本脳炎などの熱帯性の病気を媒介する虫の生息範

地球温暖化は世界の農業事情に深刻な影響を与える（ブータン）（撮影：足立直樹）

第１部 地球温暖化は深刻な人権問題である

－ 23 －



囲が拡大し，日本も流行地域に入る可能性がある。感染病の拡大は日本だけでなく世

界的にも心配されており，地球温暖化の引き起こす食料不足からくる栄養失調の問題

と相まって，何百万人もの人々の健康状態に影響を与えると予測されている。

�４ 文化への影響

春の七草，桃の節句など季節ごとの行事をはじめとして，人々の暮らしは，周囲の

自然環境と密接に関わっている。俳句の季語や着物の柄，時候の挨拶等，日々の生活

を豊かにする文化のなかには，自然環境が関わるものが多い。例えば，日本では，春

といえばサクラといわれるくらい，サクラの花と季節が結びつけて考えられている。

農村などでは，「種まき桜」と名付けられたサクラの木が季節の目安となり，農作業

を行ううえでの暦（農事暦）の役割を果たすなどしてきた。農作業に縁のない人でも，

サクラを背景に入学式の記念写真を撮ったことのある人は多いだろう。花見は日本の

代表的な春の風物詩で，有名な「花見酒」などの落語の題材ともなっているし，歌舞

伎や能でも，春を表す舞台の背景にはサクラが描かれる。地球温暖化が進むとサクラ

の開花時期は徐々に早まり，いずれ春の風物詩ではなくなってしまう可能性がある。

地域によっては，冬の寒さが開花に必要なレベルに達せず，サクラが咲かなくなると

も言われている。奈良時代や平安時代から日本で続いてきた花見の文化や，満開のサ

クラに春を感じる季節感が，私たちの世代で失われるとしたら何と寂しいことであろ

うか。

このほかにも，豪雪地帯の冬の風物詩であるかまくらやイヌイットのイグルーなど，

それぞれの土地の地理的特性を生かした伝統や文化は，地球温暖化の影響を大きく受

けると考えられる。「水の都」といわれるベネチアでも，近年洪水が増え，観光に打

撃を与えているといわれているし，アンコールワット遺跡やマヤ遺跡などの世界的な

文化遺産も，風雨やサイクロンなどの影響により劣化・倒壊が進んでいるという。最

近も，ミャンマーで，サイクロンの影響を受けた古代仏塔の修復作業中に仏塔が崩壊

し，作業員らが死亡したとのニュースが伝えられた。
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告書」（２００９年）

２ 生物多様性への影響

�１ 生物多様性に影響を与える要因

ア 地球温暖化が，生物多様性に影響を与える要因は多様である。

地球温暖化は，概ね以下の�から�までのような要因で生き物の振舞い（本報告

書では，以下，生き物の生息域や行動パターンの変化，個体数の変化などをまとめ

て「生き物の振舞い」と呼ぶ。）の変化を引き起こし，引いては生物多様性の喪失

を招くと考えられる。

� 気象条件（気温，水温，日照時間，夜の長さ，降水量，積雪量，湿度，二酸化

炭素の濃度等）の変化：

・冬期の気温が３℃上昇した場合，植生は約３００km 北上する。現在仙台付近に

ある照葉樹林の北限は，津軽海峡に達する。（参考文献１２）

・年平均気温が３℃上昇した場合，植生は垂直方向に約５００m 移動する。年平均

気温が３℃上昇すれば，高山帯の縮小に伴いライチョウは絶滅する。（参考文

献３，５，１２）

・海水温度の上昇により，広範囲でサンゴ礁が白化し，死滅する。（参考文献３）

・川の水温は一般的に下流へ行くほど上昇するため，温暖化により水温が上昇す

ると，低温を好む種は上流へと追い上げられる。平均水温が２℃上昇すると，
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真狩川におけるオショロコマの生息適地の４６．２％が失われる。（参考文献１２）

・海鳥の仲間であるツノメドリの繁殖成功率は水温と密接に関連しており，カナ

ダ最大級のツノメドリの繁殖地は，近い将来，同種の生息に適さなくなる。（参

考文献１６）

・サハラ砂漠を渡る渡り鳥は，十分な餌のないサハラ砂漠を超えるために，サハ

ラ砂漠を吹く風に大きく依存している。サハラ砂漠を吹く風のパターンが変化

すると，渡りができなくなる。（参考文献６）

・二酸化炭素濃度が高まると，葉のなかにタンニンなどの食害防御物質が増加す

る。（参考文献５）

・暖冬化が進むと，冬期に十分な低温が得られず，種によっては開花できなくな

る。

・気温の上昇により，繁殖期や開花期などが早まる。（参考文献１，３，１７）

・渡り鳥の渡りのパターンが変化し，種によっては，従来繁殖地や中継地として

のみ利用していた土地で越冬するなとの行動パターンの変化が起きる。（参考

文献３，５，６，２０）

� 海面上昇による深度変化及び海岸域の喪失：

・海面上昇の速度が１００年間に４０cm を超えると，サンゴ礁は死滅する可能性が

高い。（参考文献５）

・海面上昇３０cm で日本の砂浜の５７％，海面上昇６５cm で同じく８２％が消失する。

（参考文献１２）

・海面上昇により，豊かな生態系である干潟が消失する。（参考文献５）

・インドやバングラデシュなどの海抜の低い地域に生息するベンガルトラは，海

面上昇により従来の生息地を追われ，より頻繁に人里に出没するようになる。

（参考文献１４）

� 生物間相互作用の変化（捕食者－被捕食者バランスの変化，天敵となる外来種

や競合外来種の侵入，授粉媒介者の減少，病害虫・ウィルスの侵入等）：

・変温動物である魚類の海水温度の変化への反応は，それらの魚類をエサとする

気温が３℃上昇すると，植生は，水平方向に約３００キロ，垂直方向に約５００メー
トル移動する（撮影：飯田洋）
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鳥類や哺乳類よりも早く，かつ大きいから，捕食者－被捕食者の地理的分布に

ずれが生じ，バランスが崩れる。（参考文献４）

・海水温が上昇すると，変温動物である魚類は生息に適した温度を求めて海中深

くに潜る。その結果，海面近くの魚類が減り，海鳥が十分なエサを採れなくな

る。（参考文献４）

・南方原産の競争力の強い種が北方へ侵入することにより，北方の自生種が排除

される。（参考文献１２）

� 台風，洪水，山火事などの異常気象による生息環境の劣化，喪失：

・乾燥化・高温化により，森林火災が増加する。（参考文献９，１４）

・台風のもたらす波浪によりサンゴ礁が破壊される。（参考文献９）

・高潮位の波により汽水域や淡水域の塩濃度が上昇し，生息種が変化する。（参

考文献９）

・降水量の増加や集中豪雨により植生を育む基礎である土壌が流出し，周辺の水

質も悪化する。（参考文献１２）

・降水量の増加や集中豪雨により農地などで使用される化学肥料が流出し，周辺

の環境を汚染する。

・悪天候は，移動性野生動物（特に鳥類や，蝶など）の渡りを阻害し，渡りの成

功率を低下させる。（参考文献１６）

・洪水により，沿岸部などに形成された野生動物の繁殖コロニーが洗い流される。

（参考文献１６）

・洪水や暴風雨により，自然保護区の管理施設やフェンスなどが破壊される。（参

考文献７）

・洪水や暴風雨により，土砂やがらくたなどが生き物の重要な生息地に流入・散

乱し，環境を劣化させる。（参考文献７，８）

� 人間による土地利用形態の変化や人間の行動の変化：

・気候の変化によって耕作に適さなくなった農地が放置され荒れ地化する。

・バイオ燃料の原料を確保するために森林が新たに切り開かれる。（参考文献

生物多様性は，地球上のあらゆる生き物の振舞いを変化させ，生物多様性の喪失
を招く（撮影：飯田洋）
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９，１２）

・春の作物の植付け期が早まる。（参考文献９，１２）

・海面上昇に対応して沿岸部に建設される堤防や隔壁が沿岸域の環境を破壊する。

（参考文献１４）

・農作物の害虫や疫病の媒介生物を退治するために大規模な駆除剤の散布が行わ

れる。（参考文献１４）

イ 問題をさらに複雑にするのは，１つの生態系を構成する複数の種が，上記の要因

に対してそれぞれ異なる反応を示すという事実である。例えば気温の変化に敏感な

種もいれば，気温の変化にあまり反応しない種もいる。仮に，気温の変化に敏感な

捕食者 A と気温の変化にあまり反応しない被捕食者 B がいたとすると，気温が上

昇した場合，A はその場所から移動するか絶滅するであろう。この場合，天敵の

いなくなった B は増える。すると，B に食べられる関係にあった C という別の種

は逆に減る。自然生態系が気温の変化に合わせて丸ごと水平に移動することはそも

そも不可能であるし，自然生態系を構成する個々の種の気温に対する反応は一様で

ない。個々の種が気温に対して異なった反応を示すために，自然生態系は，気温と

いうたった１つの気象条件が変化しただけでも，そのバランスが崩れてしまう。

ウ もう１つ，地球温暖化の影響を検討するうえで注意しなければならないのは，生

き物の振舞いは，ある一定の条件（閾値）を超えると突然変化し，非線形的な反応

をみせる場合があるということである。例えば，通常であれば毎夏１回だけ繁殖す

る虫が，夏が少しずつ長くなっていった結果，ある年，ひと夏の間に２回繁殖し，

大発生するなどの例である。また，ある生き物の個体数が一定数以下に減少したり，

生息地の面積が一定面積以下に減少すると，その種の脆弱性が飛躍的に増大すると

いう現象も知られている。閾値を超えると，生き物の振舞いは突然大きな変化をみ

せ，かつその変化は急激で一般的に不可逆であることが多い。この「閾値」という

ものが存在するために，一見，地球温暖化の進行に対して順応しているかにみえる

自然生態系が，ある時点を境に，突然脆弱性を露呈するということもあり得る。つ

まり，閾値の存在は，地球温暖化の進行と，生物に対する影響が実際に現れてくる

までの時間との間に，時間的なずれを生む。

アブラヤシのプランテーションが急拡大するマレーシア（撮影：飯田洋）
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エ ところで，このような時間的なずれは，閾値の存在だけでなく，生き物の寿命に

よっても生じる。例えば，ある程度大きく育った樹木は，環境が変化したからとい

ってそう簡単に枯死するものではない。しかし，授粉を媒介する動物がいなくなっ

たり，あるいは稚樹の生育環境に適さなくなったりする結果，若い世代が育たなく

なれば，その樹木の寿命とともにその樹木は当該地域から消滅することになる。樹

齢数百年という樹木も多いから，よほど注意してモニタリングをしておかないと，

その樹木が絶滅に向かって進んでいることに気付かず，私たちが気付いたときには

既に手遅れになっているかもしれない。

以上のように，地球温暖化はさまざまな要因を通じて生き物に影響を与え，かつ

生き物はそれぞれの要因に対して種ごとに異なる反応を示し，さらに閾値や時間的

なずれといった問題もあるから，自然生態系の地球温暖化に対する反応は複雑で，

いくら正確に予測しようとしても，そこには必ず不確実性が含まれる。この不確実

性に対する認識は，私たちが地球温暖化による生物多様性の喪失を緩和し，新しい

環境に適応させるための方法を考えるうえで，忘れてはならない認識であろう。

�２ 現実化する生物多様性への影響

地球温暖化の影響という観点から生物の振舞いを観察し，分析する研究が活発に行

われるようになったのは，京都会議の行われた１９９７年ころからであるが，その後１０年

余りの間に多くの観察結果が集められ，もはや地球温暖化の生物多様性への影響が既

に生じていることは，疑いようがない。これらの観察結果は，現実に世界各地で記録

されている。

� 主に気温の上昇と関連があるとみられる現象：

・英国で，トンボの生息域が過去２５年の間に７５km 北上。（参考文献１）

・日本で，マガンとヒシクイの越冬地が約１７０km 北上。以前はマガンの渡りの中

継地として利用されるだけであった秋田県小友沼が，近年は越冬地として利用さ

れている。（参考文献３，５）

・春の訪れが早まった結果，餌となるアザラシを十分に捕獲できず，ホッキョクグ

マの繁殖成功率が低下した。（参考文献１４）

・暖冬の影響で幼獣の冬期における死亡率が低下し，ニホンジカの頭数が増加した。

（参考文献１３）

・マガンの越冬地である宮城県伊豆沼の調査では，観測が開始された１９７０年代以降，

マガンの秋の渡りが遅れ，春の渡りが早まる傾向がみられる。（参考文献５，１０）

・英国で，植物の開花時期が早まり，結実時期が遅れた結果，植物の生育期間

は，１９８０年と比べて約３週間長くなった。（参考文献１）

・日本では，ソメイヨシノの開花日が，過去５０年の間に４．２日早まった。（参考

文献３）

・英国では，１９７１年から１９９５年までの間に，調査対象となった６５種の鳥類のうち

６３％について，営巣時期が平均で約９日間早まった。（参考文献７）

・以前は渡り鳥として知られていた北米のナゲキバトは，近年，ミシガン州では留

鳥となっている。（参考文献５）
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� 主に水温の上昇（エルニーニョ現象を含む。）と関連があるとみられる現象：

・インド洋・西太平洋地域で，過去３０年～４０年の間に半数以上のサンゴ礁が死滅。

（参考文献１４）

・１９７０年から１９９８年までの間に，ガラパゴスペンギンの生息数は半減した。（参考

文献１６）

・亜熱帯から熱帯に生息するナルトビエイが有明海や瀬戸内海で大量発生し，漁業

被害が発生。（参考文献３）

・英国南西部の海域では，魚類の生息域が過去７０年間で約１９２km 北上した。（参考

文献４）

・１９９０年代の初めに，地中海において数千個体のシマイルカが伝染病により死亡し

たが，伝染病が拡大した原因は，水温の上昇と考えられている。（参考文献１５）

� 温度以外の気象条件の変化と関連があるとみられる現象：

・北海道大雪山の高山帯では，雪解けの早まりにより土壌の乾燥化が進み，１９９０年

の時点では高山植物であるハクサンイチゲの花畑であった場所が，２００７年にはス

ソメイヨシノの開花日は，過去５０年の間に４．２日早まった（撮影：足立直樹）

白化したサンゴ（沖縄県慶良間列島）（全国地球温暖化防止活動推進センターホー
ムページより（http : //www．jccca．org／）
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ゲの草原に変化していた。（参考文献２）

・米カリフォルニア州サンフランシスコ沖合のファラロン諸島は，アザラシ，クジ

ラ，海鳥などの生息地として知られるが，２００５年には，観測が始まって以来３６年

間で初めて，海鳥の仲間であるアメリカウミスズメが繁殖コロニーを放棄した。

その原因は，春先に発生する沿岸域の北風の発生が約２ヶ月遅れたために栄養の

豊富な海水を吹き上げる湧昇流の発生が遅れたため，植物性プランクトンの発生

量が激減し，結果的にアメリカウミスズメの餌となる魚が激減したためと考えら

れている。（参考文献１６）

・コスタリカでは，１９９０年代に，カエルの仲間の４０％以上が絶滅したといわれる。

その原因とされるカエルツボカビ症の流行は，気象条件（主に湿度）と関連があ

るといわれる。（参考文献１，２，６，１４）

� 主に生物間相互作用の変化と関連があるとみられる現象：

・オランダでは，マダラヒタキの繁殖期とその餌となるチョウやガの繁殖期とがず

れたために，マダラヒタキの個体数が地域によって最大９０％減少した。（参考文

献２）

・中米の高地で，オオハシの分布域が拡大し，競合種であるケツァールの分布域が

高地に追い立てられるように狭められている。オオハシの分布域の拡大は，気温

の上昇と関係があるといわれる。（参考文献１４）

・同じく中米の高地で，以前は見られなかったヒアリ（fire ants）が生息するよう

になった。ヒアリはケツァールのヒナを捕食するため，ケツァールの繁殖成功率

が低下した。ヒアリの分布域の拡大も，気温の上昇と関係があるといわれる。（参

考文献１４）

・ドイツでは，１９８０年から１９９２年の間に，長距離を移動する渡り鳥の数と割合が減

少し，代わって短距離を移動する渡り鳥及び留鳥の数と割合が増加した。暖かい

冬は留鳥や短距離を移動する渡り鳥にとって都合がよく，長距離を移動する渡り

鳥はそれらの種との競争に負けたと推測されている。（参考文献１７）

� ハリケーンや台風，洪水，乾燥などの異常気象と関連があるとみられる現象：

・北アメリカでは，以前よりも長く，暑く，乾燥した夏と，早い雪解けとの相乗作

用により，森林火災の頻度とその激しさが増した。（参考文献１４）

・米国テキサス州の Sea Rim State Park は，ハリケーン「リタ」とハリケーン「ア

イク」の被害により，現在閉鎖中である。（参考文献８）

もちろん，予測と合わない観察結果や，予測と反対の観察結果も存在する。また，

予測と合っていても，地球温暖化以外の要因で説明が可能という場合もある。実際

問題として，多くの生き物の振舞いは，地球温暖化とそれ以外の要因との複合的な

作用によって変化すると考えられる。ただ，だからといって，私たちは，「地球温

暖化の生物多様性に対する影響はいまだ確認されていない」と考えるべきなのであ

ろうか。あえて予防原則を持ち出すまでもなく，これまでに得られた圧倒的多数の

観察事例は，地球温暖化が既に生物に影響を与え始めていることを端的に示してい

ると考えるべきであろう。

第１部 地球温暖化は深刻な人権問題である

－ 31 －



過去１００年の間に，地球の気温は約０．７℃上昇したといわれる。０．７℃で既にこれ

だけの影響が自然界で観察されているとすれば，今後２℃も３℃も上昇したらどう

なるか。この点に関し，IPCC の第４次評価報告書は，全球平均気温が１．５℃～

２．５℃上昇すると動植物種の２０％～３０％について，その絶滅リスクが高まると予測

している。

私たちは，地球温暖化が生き物の振舞いに影響を与えるかどうかを検証すべき段

階をとうに過ぎ，今後は，影響がどこにどのような規模が出ているのかを定量的に

把握し，生物多様性への影響を緩和し，生き物を新しい環境に適応させるべく対策

に着手すべき段階にきている。ある程度影響が出ることはもはや避けがたいから，

そのことを前提として，生き物をいかに新しい環境に適応させるかを考えなければ

ならない。

�３ 地球温暖化の影響から生物多様性を守るために

以上にみてきたように，地球温暖化は既に生き物の振舞いに影響を与えていると考

えられる。しかも，時間的なずれという問題もあって，その影響は私たちよりもずっ

と後の世代まで確実に残る。

ただでさえ生息地の破壊や生物資源の過度の利用，外来種の持ち込みなどによって

脆弱性を増している生物多様性に，地球温暖化は追い打ちを掛ける。まさに，待った

なしの状況である。

折しも，２０１０年１０月には，名古屋で生物多様性条約の第１０回締約国会議（COP１０）

が開かれる。COP１０では，地球温暖化の生物多様性に対する影響が重要なテーマと

して議論される予定である。私たちも，この議論に参加して大いに世論を盛り上げる

べきであるし，地球温暖化の影響を緩和し，新しい環境に適応させるという観点から

の生物多様性の保全策が本格化されるよう，各方面に働きかける必要がある。

３ 気温の上昇と被害の多様化・深刻化

第２部第２で紹介するスターンレビューでは，平均気温の上昇によってこうした影響

がより拡大・多様化し，重大，深刻化していくことを図示し，気温上昇を２℃程度にと

どめていくために，早期の削減の必要性を指摘している。

４ まとめ

地球温暖化が人々の生活に与える影響は人間の安全保障に直結する問題であり，早急

に対策が必要であることについては疑いようがない。生物多様性に与える影響も深刻で

ある。

しかしながら，地球温暖化対策の名のもとに，必要性・有効性の疑わしい治水ダムや

堤防の建設が推進される現況には大きな危機感を抱く。持続可能な社会というものを考

えた場合，大型構造物による大規模な環境改変は，ゆくゆくは却って人類の生存を脅か

すことになる。しかも，現在のように，「１００年に一度」のレベルの異常気象が毎年のよ

うに各地で発生するのでは，ダムや堤防をいくら大型化・多量化しても，それによって

得られる安心のレベルはたかが知れている。構造物が大型であればあるほど，その対策

が失敗に終わった場合の被害もすさまじく，剛をもって剛を征すというような従来のス
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タイルは脱却すべき時に来ている。「地球温暖化」が，本来必要のない大型公共工事を

正当化するための理由付けとして利用されてはならない。

地球温暖化対策を進めるにあたっては，何よりもまず，日本がどういう国を目指すの

かを描いた青写真，即ち国家戦略が必要である。

参考文献

１ RSPB パンフレット「Climate Change－Wildlife and Adaptation－２０Tough Questions，２０

Rough Answers」（２００７年）

２ 環境省地球環境局パンフレット「STOP THE 温暖化 ２００８」（２００８年）

３ 環境省「第三次生物多様性国家戦略」（２００７年）

４ WWF パンフレット「Are we putting our fish in hot water？」（２００５年）

５ 乾由布子「気候変動と野鳥の暮らし」野鳥６１０号２４頁（１９９８年）

６ BirdLife International，WWF レポート「Climate Change and Wildlife－A summary of an

international workshop at the National Center for Atmospheric Research」（１９９７年）

７ UNESCO のホームページ「Hurricane Katrina Causes Damage to Everglades National

Park」（２００９年８月２４日の取得情報，http : //whc．unesco．org/en/news／１８５）

８ Texas Parks and Wildlife のホームページ「Sea Rim State Park」（２００９年８月２４日の取得

情報，http : //www．tpwd．state．tx．us/spdest/findadest/parks/sea_rim／）

９ 文部科学省ほか仮訳「IPCC 第４次評価報告書政策決定者向け要約」（２００７年）

１０ 岩槻邦男，堂本暁子編『温暖化と生物多様性』（築地書館，２００８年）

１１ 内嶋善兵衛『〈新〉地球温暖化とその影響－生命の星と人類の明日のために』（裳華房，２００６

年）

１２ 西岡秀三，原沢英夫編『地球温暖化と日本－自然・人への影響予測』（古今書院，１９９７年）

１３ 堂本暁子・岩槻邦男編『温暖化に追われる生き物たち－生物多様性からの視点』（築地書

館，１９９９年）

１４ Defenders of Wildlife レポート「Reducing the Impact of Global Warming on Wildlife : The

Science，Management and Policy Challenges Ahead」（２００８年）

１５ コンサベーション・インターナショナルのホームページ「地球温暖化による生物多様性へ

の影響」（２００９年８月２４日の取得情報，http : //www．conservation．or．jp/index．html）

１６ Climate Risk Pty Ltd レポート「Bird Species and Climate Change－The Global Status Re-

port : A synthesis of current scientific understanding of anthropogenic climate change im-

pacts on global bird species now，and projected future effects．」（２００６年）

１７ BirdLife International パンフレット「State of the World’s Birds ２００４－Indicators for our

changing world」（２００４年）

１８ 環境省地球温暖化影響・適応研究委員会レポート「気候変動への賢い適応－地球温暖化影

響・適応研究委員会報告書－」（２００８年）

１９ 環境省温暖化影響総合予測プロジェクトチームレポート「地球温暖化『日本への影響』－

最新の科学的知見－」（２００８年）

２０ 樋口広芳「地球温暖化と生物多様性の危機」科学７８巻４号４６０頁（２００８年）
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第２部
低炭素経済に動き出す世界と
取り残される日本

第１ 温暖化問題における国際社会の取組み

１ これまでの国際的な取組み

�１ 気候変動枠組条約が採択されるまで

地球温暖化問題が広く認識されるきっかけとなったのは，１９８５年にオーストリアの

フィラハで開かれた会議であったとされる。フィラハ会議は，正式名称を「二酸化炭

素及びその他温室効果ガスの，気候変化とその影響における役割のアセスメントに関

する国際会議」といい，１９８５年に WMO（世界気象機関），UNEP（国連環境計画），

ICSU（国際学術連合）が主催した，温暖化に関する初めての科学的国際会議である。

１９８８年には，WMO と UNEP が，世界の科学者で構成する IPCC（気候変動に関す

る政府間パネル）を設立した。１９９０年には IPCC の第１次報告書が提出され，同年開

催された第２回世界気候会議において「１９９２年の署名を目指して条約作りの交渉を始

める」という勧告が出された。これが国連総会で決議され，本格的な交渉が始まった。

�２ 気候変動枠組条約

１９９２年５月に国連総会において採択された気候変動枠組条約は，その直後にブラジ

ルのリオデジャネイロで開かれた地球サミット（UNCED，環境と開発に関する国際

連合会議）で１５５カ国が署名を行い，１９９４年３月に発効（国際法上の効力が生じるこ

と）した。２００９年８月２８日現在，日本を含む１９２カ国と欧州共同体が締結国となって

いる。

この条約は，「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準にお

いて大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」を究極の目的としている（第

２条）。この「危険でない水準」については，生態系が気候変動に自然と適応でき，

食料の生産が脅かされず，経済開発が持続可能な態様で進行することができるような

期間内に達成されるべきである，とされている。

そして，この目的を達成するため，条約は「共通だが差異ある責任」の原則のもと

に，先進国（附属書�締約国，西側先進国と旧ソ連・東欧諸国）に対して，１９９０年代

の終わりまでに先進国の温室効果ガス排出量を１９９０年レベルに安定化させる（１９９０年

と同じにする，±０％）との努力目標を定めている（４条２項）。

この条約では，先進国について，温室効果ガスの排出を抑え吸収源を保護・強化す

るための政策・措置を取ることやそれに関する情報を提出すること，途上国が条約の

義務を履行するための資金を提供すること，途上国が気候変動の悪影響に適応するた

めの支援をすること，環境上適正な技術を移転することなどを規定している（旧ソ連，

東欧諸国を除く）。

さらに，途上国も含めた全ての締約国に共通する約束として，排出や吸収に関する
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目録の作成，計画の策定，温室効果ガスの排出抑制技術の普及促進等の実施などが定

められている。但し，途上国については公平性に配慮し，その対策の進展が先進国の

資金や技術移転に依存していること，また経済や社会の開発と貧困の撲滅が第１の優

先課題であることが記されている。

�３ 京都議定書

� 京都会議まで

気候変動枠組条約にもかかわらず，その後，米国や日本などでは温室効果ガスの

排出量が大幅増加し，１９９０年レベルに排出量を安定化するとの目標は守られなかっ

た。また，条約には２０００年以降の目標について規定がなく，今後の課題として残さ

れていた。

このため，１９９５年の第１回締結国会議（COP１）で条約４条２項の約束の妥当

性を検討し，１９９７年の第３回締約国会議（COP３・地球温暖化防止京都会議）で

２０００年以降の一定のタイムフレームでの先進国の法的拘束力のある数値目標を合意

することが決議された（ベルリン・マンデート）。COP３前には，モルジブやフィ

ジーなどの小島嶼国連合（AOSIS）が「２００５年までに２０％削減すべき」という最

も高い数値を提案していた。EU も１５％という積極的な提案を出していた。これに

対し日本は，省庁間の争いによってぎりぎりまで政府として削減目標を打ち出せ

ず，１９９７年１０月においても１９９０年レベルから２．５％削減という目標にとどまった。

アメリカの提案は０％安定化であったが，１９９７年１２月１０日，先進国全体で１９９０年比

５．２％を削減することとし，これを法的拘束力のある目標として先進各国に割り振

った京都議定書が採択された。

� 京都議定書の概要

京都議定書における，先進国（附属書 B 締結国）の第１約束期間である２００８～

２０１２年における１９９０年比排出削減割合は図２－１のとおりである。

削減対象ガスは，CO２，メタン，一酸化二窒素，代替フロン等の HFC，PFC，

SF６の６つの温室効果ガスで，各国の主張を考慮して数値目標に差をもたせている

（増加が認められた国もある）。先進国（附属書�締約国）全体では，１９９０年比で

５．２％削減することになる。数値目標は複数の国が共同で達成することもでき，EU

はこれを利用して域内の１５カ国の中で目標に差異化を認めつつ，共同で８％削減を

達成することを決めた。

京都会議直前まで２．５％削減を主張するにとどまっていた日本政府は，最終的に

６％削減（１９９０年比）に合意し，アメリカも最後には７％削減という目標を受け入

れた。その背景には，議定書採択に向けた交渉において，目標達成を容易にする仕

組み（京都メカニズム）や森林吸収源が盛り込まれたこともあるが，環境 NGO な

ど国内外の世論の高まりもあげられる。

一方，ロシア・ウクライナなどの市場経済移行国は，経済破綻によって CO２排出

量が大きく減少していたが，破綻前の排出量まで増加が容認された。環境 NGO は

この排出増加許容分をホットエア（排出が増加しても目標値より少ない排出量とな

り，排出枠に余剰が生じること）と呼び，排出量取引でホットエアを購入して達成

することを批判していた。
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また，「少なくとも５％削減」という先進国全体に課された目標は，CO２濃度を

今のレベルで安定する為には直ちに５０～７０％削減しなければならないという IPCC

第２次報告書（１９９５年１２月）の警告に照らすと，極めて不十分であった。

� 京都メカニズムなど目標達成のための柔軟性措置

京都議定書では「京都メカニズム」と呼ばれる仕組みが盛り込まれた。具体的に

は，排出量取引（第３部参照），共同実施，クリーン開発メカニズム（CDM）を指

し，国内で削減する以外に，これらの制度を通じて他国で得られた削減分を目標の

達成に利用できるというものである。これらは，国内対策を緩めるおそれがあり，

途上国や環境 NGO は COP３前から議定書の「抜け穴」を拡大すると批判してい

た。制度の詳細については COP３中には決められずに先送りされ，４年の交渉の

末，２００１年の COP７で最終合意（マラケシュ合意）に至った。

また，森林の CO２吸収について，「１９９０年以降の新規植林・再植林・森林減少」

図２－１ 京都議定書における先進国の削減目標値
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という人為的に吸収量を増加させた（あるいは逆に減少させてしまった）と分かる

範囲に限って，吸収量を目標年の排出量から差し引くことが認められた（第５部参

照）。

�４ 京都議定書の運用ルール－マラケシュ合意－

� マラケシュ合意までの道のり

１９９８年の COP４で採択された「ブエノスアイレス行動計画」では，排出枠の売

買，海外事業の利用，森林吸収量のカウントの仕方などについての具体的な実施方

法，さらに，議定書の義務を守らなかったときの措置や途上国支援のあり方などの

COP３の積み残し課題について，２０００年の COP６までに決定することを合意した。

ところが，日米などの数カ国の先進国が目標達成を容易にするルールを強く主張

し，その他の国々と激しく対立した。オランダのハーグで開かれた COP６は，実

質的に京都議定書の削減目標の再交渉ともなった森林吸収分をめぐって合意できず，

決裂した。２００１年３月にアメリカのブッシュ政権は京都議定書からの離脱を表明し，

京都議定書発効に向けたそれまでの交渉が無になりかねない危機に直面した。

しかし，２００１年７月に開催された COP６再開会合では，日本に森林吸収分３．８％

を認めるなどの政治合意（ボン合意）がなされ，続く１１月にモロッコのマラケシュ

で開催された COP７では，この合意に基づいて京都議定書の詳細運用ルールであ

る合意（マラケシュ合意）が成立し，京都議定書は各国の批准可能なものとなった。

これまでの長い交渉を経て，京都議定書の骨格はようやく完成したことになる。

� マラケシュ合意の内容

このマラケシュ合意では，�）国外での削減分を自国の目標達成に活用する仕組

み（京都メカニズム全体），�）目標達成にカウントできる森林などの吸収源の範

囲と利用方法，�）目標など義務の遵守手続と帰結（遵守措置），�）途上国への

支援等，�）各国の排出量の報告・審査・レビューの仕組みの５つの分野について

運用ルールを決定した。これらのルールの決定により，京都議定書を実施するため

の手段や必要な体制整備などが明確になった。

マラケシュ合意では，吸収源の大幅利用などで日本やカナダの目標は実質的に大

きく後退することになったが，ブッシュ政権の離脱後に京都議定書の発効につなが

る国際的合意形成を果たし，重要な一歩を踏み出せた歴史的意義は大きい。先進各

国ではマラケシュ合意以降，京都議定書批准の手続きが進んだ。EC や日本は２００２

年に批准を済ませ，ロシアも２００４年１１月４日に署名し，オーストラリアも２００７年１２

月３日に批准した。２００９年８月２８日時点で締約国は１８９カ国に上り，主要先進国で

批准していないのはアメリカのみとなった（但し，アメリカ国内の２１９都市は独自

に批准）。こうして，世界の地球温暖化対策は着実な実施のステージへと突入した。

２ ２００９年１２月コペンハーゲン合意への課題

�１ バリ・ロードマップ

２００７年１２月３日から１５日にかけて，インドネシアのバリ島で開催された第１３回締約

国会議（COP１３）において，「バリ・アクション・プラン」がまとめられた。バリ・

ロードマップと呼ばれるこのプランにおいて，気候変動枠組条約の下に特別作業部会
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（AWG : Ad Hoc Working Group）を設置して，京都議定書の第１約束期間（２００８年

～２０１２年）の後の次期国際枠組みに関する合意を２００９年１２月にデンマーク，コペン

ハーゲンで開かれる COP１５で採択することが決められた。

このバリ合意では，IPCC 第４次報告書の知見に基づき，気候変動を抑止するため

大幅削減が必要であることが確認された。とりわけ，特別作業部会において，世界の

排出削減目標に関し，「IPCC 第４次評価報告書が示す温室効果ガス安定化の最も低

いカテゴリーにするには，今後１０～１５年で（排出量が）ピークを迎え，その後，極め

て低いレベルに抑制し，２０５０年に２０００年レベルの半分以下にすべきこと」，また，先

進国の削減目標に関し，「さらなる削減が求められ，枠組条約の付属書�国，議定書

の付属書 B 国は，２０２０年には１９９０年比で２５～４０％削減すること」が確認されたこと

は，その後の国際交渉に影響を与えている。

その後，２００９年７月にイタリアで開かれた G８ラクイラサミットでは，産業革命前

の水準から２℃を超えないようすべきであるとの科学的知見を認識すること，先進国

は２０５０年までに少なくとも８０％削減するとの目標を支持することが確認された。

�２ コペンハーゲン合意における焦点

２００９年１２月にコペンハーゲンで開かれる COP１５において，多岐にわたる項目で合

意に達するのは容易ではないと考えられる。主な論点は以下の点である。

� 長期目標

長期目標の設定に当たっては「共通に有しているが差異のある責任，能力に従い，

社会，経済状況に配慮するなどの枠組条約の条項と原則に従う」（バリ・アクショ

ン・プラン１a 項）とされている。歴史的な累積排出量，１人当たり排出量，１人

当たり GDP などから，途上国は削減義務化に反対している。中国やインドなど排

出量が多く，今後も増大する見込みの途上国に削減行動を動機付けるために，日本

など先進国の発展途上国への資金や技術の移転とのパッケージが論点である。

� 先進国の削減目標

先進国には国別の削減目標を設定する。EU の目標は，２０２０年までに温室効果ガ

スの排出量を１９９０年比２０％削減することであるが，国際合意ができる場合には３０％

削減を公表し，国際交渉での指導的な役割を果たしていくことを目指している。ア

メリカでは，オバマ政権の誕生後，２０２０年に２００５年比１７％，２０５０年までに８３％削減

目標を含むクリーンエネルギー法が２００９年５月２１日に下院で可決され，上院で審議

中である。

� 途上国の削減行動

先進国は，コペンハーゲン合意では，主要途上国に何らかの計測・報告・検証可

能な削減行動の約束を盛り込むことを求めている。

一方，緩和の行動，即ち温室効果ガスの削減は，先進国による技術，財政，人材

育成，支援のもとで実施することが明記され，しかもそれらの支援は適切で計測・

報告・検証可能なこととされている。

これは，先進国による技術，財政及び人材育成の支援が発展途上国の温室効果ガ

ス削減行動への参加の重要な鍵を握っているといえる。このほかに，途上国の適応

についての資金や技術の移転も重要な論点となっている。
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� 日本の課題

具体的内容を伴ったコペンハーゲン合意を成立させ，温暖化防止に向けた世界的

取組みを加速させるためには，日本を含む先進国が自ら数値目標を定めて温室効果

ガスを削減すると共に，途上国の削減努力を支援することが重要である。

とりわけ日本は，政権交代を期に，これまでの消極的な姿勢を転換し，積極的に

削減目標を掲げ，削減を担保する政策を導入して削減を実行することが不可欠であ

る。日本政府には，他の先進国が数値目標を設定し低炭素経済への移行を始めてい

る時代の流れを受けとめ，科学の要請に基づき自らの数値目標を設定し，排出削減

への議論をリードするとともに，低炭素経済構築に向けた世界各国の取組みを凌駕

するような意欲的な政策を取っていくことが国際社会から期待されている。

第２ 低炭素経済の実現に向けた各国の取組み

１ 温暖化問題と経済の関係

�１ 「気候変動の経済学」（スターンレビュー）

� スターンレビューとは

スターンレビュー（Stern Review）は，地球温暖化の被害によって今後発生す

る経済的負担は，温暖化対策による経済的負担をはるかに上回ることを明らかにし

て，経済学の観点から温暖化対策の重要性を世界各国に認識させた報告書である。

この報告書は，イギリスをはじめとして世界各国において温暖化対策を進めるうえ

で大きな影響を与え，コペンハーゲン合意に向けた原動力ともなっている。

� スターンレビューの内容

スターンレビューの正式な表題は“The Economics of Climate Change"（気候変

動の経済学）で，２００６年１０月３０日に経済学者ニコラス・スターン卿によって発表さ

れた。この研究は，イギリスのゴードン・ブラウン財務省（いずれも当時）の委託

を受けて行われたもので，地球温暖化の対策による得失，対策の方法や行うべき時

期，目標などに対して，経済学的な評価を行っている。

報告では，気候変動の経済的リスクについて次のように述べている。

「気候変動（地球温暖化）は非常に深刻かつ全地球規模でのリスクであり，

世界規模での緊急の対策を要する。行動を起こさない場合，多くの地域，特に

開発途上地域では農作物の収量が減少する。また，気温が３度上昇すると，１０

億人以上が水不足に襲われるおそれがある。そして，気温が２度以上上昇する

と，生態系の大多数は現状維持が不可能となり，暴風雨，林野火災，旱魃，洪

水などの異常気象が生じ得る。その結果，温室効果ガスの排出削減を怠った場

合は，GDP の少なくとも５％，最大で２０％の損失が生じる恐れがある。」

こうした経済的リスクに対し，気候変動に対する早期かつ強力な対策を行った場

合の利益は，そのコストを凌駕すると表明している。

「現在行う対策の効果が現れるまでには長い時間がかかる。しかし今後１０－

２０年間の対策は，今世紀の後半とそれ以降の時代に決定的な影響を及ぼし得る。

今行動を起こせば，気候変動の最悪の影響は避けることができる。現時点で支
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払われるコストは，将来非常に重大な結果を引き起こすリスクを回避するため

の投資と見なされるべきである。賢く投資すればこのコストは支出可能な額に

なり，その過程には成長と発展の幅広い可能性が存在するであろう。」

報告では，温室効果ガスの放出を２０５０年までに現在の４分の３に削減して CO２濃

度を５５０ppm に抑えた場合，その対策コストは平均で GDP の１％程度，即ち排出

削減を怠った場合に生じる損害よりはるかに小さい額と予測し，「早期かつ強力な

対策」が経済学的にみて最終的に便益をもたらすであろうと結論付けている。

その上で，報告では削減対策について，以下のとおり指摘している。

ア 全ての国での行動が必要であり，成長を阻害せずに達成可能である。

イ 先進国が２０５０年に６０～８０％削減を行ったとしても，途上国の対策が必須である。

ウ CDM 等の経済的メカニズムを用いることで，途上国は対策コストの全てを負

担するという事態を避けられる。気候変動対策はビジネス機会を生む，長期的な

成長戦略である。

エ エネルギー効率向上，需要変化，クリーンな電力，熱，交通の技術の採用等，

様々な排出削減対策がある。５５０ppm に安定化させるために，２０５０年までに電力

での６０％炭素排出量の削減，交通部門での多大な削減，CCS（二酸化炭素回収・

貯留）技術等が必要である。

オ 第１に炭素への価格付け（税，取引，規制），第２に技術革新と低炭素技術の

普及，第３にエネルギー効率向上の障壁撤廃，国民の啓発の３種類の対策が必要

である。

� スターンレビューと日本

日本の公害問題は，環境を無視した経済が結局は大きな損失をもたらすことを明

らかにした。しかし，その日本においてスターンレビューの重要性は十分に認識さ

れていない。日本の削減目標や政策導入に消極的な態度の背景には，削減策の負担

面をことさらに強調し，対策をとらないことによる損失にほとんど目を向けていな

いことがある。気候の安定は経済活動の前提であり，温暖化対策のために必要な対

策を取ることは経済発展のためにも不可欠である。今必要な対策を怠ることは，経

済的に多大な損失をもたらす原因となることを銘記すべきである。

�２ 環境問題を経済発展の原動力とする見方の台頭

１９９０年代以降，ヨーロッパを中心に経済と環境の関係について全く新しい考え方が

台頭しつつある。それは，環境問題を経済発展の原動力として捉える考え方である。

長い間，環境問題は経済の発展にブレーキをかける要因とされてきたが，新しい考え

方はこうした旧来の発想から決別し，環境がもたらす要請を経済と技術の発展に導く

モーターとして捉える。欧米は低炭素経済に向け経済の構造を転換していく道を進み

始めたが，そこには低炭素経済の実現が自国の経済の自立と発展につながり，さらに

は世界経済をリードしていくことにもなる，という戦略的な意図が込められている。

こうした考え方のもとでは，環境の要請に適合した経済を実現させることは，経済

にとっての「足かせ」ではなく，「ビジネスチャンス」となる。環境は経済が進むべ

き針路を示すシグナルであり，そのシグナルをいかに早く読み取り，いかに早く的確

な投資を行っていくかが最重要課題となる。ここでは，環境がもたらす問題は，経済
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をより活性化させるとともに，人々に雇用の場と生きがいを提供していくための何よ

りの手段なのである。

多くの先進諸国が排出量取引制度や環境税・炭素税の導入に踏み切った背景にも，

こうした経済と環境についての考え方の変化がある。これは，地球環境問題という「究

極の環境問題」が私たち人類につきつけた課題に対する１つの応答である。

ところが，日本においてはこうした考え方がほとんど市民権を得られておらず，い

まだに環境対策の負担面ばかりを強調する論調が幅を利かせている。しかし，もし日

本がこうした旧来の発想にとどまるならば，低炭素経済へと大きく舵を切った世界の

流れのなかで完全に取り残され，日本経済は衰退の一途をたどりかねない。既に再生

可能エネルギー分野では，日本は政府の後ろ向き，場当たり的な政策のために，世界

市場をリードしていくチャンスを失った。逆に，EU の企業は政府の積極的な政策の

もとで飛躍的な発展をとげ，世界市場をリードする地位を確立しつつある。こうした

失策を今後も繰り返さないためにも，日本政府と経済界の首脳らは，環境を経済の外

在的な制約として捉える旧来の発想から一刻も早く脱皮する必要がある。

２ EUの温暖化対策

�１ EUの気候政策の概要

� 気候変動対策の本格化（２０００年～２００４年）

EU（欧州連合）は，京都議定書において第１約束期間（２００８年～２０１２年）に１９９０

年比で８％削減する義務を負っている。EU の構成国（１５カ国）はこの削減を共同

して実行することを宣言し，１９９８年６月に EU 内部での各国の削減率について合意

した。

１９９０年代の EU の温暖化対策は，一部のエネルギー効率規制（SAVE プログラ

ム等）を除き，基本的に構成国各国に委ねるものであったが，欧州委員会は１９９０年

代末，京都議定書における EU の削減義務を達成することが困難であるとの危機感

を募らせ，構成国に温暖化対策を積極的に促していく姿勢へと転換した。

２０００年３月，欧州委員会は EU としての最初の温暖化対策プログラムである気候

変動に関する欧州プログラム（ECCP�）を発表した。このプログラムによって，

エネルギー，運輸，産業など部門において排出削減策を統合的，効率的に進めてい

くための作業チームが欧州委員会内に設置された。２００１年１０月，欧州委員会はこの

作業チームの最初の報告に基づいて，エネルギー，運輸，産業の各分野において年

間１億２０００万～１億８０００万トンの削減を行うための具体的な対策及び排出枠取引制

度の導入のための指令案を作成した。

この欧州委員会の提案は，２００２年７月の欧州議会及び欧州理事会における第６次

環境行動計画（「環境２０１０」）の採択へとつながった。この行動計画は２００２年からの

１０年間の EU における環境政策の基本方針をまとめたものであるが，気候変動の問

題は「今後１０年間とその後における中核的な課題」として位置付けられ，大気中の

温室効果ガスの濃度を危険のない水準に安定化させること，気温上昇を２度以内に

抑えること，全世界の温室効果ガスの排出量を長期的に７０％削減（１９９０年比）する

必要があることなどが確認された。この行動計画では，京都議定書の削減義務を履
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行するために，排出量取引制度の導入，２０１０年までにエネルギー消費量の１２％を再

生可能エネルギーによるとの目標を実現するための支援策，エネルギー効率の向上

（特にコージェネレーション発電の割合を１８％に上げること）などの方針が定めら

れた。

この第６次環境行動計画は，その後の指令や規則によって立法化されていった。

なかでも重要なのは，２００３年１０月に欧州理事会及び欧州議会において採択された欧

州排出枠取引（EU－ETS）指令である（制度の詳細は後述）。

� 気候変動対策の新たな展開（２００５年～）

２００５年１０月，欧州理事会は第２次気候変動に関する欧州プログラム（ECCP�）

を開始し，欧州の気候変動政策は第２のステップへの新たなスタートを切った。こ

のプログラムでは，自動車，航空，炭素貯留，適応策に重点をおき，新たな対策の

可能性を探ることを目的としている。

その後２００７年３月には，欧州理事会において２０２０年に向けた新たな削減目標の設

定についての合意が成立した。「２０―２０パッケージ」とも呼ばれるこの合意では，２０２０

年までに温室効果ガスの排出量を２０％削減（１９９０年比）する（経済的に発展してい

る途上国が十分な貢献を行う場合には３０％の削減），２０２０年までにエネルギー消費

に占める再生可能エネルギーの割合を２０％に引き上げる，２０２０年までにエネルギー

消費量を２０％削減するとの数値目標が掲げられた。

２００８年１月，欧州委員会は上記の合意を具体化するための方策として，「気候‐

エネルギーパッケージ」を発表し，排出枠取引制度の抜本的に改善すること（後述），

再生可能エネルギーの割合を２０％の目標を達成するために加盟国ごとに最低利用率

を定めること（車両燃料に占めるバイオ燃料の割合は一律１０％），排出枠取引制度

の対象とならない部門での１０％の削減を実現するために加盟国ごとに一定率の削減

を義務付けることなどの政策を提案した。

この欧州委員会の提案書では，「（気候変動という課題は）新たなチャンスの扉を

開く。気候に適した政策は成長と雇用のための重要な原動力をなす」として，気候

変動対策が経済的なチャンスをもたらすことが強調されている。提案書には，「気

候変動における欧州のチャンス」という副題も付されている。欧州委員会は，気候

変動対策によって２０２０年までに５００億ユーロのエネルギーコストの節約，再生可能

エネルギー分野における１００万人の新規雇用の創出などの経済的効果を得られると

し，「早く着手すればするほど欧州がグリーン技術の分野で得る利益も大きい」と

している。さらに，２０２０年までの対策コストについても，「対策費は総計でも国内

総生産額の０．５％を超えることはなく，経済成長と国民生活にマイナスの影響を及

ぼすものではない」としている。

２００８年１２月，欧州理事会はこのパッケージを大筋で了承し，同月には欧州議会に

おいても採択された。こうして，翌２００９年４月，このパッケージに基づく以下の指

令と規則として制度化された。

ア 排出枠取引指令の改正

イ 再生可能エネルギーの利用促進のための指令

ウ ２０２０年までの各構成国の排出枠取引の対象外の温室効果ガスの排出量の上限を
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第３取引期間第２取引期間第１取引期間

石油化学・アルミニウ

ム・アンモニアも対象に

組み入れられる。

第１期とほぼ同じ。2012

年からEU域内に離着陸

する航空部門も対象とな

る

一定規模以上の産業施

設・エネルギー関連施

設

対象施設

CO２。一部のＮ２Ｏ，PFC

を追加。

第１期と同じ。CO２対象ガス

EU全体で決定。第２期の

中間値から毎年１.74％

直線的に減少させる。

第１期と同じ。各国が決定。但し欧州

委員会の承認が必要。

キャップ

原則として有償配分。電

力施設は100％有償配分

（一部例外あり）。産業施

設は2013年に20％，2020

年に30％，2027年に100％

を有償配分。無償配分は

EU共通のベンチマーク

でおこなう。炭素リーケ

ージのリスクにさらされ

た施設は無償配分。対象

施設はEUが決定。

原則として無償配分。

10％まで有償配分が許さ

れる。

原則として無償配分。

５％まで有償配分が許

される。

配分方法

定めた規則：２０２０年までに EU 全体で１０％の削減（２００５年比）を目標とし，各国

の排出上限値を定めている。

エ 乗用車の CO２排出量についての規則：乗用車の km あたりの CO２排出量の上限

を１３０g と定め，２０１５年までに全ての新車がこの基準を満たすことを義務付けた。

遵守しない製造者は制裁金を課される。２０２０年の目標として９５g/km という値も

定めた。

オ 炭素貯留技術に関する指令：炭素貯留につきアセスメント手続などの基本的な

制度枠組みを定めている。

�２ 排出枠取引制度（EU－ETS）

２００５年からスタートした欧州排出枠取引制度は，EU の気候変動対策の最も重要な

柱である。２００７年までの第１取引期間は既に終了し，現在は２００８年から２０１２年までの

第２取引期間に入っている。２００９年４月には，２０１３年から２０２０年までの第３取引期間

における制度の枠組みも確定した。

欧州排出枠取引制度は，当初２５カ国でスタートしたが，現在は EU に加盟していな

いノルウェー，リヒテンシュタイン，アイスランドの３国を含む３０カ国で実施されて

いる。

� 第１取引期間（２００５年～２００７年）

取引制度の対象となるのは，一定規模以上の産業施設（鉄鋼，ガラス，セメント，

パルプ，セラミック等）及びエネルギー関連施設（発電所）である。参加は施設単

図２－２ EU排出量取引制度の対象・キャップ・配分方法
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位で強制的である。同業の施設と共同で参加する方法もオプションとして認められ

たが，このオプションは実際には利用されなかった。

対象となる温室効果ガスは CO２のみであり，EU 内の CO２排出総量の約４割が排

出枠取引制度によってカバーされた。

キャップ（排出枠総量）及び配分方法の決定は各構成国が作成する国内配分計画

（NAP）に基づいて行われたが，国内配分計画については欧州委員会による承認

が必要。

配分については，無償配分が原則とされ，有償配分（オークション）は５％を上

限として許容された。実際には第１取引期間にオークションによる配分を行った構

成国はなく，基準期間の排出実績に基づく無償配分（グランドファザリング）によ

る配分を行った国が大半を占めた。

この第１取引期間は，各構成国が設定したキャップが排出実績に照らしても過大

な量であったために排出削減への圧力は限られていた。取引期間の最後には排出枠

の取引価額が暴落し取引が成立しない事態に陥ったこと，電力会社が無償配分を受

けた排出枠の価額分を売電価額に上乗せしため電力料金が上昇し電力会社が巨利を

得たことなど，多くの教訓を残した。

� 第２取引期間（２００８年～２０１２年）

第１取引期間における制度はほぼ第２取引期間に引き継がれた。但し，２０１２年か

ら EU 内で離着陸する航空機の排出分も制度の対象に組み入れられる。

キャップについては引き続き各国の配分計画に委ねられたが，第１取引期間の反

省を踏まえて欧州委員会は各国の計画を厳しく審査する姿勢に転じた。この結果，

EU 全体のキャップは，第１期の約２２億９８００万トンから約２０億８２００万トンに減少し

た。いくつかの構成国は欧州委員会の決定を不服として欧州裁判所に提訴した。

排出枠の配分方法についても各国に委ねられたが，ドイツなどいくつかの国でベ

ンチマークによる配分の割合が増加した。また，第２取引期間からは，オークショ

ンによる配分が１０％まで許容されることになり，ドイツ（９％）などが有償配分を

開始した。

� 第３取引期間（２０１３年～２０２０年）

第３取引期間からは取引制度が大きく様変わりする。

制度の対象部門に，石油化学，アンモニア，アルミニウムが加わるほか，対象ガ

スも硝酸などの生産時に発生する亜酸化窒素（N２O）とアルミニウム生産時に発生

するパープルオロカーボン（PFC）が追加された。

キャップは EU 全域で定められ，２０１３年以降，毎年１．７４％減少する。２０２０年に

２００５年比で２１％の削減となる。

発電部門における配分は１００％有償配分となる（但し，石炭火力の割合が高い一

部の低所得国において EU の電力網との連携が整備されていない場合は，例外的に

２０２０年までの間，３０～７０％の無償配分が許される）。産業部門については，有償配

分の割合を徐々に引き上げ，２０２７年までに１００％有償配分へ移行する。また，無償

配分は EU 共通の方法で行う。規制のない第三国に施設が移転する「炭素リーケー

ジ」が発生するリスクにさらされている部門については，例外的に最大１００％無償
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配分を行う。

オークション収益の配分と使途については，オークション対象の排出枠の８８％を

２００５年の各国の排出実績割合により各国に配分すること，１０％を１９の低所得国に配

分すること，残る２％を２００５年に京都議定書の基準年の排出量より２０％以上削減し

た９カ国（東欧諸国）に配分することが決まっている。各国は，オークションの収

益の少なくとも５０％を排出削減策，気候変動への適応策，再生可能エネルギーの開

発，エネルギー効率の改善などに使わなければならない。

�３ 再生可能エネルギーの利用促進策

EU における再生可能エネルギーの利用状況は国によってかなりの差がある。水力

発電と木質燃料資源に恵まれた国ではエネルギー消費総量に占める再生可能エネル

ギーの割合が２０％以上となっている一方で，フランス，ドイツ，スペイン，イタリア

などの諸国では４～６％程度にとどまっている（イギリスの１．７％が最低）。EU２７

カ国の全体でみると６．７％である（いずれも２００５年現在）。

EU は１９９０年代半ばから，「２０１０年までに再生可能エネルギーがエネルギー供給量

に占める割合を１２％に引き上げる」との目標を掲げてきたが，各国の国情の違いに配

慮して積極的な政策は取ってこなかった。１９９０年代は，EU 域内の電力市場の自由化

の実現が最重要課題であり，再生可能エネルギーについては一定の配慮条項が設けら

れるにとどまった（１９９６年の「域内電力市場指令」において，配電網事業者に対して

再生可能エネルギー施設の優遇を義務付けることが許容された）。

しかし，EU は２０００年以降，各構成国の再生可能エネルギーの利用促進策を積極的

に促進させる姿勢に転換した。２００１年の「域内電力市場における再生可能エネルギー

による発電を促進するための指令」においては，発電分野における再生可能エネル

ギーが占める割合について各国が２０１０年の目標値を定め，達成計画を策定することが

定められた。指令のなかでは国別目標値の指針となる参考値も掲げられ，これによっ

て EU１５カ国全体で２０１０年までに再生可能エネルギーによる発電の割合を２２％（EU

２７カ国で２１％）に引き上げることが目標とされた。この指令においては，各国が再生

可能エネルギー施設の送電網に対し接続し電力を配電することを確実にするための方

策を取ることが定められ，各国が再生可能エネルギー施設の優先的な接続について定

めることも認められた。

２００７年３月には，欧州理事会において，再生可能エネルギーがエネルギー消費総量

に占める割合を２０２０年までに２０％に引き上げること，車両燃料に占めるバイオ燃料の

割合を同じく２０２０年までに１０％に引き上げることが合意され，２００９年４月，この合意

を実現するため再生可能エネルギーの利用促進のための指令が制定された。この指令

は，発電・熱・車両燃料を通じた再生可能エネルギーの割合（エネルギー総消費量に

占める割合。但し，発電施設における電力消費分，送電ロス分を含む）を EU 全体で

２０２０年までに２０％に引きあげることを目標としている。そのために，２０２０年までに各

国が達成しなければならない再生可能エネルギーの最低利用率を定め，各国にこの目

標達成のための行動計画の策定を義務付けている。また，構成国間で再生可能エネル

ギーの利用率を統計的に移転することも認めている。さらに，この指令では，バイオ

燃料の使用割合を２０２０年までに１０％とすることも義務付けられた。同時に，環境破壊
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につながるバイオ燃料を排除するため，持続可能性の要件が定められ，その要件を満

たすものだけを再生可能エネルギーの利用として認めることになった。

３ 環境先進国ドイツの温暖化対策

�１ 気候保護政策の経緯と削減目標

ドイツは，１９９０年前後から温暖化対策（気候保護）に力を入れるようになり，環境

政策や環境技術などの点で世界をリードする「環境先進国」の１つとなった。

ドイツの気候保護政策が一気に加速したのは，１９９８年に緑の党が社会民主党と連立

政権を組み，緑の党の連邦環境大臣（トリッティーン）が登場してからである。この

政権のもとで，１９９０年代末から２０００年代初頭にかけ，環境税制改革，再生可能エネル

ギー法の制定，脱原発策など，次々と重要な制度が導入され，その後のドイツの気候

保護政策の骨組みを築くことになった。２００５年の政権交代によって，緑の党が野党と

なり，社会民主党とキリスト教民主同盟等による新たな連立政権が誕生したが，従前

の政策は新政権にも引き継がれている。２００７年にはメルケル政権のもとでの気候保護

政策がパッケージとしてまとめられたが，ドイツ政府の対策のスピードはこのパッ

ケージのもとでさらに加速しつつある。

ドイツ政府は以下の温室効果ガス削減目標を掲げている（いずれも１９９０年比）。

２００８年～１２年 －２１％

２０２０年 －３０％（EU が３０％の削減を約束し，他国がこれと同等の野心

的な目標を掲げる場合は４０％の削減）

ドイツの温室効果ガスの排出量は，２００８年時点で既に－２３．３％（１９９０年比）となっ

ており，京都議定書第１約束期間（２００８年～２０１２年）の削減義務（－２１％）の達成は

確実な情勢である。このため，ドイツにおける政策上の焦点は，２０２０年に４０％削減と

いう削減目標をいかに実現するか，という点に移っている。

�２ 気候保護プログラム

ドイツではイギリスとは異なり「気候保護法」は制定されていない。気候保護に関

連した法制度が多くの分野にまたがって存在しており，これらの諸制度を統合するこ

とは既に困難な状況にある。

但し，気候保護政策は政府のプログラムとして統合されている。連邦政府の「気候

保護プログラム」は，２０００年に初めて策定され，その後２００５年にも新たなプログラム

が策定された。２００７年には新たに統合的なエネルギー・気候プログラムと名付けられ

たプログラムが決定され，現在はこのもとで政策が展開されている。これらのプログ

ラムは，いずれも個別の政策を具体的かつ詳細に定め，個々の対策がもたらす削減量

が数値で示されている点に特徴がある。

２００７年の統合プログラムにおいては，再生可能エネルギーの利用の拡大，コージェ

ネレーション発電設備の拡充，電力消費の削減，建物の改修など，多岐にわたる分野

で一層の排出削減を図るための対策が掲げられた。ドイツ政府はこのプログラムによ

って，２０２０年までに温室効果ガスの排出量を３６．６％削減（１９９０年比）できるとしてい

る。既にその大半の対策が実行に移されており，２００８年には法制定・法改正が相次い

だ。
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�３ ドイツの気候保護政策において特に重要な役割を果たしている法律

� 再生可能エネルギー法（後述）。

� 再生可能エネルギー・熱法：建築物における再生可能エネルギーの熱利用を義務

付けている。２００９年１月施行の新法。

� 連邦イミッシオーン保護法：第３部で車両・車輛燃料等について規制している。

バイオ燃料の性状・割合なども定める。

� エネルギー事業法：電力・ガスなどのエネルギー関連事業の基本法。安定かつ経

済的なエネルギー供給とともに環境保護を法律の主たる目的として位置付けている。

� 排出量取引法，配分法：EU 指令に基づき制定された国内法（後述）。

� コージェネレーション法：コージェネレーション発電（電量と熱を同時に製造す

る施設）に対する補助制度を定めている。

� 省エネ法・省エネ政令：建築物のエネルギー消費量を規制。

� エネルギー消費量表示法：車両及び電気機器のエネルギー消費量の表示を義務化。

	 電力税法・エネルギー税法：電力，石油などのエネルギー消費に対し課税。

�４ 再生可能エネルギー法

再生可能エネルギー法は再生可能エネルギーによる発電電力を固定価額で買い取る

ことを配電事業者（送電網操業者）に義務付ける制度で，２０００年から導入された。

買取りが義務付けられる期間は，約２０年間である。この買取制度によって，再生可

能エネルギーに対する投資の回収が確実なものになり，民間の投資が再生可能エネル

ギーに向かうようになった。

この法律は，再生可能エネルギーの普及に障害となり得る事項を排除するため，

数々の工夫をこらしている。まず，法律は，再生可能エネルギーの発電施設の操業者

が配電事業者に対して配電網への優先的な接続を請求する権利及び発電した電力の引

取を請求する権利を保障した。これに付随して，接続に伴う費用負担についても法律

でその範囲を限定し，発電施設側が過度の費用負担を強いられることを防いでいる

（配電網への接続に伴う費用のうち，発電施設側が負担しなければならないのは接続

機器及び測定機器の費用に限定され，配電網の操業上必要となる設備の設置費用など

は全て送電網操業者の負担となる）。さらに，配電網がネックとなることを防ぐため，

施設操業者が配電事業者に対して送電網の拡充を請求する権利も保障した。

また，買取りに伴うコスト負担の地域的な偏りが生じることを防ぐため，連邦全域

で電力消費者が均等に負担するための清算制度を導入した。同時に，制度に対する国

民の信頼性を確保する目的で，コストの負担に関する情報公開を徹底し，行政の監視

についても定めている。再生可能エネルギー法による買取制度が一般消費者にもたら

している負担額は，２００７年現在，１家庭（３人家族）あたり月に約３ユーロ（４００円

弱）となっている。

この再生可能エネルギー法の制定によって，ドイツにおける再生可能エネルギーの

利用量は急上昇し，２００８年には再生可能エネルギーによる電力が占める割合は１４．８％

に達した（図２－３）。再生可能エネルギーの活用によって，ドイツの CO２の年間排

出量は約１億１２００万トン（２００８年）削減された。これはドイツの１９９０年の排出量の約

１０％に相当する。
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さらに，再生可能エネルギー法はドイツに大きな経済効果をもたらし，ドイツの再

生可能エネルギー関連業界は世界市場で躍進を遂げた。再生可能エネルギー分野の売

上げは年間２８７億ユーロ（約３兆７３００億円）に達し，２８万人に雇用の場を提供してい

る（２００８年）。

再生可能エネルギー法では，２０２０年までにこの割合を最低でも３０％に引き上げるこ

とを目的として掲げている。洋上発電プロジェクトなどが順調に推移すれば，再生可

能エネルギーによる電力の割合は同年までに５０％に達するとも予測されている。さら

に，２０５０年には，発電・熱利用・燃料利用を全て含めたエネルギー消費総量における

再生可能エネルギーの割合が約５割に達し，それによって１９９０年比で約８割の CO２の

削減が実現されると予測されている。

ドイツにおける熱利用分野での再生可能エネルギーの利用は電力分野に比べ大きく

遅れている。こうした現状を打開するため，２００８年，再生可能エネルギーを新規建築

物において熱利用することを義務付ける新法（再生可能エネルギー・熱法）が制定さ

れ，２００９年１月から施行された。

さらに，バイオ燃料の分野でも，環境税の減免措置によって再生可能エネルギーの

利用が急上昇している。２００５年からは，ディーゼルとガソリン燃料について，それぞ

れ一定割合のバイオ燃料を使用することが法律で義務付けられるようになった。この

政策転換により，バイオ燃料の減免措置が段階的に縮小されたため，２００８年には利用

量が初めて減少に転じた。

�５ 排出量取引制度

EU 指令に基づき，２００５年１月から，排出量取引制度が実施された。この制度につ

いて，ドイツでは排出量取引法と配分法という２つの国内法が制定されている。排出

量取引法は排出枠取引の基本的な枠組みを定めたもので，配分期間を通じて適用され

ることが予定されている。他方の配分法は，排出枠の配分基準を定めるための法律で，

配分期ごとに制定されている。これまでに，第１取引期間（２００５年～２００７年）のため

図２－３ ドイツにおける再生可能エネルギー発電量
連邦環境省「再生可能エネルギーの数値（２００８）」より作成
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の「配分法２００７」と第２取引期間（２００８年～２０１２年）のための「配分法２０１２」が制定

された。ドイツでは，現在，発電施設や鉄鋼施設など約１６００の施設がこの制度の対象

となっている。

第１取引期間は排出実績にほぼ見合う量の排出枠が無償配分されたが，第２取引期

間からは電力部門への配分が排出係数による無償配分に移行した（小規模施設は例外

的に排出実績による無償配分）。第２期は排出枠総量が大幅に引き下げられた（年４６００

万トンの引き下げ）。

第３取引期間（２０１３年～２０２０年）は，電力部門では１００％オークションによる有償

配分が行われることになった。産業部門は当初２０％が有償配分で，その後その比率が

上がっていくことになる。

�６ 環境税

１９９９年から電力と鉱油の消費に対して環境税が課税されている。この環境税は，エ

ネルギー消費量に着目した課税（エネルギー税）であり，炭素排出量に応じた課税（炭

素税）ではない。税収の約９割が社会保険料（年金保険料）の財源にあてられており，

他の多くの EU 諸国と同様，税収中立的な制度になっている点に特徴がある。但し，

産業部門については税率が低く抑えられているうえ，電力を多用する企業に対する免

税措置も講じられている。このため，現在のところ，環境税は小規模排出事業者と家

庭部門を主たる対象とした制度として機能している。この環境税の導入は，特に輸送

分野において排出量の削減に貢献したとされている。エネルギー価額が高騰している

などの理由で，２００５年以後税率は引き上げられていない。

�７ その他のエネルギー効率向上のための制度

発電部門・産業部門におけるコージェネレーション施設の拡充を目的としたコージ

ェネレーション法，建築物分野において省エネを進めるための省エネ法（省エネ政令），

輸送部門における自動車税・通行料などの諸制度が存在する。排出量の削減における

実効性を高めるため，これらの制度は２００８年に大きく改正されている。
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＜ドイツにおける市民参加＞

ドイツにおいては，気候保護に市民が能動的に参加している。市民のかかわりは

様々な分野で，多種多様な方法で行われているが，自治体，環境 NGO，再生可能エ

ネルギーという３つのキーワードでドイツにおける市民参加についてスケッチする。

� 自治体

自治体（市・郡・町村）には，住民の意識と能力を活性化，統合することを通じて

地域に即した気候保護政策を進めていくという非常に大きな役割が期待されている。

自治体による気候保護策において大きな役割を果たしたのは，ローカルアジェンダ

２１の取組みである。１９９０年代半ば以降，バイエルン州などを中心に多くの自治体が持

続可能性をテーマにした決議をあげた。こうした動きは，「持続可能性」という概念

が市民権を得ることにつながり，２００２年には国レベルの「持続可能性戦略」も策定さ

れた。２０００年代に入り，ローカルアジェンダ２１の運動は財源問題などで停滞しつつあ

るが，インゴルシュタット市（バイエルン州）などではより徹底した住民参加のもと

に地域計画を策定していくための取組みもなされている。

気候保護をテーマとした自治体間の組織としては，１９９０年に設立された気候－同盟

（Klima-Bundnis）が存在し，ドイツ国内の約４４０の自治体が加盟している（ドイツ

以外の約１０００の欧州の自治体も加盟）。この組織は，５年内に１０％という排出削減を

継続していくことを目標に掲げ，熱帯林の住民との連携も重視している。

また，ドイツでは，いわゆる「環境自治体」として名が知られている自治体（フラ

イブルグなど）だけでなく，多くの自治体が気候保護マネージメントや持続可能性戦

略など意欲的な政策を掲げ実施している。ただ，気候保護にさほど積極的でない自治

体もまだ多く存在し，自治体間のバラツキも大きい。自治体の取組みを刺激し，優れ

た取組みを広げていくために，自治体の環境政策の評価と表彰も盛んである（環境省

やドイツ環境支援協会など）。

自治体が気候保護政策を推進するうえでネックとなるのが権限と財源であるが，ド

イツの自治体もこれらの問題に直面している点で日本と変わらない。しかし，ドイツ

の自治体は，土地利用計画について強固な権限を有しているうえに，自前のエネル

ギー供給会社などを有していることが多く，独自にエネルギー政策や地域計画を展開

することが可能である。また，財源不足の問題が深刻であるとはいえ，自治体の財政

上の独立性が保障されており，日本のように中央政府の補助金政策に手足を縛られて

いるという状況にはない。自治体の政策の基盤となる住民の自治意識（自治体への帰

属意識）も高く，自治体が専門能力を有する住民を動員しつつ住民と協働して政策を

進めていくという条件にも恵まれている。これにより，自治体がエネルギー政策，都

市計画，廃棄物などを統合した政策を推し進めることが可能となっており，多くの

「環境自治体」が生まれる背景にもなっている。

� 環境 NGO

ドイツの環境保護団体は，日本とは桁違いの会員を擁している（ドイツ最大の環境
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保護団体である BUND の会員数は，約４０万人に達している）。そのうえ，環境保護団

体内で法律，経済学，自然科学などの専門知識を有する者が専従していることも多く，

専門的な能力も高い。さらに，エコ研究所に代表される市民運動起源の専門的な研究

施設も存在する。これがドイツの環境 NGO が市民あるいは行政に対して大きな影響

力を発揮する基盤となっている。

環境 NGO と行政との関係は，１９８０年代以降，かつての「対立」の関係から脱し，

「協働」の関係へと変化してきている。全ての政党が環境保護を前面に打ち出すよう

になったこと，環境行政上の主たる課題が廃棄物，運輸交通，自然保護などより市民

に身近な問題に移ってきたことがその背景にある。ただ，原子力発電や道路建設など

の問題では１９９０年代になっても環境 NGO と各地の市民組織との間で激しく対立して

きた。

温暖化の問題でも，行政と環境 NGO との関係は「協調と対立」という二面性をは

らんでいる。この問題が市民の主体的な参加なくして克服できない課題であることは

行政側も強く認識しており，環境 NGO は政策遂行上の重要なパートナーとして位置

付けられている。ドイツでは，法令の制定や重要な政策決定の際には，環境 NGO に

意見表明の機会を与えられ，議会審議でも環境 NGO の意見を公聴することが多い。

環境 NGO 側も議会や行政に対して積極的に政策形成型の提言を行っており，再生可

能エネルギーの買取制度や環境税など，実際の制度に結実した例も多い。

ただ，その一方で，石炭火力発電所や露天掘場の建設をめぐっては，環境 NGO と

（州）政府との間の対立が激化しており，各地で反対運動や訴訟が行われている。２００７

年１１月には，ザーランド州のエンスドルフ（人口６７００人）で，住民の請求に基づいて

住民投票が実施され，石炭火力発電所（出力１６００MW）の建設のための土地利用計画

の変更が阻止された例もある（ドイツの住民投票制度は，一定数の署名を集めること

で住民投票の実施を請求することができ，住民投票の結果は議会の議決と同等の効力

を有するというものである。請求要件や投票事項の範囲について州によってバラツキ

がある）。

� 再生可能エネルギー

再生可能エネルギーは気候保護政策に一般市民や自治体が主体的に参加していくう

えで，非常に重要な手段を提供している。

ドイツでは１９９０年の電力引取法の制定以降，市民（農民）が共同して風力発電施設

を建設・運営する動きが広がった。２０００年の再生可能エネルギー法の制定後は，風力

だけでなく太陽光やバイオマスによる発電施設においても，市民による設置がブーム

となっている。ローカルで小規模のエネルギー源である再生可能エネルギーは，市民

が自らの手で排出削減に貢献し，それを実感するうえで格好の手段を提供している。

また，自治体においても，再生可能エネルギーの活用が気候保護政策の柱に据えられ

ている例が多く，多くの自治体が１００％再生可能エネルギーによるエネルギー供給を

目指している。
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４ 排出削減の仕組みづくりで先行する英国

�１ １９９０年代から仕組みづくりに着手

英国の温暖化政策の歴史は１９８０年代のサッチャー政権に遡る。石炭から北海油田の

天然ガスへの転換政策は，折から国際社会で対策の必要性が認識されていた CO２削減

に大いに貢献するものであった。

１９９７年の京都会議以降，ブレア政権は，外交面では京都議定書の発効に貢献し，国

内でも２０５０年までに６０％削減するとの長期目標を掲げた。政府は産業界との間で協定

を締結し，２００１年には大規模事業者に対する気候変動税を導入した。さらに，２００２年

からは世界で初めて国内排出量取引制度を導入した。この取引制度は，その後，EU

域内排出量取引（EU－ETS）へと発展することになった。

業界ごとの協定に加えて，政府は，鉄鋼，アルミニウム，セメント，窯業，化学，

食品，鋳造，ガラス，非鉄金属，製紙の１０のエネルギー集約型産業の個別企業との間

で協定を締結している。気候変動税は協定や取引制度と組み合わされ，目標達成の場

合には気候変動税の８０％が免除されるというものである。これらは政府と事業者との

情報流通を促進し，事業者の意欲も引き出してきた。

１９９８年１１月，イギリス産業連盟の元会長であるマーシャル卿はマーシャルレポート

で，京都議定書は最初の一歩であって，議定書で義務付けられた目標の達成はもとよ

り，その後の中長期的削減を実現していくには，炭素に価格を付ける経済的仕組みが

必要と提起していた。英国産業連盟は当初は気候変動税や排出量取引の導入に反対し

ていたが，政府から明確な導入意思が示されていたこと，エネルギー多消費型産業が

少なくなっていたこともあってこれらの政策を受け入れ，次第に温暖化対策をビジネ

スチャンスととらえるようになっていた。英国政府の国内外の取組みを産業界が支持

し，推進役を担ってきたことも英国の特徴である。

英国は，温暖化をめぐる国際交渉をリードする政治的役割を果たしてきたといえる。

元世界銀行のチームエコノミストであったスターン卿が２００６年１０月にブラウン財務大

臣（当時）に報告したいわゆるスターンレビューは，対策をとる費用よりも対策をと

らないときの損失が数倍大きく，対策をとる費用は GDP の１％程度で済むことを明

らかにし，早期対策の経済的な意義を世界に示し，２０１３年以降の国際枠組み交渉を後

押しした。また，２００６年１１月に，当時のベケット外務大臣は気候変動問題に「気候安

全保障」という枠組みを与え，地球規模の安全保障問題として国際社会が早期に対策

を取るべきことを強調した。２００９年７月にイタリアで開かれた G８ラクイラサミット

では，産業革命前の水準から２℃を超えないようにすべきであるとの科学的知見を認

識すること，先進国は２０５０年までに少なくとも８０％削減するとの目標を支持すること

が確認されたが，ブレア首相が２００５年の G８グレンイーグルスサミットで地球温暖化

問題を首相級協議のテーマに引き上げたことがその出発点といえる。
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CO2排出量 

�２ 世界初の気候変動法を制定

英国の京都議定書第１約束期間の削減目標は，京都議定書に定める６種類のガスで

１９９０年比１２．５％削減である。図２－４は英国の排出量の１９９０年移行の推移である

が，６種類のガス全体では削減傾向を辿っていたが，CO２だけを見ると削減が進んで

いたわけではなかった。

図２－４ イギリスの温室効果ガスの排出量の推移

図２－５ イギリスのCO２削減経路（FoE作成）
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しかも，２０１２年までの第１約束期間は気候の安定のための第１歩であり，英国とし

て掲げる２０５０年までに１９９０年比６０％削減への道筋が見えていなかった。

そこで，２００６年から英国地球の友（FoE）１などが中心になって英国全土で繰り広

げたのが，中長期目標を含む気候保護の法律制定を求める「Big Ask キャンペーン」

である。人気歌手トム・ヨークも参加し，２０５０年までの削減の経路を盛り込んだ気候

変動法の制定を市民から議員に働きかけた。政府の当初の法案では，２０５０年の目標は

１９９０年比６０％削減であったが，２００７年に IPCC 第４次評価報告書が出されたことを反

映させて，環境 NGO は２℃の目標の明記や８０％に引き上げさせる運動を展開した。

結局，長期目標は６０％から８０％に引き上げられ，２００８年１１月２６日，世界初の２０５０年

までの削減目標とそれまでの排出経路等を盛り込んだ国内法「気候変動法」（Climate

Change Act ２００８）が成立し，気候変動委員会の勧告に基づき，中期目標も強化さ

れた。２℃の気温目標は最終的には取り入れられなかったものの，世界で２℃程度の

気温上昇にとどめるために，先進国は２０５０年までに８０％削減が必要とする２００９年の G

８ラクイラサミットの宣言への先鞭をつけ，コペンハーゲン合意に向けてはずみをつ

ける役割を果たしている。

�３ 英国気候変動法の特徴

� 中長期目標を法定

英国気候変動法は温室効果ガスの排出（削減）目標を明記した，世界で初めての

気候保護の法律である。２０５０年までに１９９０年比８０％削減を定め，２０２０年までに１９９０

年比２６％削減（その後，２００９年４月に３４％に改定）とし，その目標達成の道筋とし

て５年ごとの排出上限を炭素予算にみたてる制度（Carbon Budget）を導入し，常

に３期分先まで決定していくこととされている。これは，ともすれば温暖化対策は

遠い先の課題と考える政治家たちに現在の問題であることを明確にさせるために，

FoE など NGO が盛り込ませたものである。

� 気候変動委員会の設置

また，２０５０年という長期にわたる気候変動政策に科学的一貫性を持たせるために，

法律で身分保障された８人の委員からなる独立性の高い気候変動委員会２を設置し，

気候保護法案審議中からターナー卿を委員長とする影の気候変動委員会を立ち上げ

て活動していたが，２００８年１０月２０日には英国の長期目標を１９９０年比６０％から８０％に

引き上げ，これまで除外してきた国際航空や海運分野も加えるよう勧告をしている。

政府の対策の評価も行い，政府と議会に報告する。

� 国内排出量取引制度の導入

英国で EU 排出量取引制度の前に導入された当初の国内排出量取引では，当時は

産業界に反対が強かったために原単位目標も容認し，これを総量削減量に換算する

ためゲートウエイを設けるという複雑な仕組みであった。

英国内の年間２０万 kW 以上の大規模施設については，２００５年からの第１期 EU 域

＊１ イギリス地球の友（FoE）は，産業革命前から２℃の気温上昇にとどめることを現在の政治の課題とするため

に，２０５０年まで直線的に削減する排出経路を法律に定めることを求めてキャンペーンを展開した。

２ http : //www．theccc．org．uk/
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内での排出量取引制度が導入され，２００８年から第２期に入っている。２０１３年以降は

第３期が開始され，欧州委員会が域内全体の排出枠の設定を行うなど大きな制度転

換が予定されている。

気候変動法では，EU 排出量取引制度の対象外の業務系を中心とする中規模の事

業者・事業所を対象として，英国内だけでの新たな排出量取引制度（CRC）を創

出し，その基本制度設計を気候変動法に盛り込んでいる。２００８年１月～１２月に年

６０００MWh 以上の電力消費をする組織（約５０００）が対象となり，これらで２０２０年ま

でに年１２００万トンの CO２排出削減を見込んでいる。対象事業所の参加は義務であり，

総量でのキャップを設定し，クレジットの取引を認めるものの，CRC のクレジッ

トと他のクレジットとの互換性はない。EU 排出量取引制度では直接排出で対象事

業所を定めているが，CRC では電力消費量が多い業務事業所を主な対象としてい

ることから，電力消費の削減を促すために，削減目標の設定を間接排出方式による

ことも予定している。

英国では，政府（環境省）が当該企業の目標の妥当性を検証する。個別の企業と

の協定では生産量など活動量に対する CO２排出量というような原単位目標による協

定もあるが，政府と業界団体との間では基本的に総量削減目標による協定を結んで

おり，削減の実績を上げるものとなっている。日本の経団連自主行動計画が，あく

まで業界団体が主体となって自主的に目標指標を選ぶ仕組みで，総量での削減目標

を義務付けていないことと根本的に異なる点である。

� 適応策を重視

英国では各地で洪水被害が相次いでおり，国民の温暖化への関心も高い。実際に，

温暖化の影響への適応のための対策の必要性を実感しているが，スターンレビュー

にあるように，今後ますます被害が拡大するとみられている。そこで，気候変動法

では，適応対策を目的の１つとして掲げ，気候変動委員会に適応小委員会を設置し

て，温暖化による洪水や干ばつ，農産物の生育への影響などに適応していくための

対策を重視している。

そのほかにも廃棄物削減のためのモデル実施，ワンウェイ（使い捨て）バッグへ

の課金，運輸部門の削減のためのバイオ燃料の使用義務などの規定も盛り込まれて

おり，総論から各論まで幅広いことも，気候変動法の特徴である。

�４ エネルギー・気候変動省の設置

気候変動法の制定の直前に，省庁の再編も行われた。これまで環境・食糧・農村地

域省と産業経済省とが主として気候変動政策を担当してきたが，２００８年１０月にこれら

の執行機関として新たにエネルギー・気候変動省を設置し，エド・ミリバンド大臣が

任命された。大臣は毎年，排出量等の報告を議会に提出しなければならないとされる

など，議会による政府のチェック機能が考慮されている。

�５ 再生可能エネルギー政策を強化

電気供給業者に対しては，再生可能エネルギー（風力，潮力，バイオ発電等）の割

合の義務付け制度が２００２年から導入され，目標が達成できなければ，再生可能エネル

ギー購入基金に支出をしなければならない。

イギリスの一次エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの目標は，２０２０年に
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１５％（交通で１０％《現状２．６％》，熱１４％《同１％》，電気３２％《同５．５％》）と，現状

に比べてかなり高い値が設定されている。課題は目標と実績との乖離であった

が，２００８年１１月に成立したエネルギー法によって，５０００kW 以下の再生可能エネル

ギー電力について固定価格買取制度が導入されることになった。さらに，エネル

ギー・気候変動省は２００９年７月に，今後３年間で国内３銀行と欧州投資銀行が中小規

模の陸上風力発電促進のために１０億ポンド（１５５０億円）の融資を行い，洋上風力の技

術開発に政府が１０００万ポンドの資金援助を行うことも明らかにした。ようやく，英国

も再生可能エネルギー導入に積極的に動き出したといえる。

�６ 家庭部門対策

� エネルギー供給事業者の義務として，２００８年から，炭素排出削減目標（CERT）

改修を行う予定である。

� エネルギー効率証明書：EU 指令に基づき２００８年から導入された制度で，建物の

建設，販売，賃貸を行う際には，その建物のエネルギー効率証明書を発行しなけれ

ばならない。

� 持続可能な住宅基準：英国独自の制度で，２００８年から，住宅を新築・販売すると

きには，住宅を★１から★６までの評価コードを示さなければならない。２０１６年に

全ての新築住宅をゼロカーボンにする目標を掲げている。

５ アメリカ合衆国

�１ 京都議定書におけるアメリカ合衆国の削減義務

京都議定書においてアメリカ合衆国は第１約束期間の温室効果ガス排出を１９９０年レ

ベルから７％削減する義務を負うことになっていた。しかし，その後登場したブッシ

ュ政権は，２００２年に京都議定書を批准しないことを決めた。

当然のことながら，ブッシュ政権下での温室効果ガス削減対策は十分ではなく，排

出量は１９９０年の６０億９８７０万 CO２トンから２００７年の７１億５０１０万 CO２トンへと，その期間

中に約１７．２％も増加している（米国が国連に提出した Inventory 参照）。

�２ オバマ政権の登場と温暖化対策の方針転換

２００９年に登場したオバマ政権は積極的な温暖化対策をとることを表明し，アメリカ

合衆国の温暖化対策は大きく変わろうとしている。以下にオバマ政権下での温暖化対

策の特徴を挙げておく。

� オバマ大統領は，米国の温室効果ガス排出量を２０５０年には１９９０年比で８０％削減を

目標とすること，そしていわゆるグリーンニューディール政策と銘打って，温暖化

対策と雇用の創設（経済対策）とを両立させることを目指すことを表明している。

� 後述する２００７年４月２日付け米国最高裁判決に基づき，米国環境保護庁は大気浄

化法の下での自動車（新車）からの排出規制を行う方向で調整している。また，大

気浄化法の下では，自動車（新車）からの温室効果ガス排出につき，州が連邦より

も厳しい独自の基準を適用するためには大気浄化法適用免除のための環境保護庁の

許可が必要であるところ，カリフォルニア州が自動車からの CO２排出基準を適用す

るにあたりブッシュ政権下での環境保護庁に対して上記の許可を求めていたものの，

環境保護庁では許可がなされていなかった。ところがオバマ政権下の環境保護庁は，

第２部 低炭素経済に動き出す世界と取り残される日本

－ 59 －



やはり方針を転換し，これを許可することを表明している。

� さらに，オバマ政権下においては，議会が排出絶対量の上限を定めた上で排出量

取引制度の導入を目指している。また，グリーンニューディール政策の一環として，

今後１０年間で１５００億ドルを再生可能エネルギー等のクリーンなエネルギーに投資す

ることにより，国内に５００万人の新規雇用を創設することを想定している。以下で

は，米国が導入しようとしている排出量取引制度，また再生可能エネルギー政策の

現状についてさらに詳しく述べたい。

�３ 米国における排出量取引制度に関する議論

� 州レベルでの排出量取引制度

温暖化対策に後ろ向きであったブッシュ政権下でも，州あるいは地域レベルで積

極的な温暖化対策に取り組もうという動きが各所で見られた。特に，米国の各地域

で創設された（排出総量の上限を定めた上での）排出量取引制度は，後述する連邦

全体における排出量取引導入の動きを鼓舞する役割を果たしている。例えば，米国

東北部では，合計１０州が参加する RGGI（Regional Greenhouse Gas Initiative：地

域温室効果ガスイニシアチブ３）という排出枠取引制度を創設した。これは各州に

おいて化石燃料を使用する発電所が排出する CO２を２００９年レベルから２０１８年までに

１０％削減する義務を課した上で，各州がそれに見合う排出枠を発行し，発電所は課

せられた義務を達成するために上記１０州のどの州が発行した排出枠をも利用できる

というものである。つまり，上記１０州の中で排出量取引に関する共通の市場を創設

したのである。この RGGI は，２００８年９月２５日に第１回オークションが行われ，既

に実施段階に入っている。また，西部７州にカナダの４州が加わった合計１１州（２００９

年６月現在）が WCI（Western Climate Initiative，西部気候イニシアチブ４）を，

また中西部６州及びカナダの１州が MGGRA（Midwestern Greenhouse Gas Reduc-

tion Accord，中西部地域温室効果ガス削減アコード５）を創設して，同地域におけ

る温室効果ガスの排出削減のため，排出量取引制度の導入を進めている。

� ２００８年に議論されたリーバーマン・ウォーナー法案

米国では，過去から何度も排出量取引法案が議会で議論されてきた。ブッシュ政

権時代である２００８年には，初めて上院本会議で排出量取引法案が審議された（リー

バーマン・ウォーナー法案）が，上院での安定多数（６割）に届かず，６月６日に

審議打切りとなった。

リーバーマン・ウォーナー法案は，石油精製業者・輸入業者や石炭使用工場等に

対して排出上限（キャップ）を定めることにより，アメリカの国家排出総量の約８７％

を対象に温室効果ガス排出を規制しようとするものであった。つまり，それらの対

象施設に対して，排出削減の数値目標を年ごとに設定し，その排出量の合計を２０１２

年から２０５０年までに７０％削減することが明記されていた。また，排出枠を獲得する

手段としてオークション制度を導入し，そのオークションの収益を低所得者層への

＊３ 地域温室効果ガスイニシアチブ（RGGI）：http : //www．rggi．org/home

４ 西部気候イニシアチブ（WCI）：http : //www．westernclimateinitiative．org/

５ 中西部地域温室効果ガス削減アコード（MGGRA）：http : //www．midwesternaccord．org/

第２部 低炭素経済に動き出す世界と取り残される日本

－ 60 －



悪影響の回避や州の政策促進などのために使うことが予定されていた。なお，排出

枠の価格があまりに高騰するのを防ぐため，将来年分の排出枠を前倒ししてオーク

ションにかける措置や，厳しい排出枠提出義務を一部緩和する措置等を条件付で認

め，さらには米国内企業の国際競争力を損なわないために，対策を取らない国から

の輸入に対して別途に排出枠を提出する義務（関税と似た機能を果たすもの）を課

する等，経済に対する悪影響をできるだけ回避することを目的とした条項も規定さ

れていた。

リーバーマン・ウォーナー法案は前述の通り２００８年６月に審議打切りとなったが，

このように制度の詳細に関して議論を煮詰め論点を整理していたことが，その後の

同様の排出量取引法案の審議をスムーズに進める上で，大いに役立ったものと考え

られる。

� ２００９年の目玉―ワクスマン・マーキー法案

そして，オバマ政権が登場した後に，審議されたのがワクスマン・マーキー法案

である。同法案は，２００９年３月末に草案の形で下院のエネルギー・商業委員会に提

案された後，同年５月には同委員会を通過し，さらに同年６月２６日に下院本会議に

て可決された。そして同年７月以降は舞台を上院に移し，COP１５までに上院でも

同様の法案を可決させる方向で調整が進んでいる（２００９年８月現在）。仮に上院が

同様の法案を可決したとしても，その後上院と下院との間で両案の相違点を解消す

るための協議会が開かれる予定であり，COP１５開催時までに米国内で排出量取引

に関する法律が成立する可能性は極めて低いが，上院・下院とも同様の法案を通過

させていれば，米国政府は COP１５において積極的な削減を呼びかける下地が整う

（ただ，ワクスマン・マーキー法案における２０２０年の対象施設の削減数値目標は

２００５年から１７％削減であり，これでは１９９０年の水準に戻すことができるにとどまる。

このような甘いレベルの削減目標で，他国に対してどこまで説得力ある議論を展開

できるかについては，疑問もある）。その意味で，アメリカ合衆国におけるワクス

マン・マーキー法案に関する国会審議を知ることは，今後の世界の動向に影響を与

える重要な視点である。

以下では，下院本会議を通過したワクスマン・マーキー法案の概要を紹介する。

ア 石油精製業者や電力会社等からの温室効果ガス排出を２０２０年に２００５年比で１７％

削減し，２０５０年には８３％削減することを数値目標として掲げる。

イ 農業部門等における吸収・削減対策の結果として毎年２０億トン分を前記削減に

カウントできる（これをオフセットと称している）。

ウ エネルギー価格上昇から消費者を保護するために，様々なプログラムを用意し

ている。

エ 電力小売供給業者が供給する電力のうち，再生可能エネルギーによる電力分と

省エネ分の合計を２０２０年までに２０％としなければならない。

その他，国際競争力の保護や再生可能エネルギーへの移行をスムーズにするため

の各種条項等の様々な規定が置かれており，同法案のボリュームは１０００頁を超える

程である。

第２部 低炭素経済に動き出す世界と取り残される日本

－ 61 －



�４ 米国における再生可能エネルギー政策

米国エネルギー省エネルギー情報局によると，エネルギー全生産量のうち再生可能

エネルギー（水力・地熱・太陽光・バイオマス・風力）が占める割合は，２００６年に

９．７％，２００７年に９．５％，２００８年に９．９％，２００９年１月から４月で１０．３％と，徐々にで

はあるが増加傾向にある。特に風力発電は，それぞれ前年比で２００５年に２５％，２００６年

に４８％，２００７年に２９％，２００８年に５１％とその生産量を近時飛躍的に増加させている６。

このように風力発電が伸びている背景には，米国の州及び連邦の政策がある。米国で

はその地理的自然的特徴が多様である故に，それぞれの特徴に合ったエネルギー政策

が有効である。米国では，いくつかの州が電力販売量における再生可能エネルギーか

らの発電量の割合につき一定割合を目標とする（例えばカリフォルニア州は２０１７年ま

でに２０％を目標とする）RPS（Renewables Portfolio Standard）制度７を導入しており，

これとアメリカ連邦法による再生可能エネルギー生産に対する税金控除（例えば風力

発電ならば１kW 時当たり２．１セントの減税が１０年間なされる）８が相まって，風力発

電を始めとする再生可能エネルギーが増加しているものと考えられる。

ただ，ドイツなどの欧州諸国と比べて米国が出遅れていることは否めず，新エネル

ギー導入のための制度としても，再生可能エネルギーへの投下資本の回収の道筋を確

立する固定価格買取制度との違いは明瞭である。前記�２で記載したように，オバマ大

統領は再生可能エネルギー等に今後１０年間で１５００億ドルもの多額の資金を投資するこ

とを表明しており，今後の巻き返しが注目される。

＊６ 再生可能エネルギーについて：米国エネルギー省エネルギー情報局（Energy Overview），http : //www．eia．doe．

gov/emeu/mer/pdf/pages/sec１_５．pdf

７ RPS 制度について，例えば，NEDO 海外レポート（No．９０６．２００３．５．６），http : //www．nedo．go．jp/kank-

obutsu/report／９０６／９０６―０３．pdf

８ DESIRE（再生可能エネルギー促進のためのプロジェクトで，米国エネルギー省が出資），http : //www．dsireusa．

org/incentives/incentive．cfm?Incentive_Code=US１３F（２００９年８月２３日取得情報）
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＜「CO２は大気汚染物質である」～２００７年４月２日連邦最高裁判決＞

１ はじめに

２００７年４月２日，米国の連邦最高裁で画期的な判決が下された。その内容は，米国

環境保護庁（以下「EPA」という。）が自動車（新車）からの CO２排出に関する規則

制定権を有しており，EPA が規則制定を行わなかった判断は裁量権を逸脱している

とするものである。

２ 判決の背景

米国の環境保護団体グループが，１９９９年１０月，大気浄化法（Clean Air Act）に基

づき，自動車（新車）からの CO２排出を規制する規則を制定するよう，EPA に対し

て申請を行った。大気浄化法には各種発生源に対して各種汚染物質排出基準等の規制

措置が存在するが，環境保護団体グループはそのうち移動発生源である自動車に関す

る排出規制の部分を対象にして EPA に申請を行った。２００３年９月，EPA がこの申請

を拒否したため，環境保護団体グループは EPA を相手取って訴訟を提起し，申請に

対する EPA による拒絶の是非を争った。この訴訟の原告団には，マサチューセッツ

州等の州政府も加わった。第１審（コロンビア特別区巡回高等裁判所）は，３人の裁

判官の意見が割れたものの２対１で原告敗訴となった。そこで原告が上訴し，本件が

最高裁で審理されることとなった。

３ 判決の概要

最高裁判決の骨子は以下の通りである。

�１ 原告適格

まず判決は，原告団の原告適格を認めた。その理由は概ね以下の通りである。

「２０世紀の間に世界の海面は地球温暖化の結果１０～２０cm 上昇し，それは既にマサチ

ューセッツの海岸を飲み込み始めており，その修復費用だけでも数億ドルに達する可

能性がある。したがって，マサチューセッツ州に対する損害の危険は，現実かつ差し

迫ったものと言える。

また，議会が個別に具体的権利を保護する手続的権利を与えている場合には，認容

される救済内容により加害者が再考する可能性があれば原告適格ありとされるところ，

議会は EPA の本件のような決定に対して州が提訴する権利を認めており，しかも本

件で原告が勝訴すれば EPA が危険軽減の措置をとることが予想されることからして，

マサチューセッツ州には原告適格が認められる。」

なお EPA は，規則制定の拒絶がマサチューセッツ州の損害に対して取るに足らな

い程度しか寄与しておらず，中国やインド等の途上国で排出増加が予測されているこ

と等に鑑みても，規則制定がマサチューセッツ州の損害を現実に回復させるものでは

ない，と主張した。しかし最高裁は，地球温暖化を「遅らせる」ため対策を講じるべ

き義務が EPA にあるかについても司法審査の対象となるところ，国内の排出削減は，

特に米国の運輸部門が大量の CO２を排出していることに鑑みれば，世界の排出増加の
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速度を遅らせることになるとして，EPA の規則制定拒絶はマサチューセッツ州の損

害に少なくとも「寄与」しているとした。

そして，これまでの判例どおり，原告団のうち１人でも原告適格を認められれば，

当該事件の司法審査を行うのに十分であるとした。

�２ 新車から排出される CO２に関し規則を制定する権限を EPA が有するか

最高裁は，CO２や他の温室効果ガスが「大気汚染物質（air pollutant）」に該当する

故に，その排出が気候変動に寄与すると EPA が判断した場合，新車から排出される

CO２に関し規則を制定する権限を EPA が有するとした。

なお前記判断にあたり最高裁は，大気浄化法上の「大気中に排出される，大気を汚

染する全ての原因体（agent）であり，全ての物理的（physical）・化学的（chemical）

実体（substance）を含む」との定義を文字通り解釈して，CO２を大気汚染物質と認

定した。

�３ 新車からの CO２排出に関する規則制定を EPA が拒絶したことは裁量の範囲内か

最後の争点は，新車からの CO２排出に関する規則制定を EPA が拒絶したことは裁

量の範囲内かについてである。これに対する最高裁の判断は，概ね以下の通りである。

「同裁量の行使に当たり，大気浄化法が EPA に対して求める「判断」は，大気汚

染物質が人々の健康や福祉を危険にすると合理的に予測される大気汚染を惹起しまた

はそれに寄与するかどうかについての判断であることは，法文上明確である。したが

って，EPA が規則制定を回避することができるのは，温室効果ガスが気候変動に寄

与しないと判断した場合，または温室効果ガスに気候変動が寄与するかどうか判断に

ついての裁量権を行使できない若しくは行使しないことに関する合理的な説明が加え

られた場合のみである。EPA は，政府に地球温暖化に対する自主的計画が存在する

ことや，排出削減に向けて発展途上国と交渉する大統領の権限を妨害すること等を，

規則制定を拒絶した理由に挙げるが，このような理由は，温室効果ガスが気候変動に

寄与しているかどうかに何ら関係なく，科学的判断を拒否する正当な理由たりえない。

さらに言えば，EPA は科学的不確実性を根拠に規則制定を拒絶することはできな

い。仮に科学的不確実性があまりに大きすぎて EPA が合理的な判断ができないとい

うならば，EPA はそのように示さなければならない。

以上からして，EPA の規則制定拒絶は，恣意的であって裁量権の範囲を逸脱して

いる。」

�４ 結論

最高裁は，結局，EPA が法律上の作為又は不作為に関して根拠を示さなければな

らないとして，事件を高等裁判所に差し戻した。
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６ 途上国の取組み

�１ 先進国の緩和策に厳しい意見

２００７年にインドネシア・バリで開かれた COP１３で，気候変動枠組条約のもとの特

別作業部会で，COP１５で目指す合意の要素が決められた。そこでは，先進国の削減

数値目標だけでなく，途上国についても，「持続可能な発展に伴う，技術や資金，能

力向上などに裏打ちされた計測，報告，検証可能な当該国にとって適当な排出削減抑

制行動」が検討項目に加えられた。

現在のところ，中国は「先進国は，法的拘束力があり，数量化された“計測，報告，

監査可能な”排出削減義務を負うべき」としており，「歴史的責任や公平性の原則，

発展段階を考慮して先進国は全体で２０２０年までに１９９０年比で少なくとも４０％以上（温

室効果ガスを）削減するための適切な政策，措置と行動を実施する」ことを求めてい

る。そして，発展途上国が国内で実施する温暖化対策と，先進国の数量化された排出

削減義務は本質的に異なるとし，「途上国が国内で行う対策は各国の実情に合わせ，

自主的に行われるべき，先進国が，途上国の対策のために提供した支援により得られ

た排出削減量は，先進国が負担する削減義務量として用いることはできない」と厳し

い態度を崩していない。さらに，途上国の削減は先進国からの技術と資金の移転にか

かるとして，種々の基金設立を求めている。

�２ 途上国の排出抑制などの目標

途上国自身の削減行動の目標についてどのように合意することができるかは，コペ

ンハーゲン合意での最も重要な課題である。現状では，途上国としての立場を強調し，

数量化された温室効果ガスの削減目標を掲げることは当面ないと考えられるが，変化

も見られる。

� 中国

中国は２００６年に総排出量で米国を上回り，世界第１位となったが，１人当たり排

出量では米国の約４分の１である。そうした状況のもとで，２００７年６月に公表した

「国家気候変動対応計画」では，以下の３点を２０１０年までの目標（２００５年比）とし

て掲げている。

ア GDP 当たりのエネルギー消費量を２０％削減する。

イ 一次エネルギーに占める再生可能エネルギーの比率を１０％に引き上げる。

ウ 国土の森林被覆率を２０％に引き上げる。

さらに，国務院発展計画センターの高官は，２００９年９月２４日，中国で行われた低

炭素経済国際会議で，中国の CO２排出量は２０３０～４０年にピークを向かえると発表し，

中・長期的な排出削減の動きを示唆した。

� 南アフリカ

南アフリカの１人当たり排出量は既に先進国並となっている。そうした背景もあ

って，自国の温室効果ガス排出量を２０２０年～２０２５年にピークアウトさせることを明

らかにしている。

� インドネシア

自国の温室効果ガス排出量を２０２５年に予想量から１７％削減するとの目標を掲げて

いる。
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� メキシコ

メキシコは OECD 加盟国であり，２０１３年以降の枠組みでは先進国入りも期待さ

れている。現時点では，自国の温室効果ガスの排出量を２０５０年までに２０００年比で半

減するとの目標を明らかにしている。

� 韓国

韓国も OECD 加盟国であり，先進国入りが期待されている。現段階では，２００９

年中に中期目標を決定するという目標にとどまっている。

�３ 再生可能エネルギー

排出削減目標の設定には抑制的である途上国も，再生可能エネルギーの導入には積

極的な国が多い。既に，風力発電では２００８年末の中国の累積発電容量は１２２１万 kW

で世界４位であり，２００８年単年の設置容量では米国についで２位である。

中国のこれまでの風力発電の２０２０年目標は３０００万 kW であったが，２００９年６月に，

これを３倍に増やす計画を発表した。２０２０年までに現在の発電能力の約８倍にあたる

１億 kW に増やし，CO２排出削減と経済拡大の牽引役として，総額１０兆円規模の予算

を投じて発電設備メーカーや発電会社の支援に乗り出そうとしている。中国における

グリーンニューディール政策といえる。中国では太陽熱の利用も，山間部で拡大して

いる。

インドでも，風力発電は中国に次いで第５位である。さらに，２００９年７月，インド

は太陽エネルギーの２０２０年までの利用目標を，現状のほとんどゼロの状態から２０GW

まで拡大するとしたことを明らかにした。現在の世界全体の発電量１４GW をさらに上

回る目標であり，これが達成されるとインドの３００万世帯に電力を供給し，CO２を

４２００万トン削減することができると見込まれている。地域分散型である太陽光発電は，

送配電網の設備投資を簡略にできる点でも，途上国において有力な発電装置となり，

巨大な市場創出によって製造コストの急速かつ大幅削減が期待されている。

図２－６ 風力発電の累積設備容量（左）と２００８年の設置容量（右）
出典：世界風力エネルギー協議会（GWEC）
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第３ なぜ，日本は削減できなかったのか

１ 増加し続ける日本の排出とその要因

日本は，京都議定書において，第１約束期間（２００８年～２０１２年）に１９９０年比６％の削

減を約束している。ところが，１９９０年代半ばから，日本の温室効果ガスの排出量は逆に

増加の傾向をたどっており，２００７年には１９９０年比で９．０％増加という最悪の排出量を記

録した。

なぜ，これまで，日本では排出削減が進まなかったのか。この章ではこれまでの日本

の排出削減政策を検証する。

２ １９９０年来の日本の温暖化政策と関連法の概観

�１ 地球温暖化防止行動計画の策定

温暖化の進行を受け，１９８９年５月，政府は地球環境保全に関する関係閣僚会議を設

置した。この関係閣僚会議において，翌年１０月に日本としての基本的姿勢を明らかに

すべく策定された計画が地球温暖化防止行動計画である。

この計画では，この配慮すべき基本的事項として「環境保全型社会の形成」，「経済

の安定的発展との両立」及び「国際的協調」が掲げられ，２０００年までに１人あたり CO２

排出量を１９９０年レベルで安定化させることが目標として定められた。計画では，この

目標の達成のために「官民挙げての最大限の努力」をするとされたが，具体的な内容

に乏しく，実際には２０００年で７．６％増となり目標は達成されず終わった。

＊９ 環境庁「２００７年度（平成１９年度）の温室効果ガス排出量（確定値）について」による。１９９０年から１９９４年の排出量

には，代替フロン等３ガス（HFCs・PFCs・SF６）を含んでいない。

図２－７ 日本の温室効果ガスの排出量の推移９
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�２ 地球温暖化対策推進法（温対法）と京都議定書目標達成計画

� 温対法の制定経緯

１９９７年１２月の京都議定書の採択を受け，政府は，同年１２月，地球温暖化対策推進

本部を設置した。翌９８年６月には，２０１０年に向け緊急に推進すべき対策を地球温暖

化対策推進大綱としてまとめた。この大綱では，京都議定書において日本が約束し

た６％という削減目標を実現するため，「官民挙げて地球温暖化対策を強力に推進

していく」ことがうたわれ，大枠の方針が示された。同年１０月には，温対法（地球

温暖化対策の推進に関する法律，平成１０年１０月９日法律第１１７号）が制定された。

温対法は，京都議定書における対象ガスである６つの温室効果ガスを削減の対象

としている。国，自治体，事業者，国民の基本的な責務をうたったうえで，国と自

治体に対しては削減計画の策定を，国民に対してはライフスタイルの変更を求めて

いる。この法律の制定によって，地球温暖化対策推進本部の設置や京都議定書目標

達成計画の策定に法的な裏付けが与えられることになったが，中・長期的視点を欠

き，かつ具体的な対策という意味では極めて内容が乏しい法律である。

� 京都議定書目標達成計画

ア ２００５年２月に京都議定書が発効し，政府は同議定書において日本に義務付けら

れた６％削減を図るべく，同年４月２８日には温対法８条に基づく京都議定書目標

達成計画を閣議決定した。この閣議決定により，地球温暖化対策推進大綱から法

的根拠を伴う計画になったが，その内容は不十分である。

即ち，まず全体的に「環境と経済の両立」という美名のもとで総花的に政策が

列挙されているものの，税制や排出権取引などの経済的手段についての言及に乏

しい。また，日本経団連・環境自主行動計画を「産業・エネルギー転換部門での

温暖化防止対策の中心的役割を果たすもの」として位置付けるなど，企業の自主

努力に任せているうえ，「環状道路等幹線道路ネットワークの整備」や「原子力

発電の着実な推進」など，温暖化対策とは本来なり得ないものも含まれる。具体

的対策の整合性も欠けている。さらに，目標設定の方法や目標値自体も，増え続

ける排出量の現状追認になってしまっていた（削減目標については後述）。

イ その後，この計画は２００６年に一部改定され，２００８年３月２８日に全面的に改定さ

れたが，新規の政策導入はここでも見送られた。

２００８年改定の計画では，個々の部門ごとに温室効果ガス削減を図っていくとい

ういわゆる「セクトラル・アプローチ」の重視が示唆されるとともに，自主行動

計画を重視する姿勢が顕著である。国内排出量取引や環境税の導入には消極的な

姿勢に終始している。また，目標設定の方法や目標値などの問題点，施策の統一

性・整合性に関する問題点は何ら是正されていない。

� 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度（２００５年改正，２１条の１以下）

２００５年４月１日以降，温室効果ガスを多量に排出する者（特定排出者）について，

自らの温室効果ガスの排出量を算定し，国に報告することが法的義務とされた。国

は報告された情報を集計し，概要を公表するが，個別の排出者の情報についても開

示請求があれば開示される。

同制度は，各事業者が自主的に温室効果ガスの排出抑制対策を行うことを期待し，
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促そうとするものである。データ公表による国民的監視と参加のもとに，客観的な

データに基づき温室効果ガス排出抑制政策の実施が期待されている。

そして，同制度とリンクする形で，経団連の環境自主行動計画（温暖化対策編）

が実施されている。しかしながら，自主的な取組みであることから同制度には自ず

と限界がある（後述）。

�３ 省エネ法

� 省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律，昭和５４年６月２２日法律第４９

号）は，１９７９年，石油危機を背景に，輸入に頼る化石燃料の消費量を削減し熱資源

の有効利用を図ることを目的として制定された。法律の目的は「燃料資源の有効な

利用の確保」と「エネルギー使用の合理化」である。

工場・事業場，輸送，住宅・建築物，機械器具という４つの対象分野を設け，そ

れぞれ政令が定める一定要件（エネルギー消費量など）を満たす事業者に対し，エ

ネルギーの消費状況についての定期的な報告やエネルギー管理者による管理などを

義務付けている。基本的に事業者の自主的な努力に委ねる制度となっているが，事

業者には行政が定めた「判断基準（基準部分）」を遵守することが求められ，「判断

基準に比べ著しく不十分であるとき」には合理化計画の提出が求められる場合もあ

る。また，事業者にはエネルギー消費率を年１％低減するために努力することが求

められている。

� 地球温暖化問題への対応

省エネ法は１９９０年代以降度々改正されているが，なかでも１９９８年改正では機械機

器の分野において，従来の平均的基準による方式を改め，いわゆる「トップラン

ナー方式」が採用されたことが着目される。

これは，同法で指定する特定機器に関し，その時点における最も優れた省エネ性

能（電力消費，燃費，排ガス等）を持つ製品（トップランナー）を行政の判断基準

とする方式である。対象機器は年々増やされており，この方式は製品の省エネ性能

向上には大いに役立った。

しかし，省エネ法の目的は前記のとおり「燃料資源の有効な利用の確保」及び「エ

ネルギー使用の合理化」であって，CO２排出の絶対量を削減するための制度ではな

く，削減目標の達成を担保するものではない。また，この法律は，事業者の自主的

な省エネ努力に委ねつつも，それを行政が「判断基準」を通じて後押しするという

「二人三脚」のスタイルの制度となっており，企業と行政との関係が大きく変化す

るなかで，いつまでこのような制度が維持できるのか疑問である。少なくとも大き

な投資を要する省エネ策の実現を同法に期待することは困難であり，温室効果ガス

の排出量の大幅な削減のために同法を活用するのは自ずと限界がある。

� エネルギー消費量報告制度

省エネ法にも排出量算定の基礎となるエネルギー消費量についての報告制度があ

り，規制対象事業はエネルギー使用量で決められる。化石燃料，熱，電気などのエ

ネルギー使用量を原油換算し３０００k�／年以上であれば第１種，１５００k�以上３０００k

�未満であれば第２種特定事業者とされ，特定事業者はエネルギー使用量を主務大

臣（主には経済産業省）に報告しなければならない（１５条）。
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なお，温対法では，省エネ法の第１種，第２種事業所等が特定事業者とされ，省

エネ法上の報告書を温対法上の報告書に利用することができる（温対法付則１６条）。

この場合はエネルギー使用量からさらに CO２排出量が計算されることになる。

こうした報告データは，本来，排出削減のために広く活用されていくべきである。

しかし，事業者の報告データについての情報公開請求に対して非開示決定がなされ

るなど，問題もはらんでいる（現在，非開示決定の取消請求訴訟が係争中）。

�４ RPS法

RPS 法（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法，平成１４年

６月７日法律第６２号）は，「新エネルギー等」（風力，太陽光，地熱，小規模水力，バ

イオマスの５つ。２条２項）について経産大臣が４年ごとに，向こう８年間の利用目

標（３条）を定め，電気事業者に一定割合以上の利用を義務付けている（４条，５条）。

事業者は「新エネルギー等電気相当量」を購入してもよい（６条）。

しかし，RPS 法に定められた利用目標は現状では小さすぎるうえ，次年度以降へ

の持ち越し（バンキング）を無制限に認めているため，全電気事業者が超過達成して

いる状況にある。このため，必然的に新エネルギー等電気相当量の価格は低迷し続け

ている。このように，RPS 法は日本の排出量削減にはほとんど全く寄与していない

どころか，再生可能エネルギーを推進しようとする動きにブレーキをかける役割を果

たしてしまっているのが実情である（RPS 法の問題点等については第４部参照）。

３ 企業の自主的取組みとその限界

�１ 経団連自主行動計画

大規模排出事業所の大半が所属する社団法人日本経済団体連合会（経団連）は経団

連環境自主行動計画を１９９７年に策定した。これは電力業（電気事業連合会），鉄鋼業

（日本鉄鋼連盟）をはじめ３６業種が業界団体ごとに自主的に，目標指標の選択や目標

数値の設定を行うものである。

例えば電力業における「目標」は，「原子力開発等を図ることにより，２０１０年に，

電力業界全体の CO２排出原単位を１９９０年実績から２０％程度低減するよう努力。これに

より，１９９０年比，２０１０年には発電電力量は約１．５倍の伸びが予想されるが CO２総排出

量は１．２倍程度の伸びに抑えられる。」というものであった。また，経団連全体では

「２０１０年に産業部門及びエネルギー転換部門からの CO２排出量を１９９０年レベル以下に

抑えるよう努力する」旨の目標を掲げた。

経団連環境自主行動計画（２００２年から「環境自主行動計画」と改称）は毎年度フォ

ローアップされ，業種別動向や取組み状況などが公表されている。しかし，そもそも

自主行動計画では業界団体ごとに目標が決められ，個別企業や事業所ごとの目標は設

定されていない（または設定されていても公表されていない）ため，削減努力が報わ

れない仕組みになっている。そのうえ，目標の定め方も「（生産量など）活動量あた

りのエネルギー量」（エネルギー原単位），「活動量あたりの CO２排出量」（CO２排出原

単位）あるいは「CO２排出総量」のいずれでもよいなど，日本の総排出量を減らす仕

組みとしては機能していない。さらに，設定する目標自体も甘い。

また，あくまで自主目標であることから目標不達成時の制裁もない。第３部で述べ
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るとおり，石炭火力発電の増加等により電気事業連合会の目標は達成されなかったが，

それが日本の総排出量を大きく増やす要因にもなっている。

�２ 国内排出量取引の試行

各国での国内排出量取引制度導入を受け，日本でも２００８年７月２９日閣議決定「低炭

素社会づくり行動計画」において，国内排出量取引制度が試行的に実施されることに

なり，同年１０月から開始された。

この試行的な国内排出量取引制度は，自主参加であり，目標指標・目標数値とも自

主的に設定できる。また，業界団体単位でも参加が可能である。これらは自主行動計

画との整合性を図るべく定められたものであるが，それがそのまま同制度の限界を露

呈している。

また，大企業が資金・技術を中小企業に提供し共同で行った排出削減の取組みによ

る排出枠を当該大企業の目標達成に利用できるとする「国内 CDM」によるクレジッ

トや，自主行動計画に参加しない中小企業等向けに設けられ，２００５年から実施されて

いる環境省自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）による排出枠も目標達成のた

めに利用できるとされた。しかし，肝心の排出枠の取引自体はほとんど予定されてい

ないうえ，試行がなされた後の本格実施への移行の目処も全く示されていない。

このように，日本における国内排出量取引の試行は，EU 排出量取引制度をはじめ

とする排出量取引制度とは似ても似つかない，およそ排出量削減のための抜本的対策

とはなりえないものである。

４ 日本の温暖化対策の問題点

日本は，２００６年時点で世界の CO２排出量全体の４．５％を排出しており，１９９０年比でみ

ても温室効果ガス排出削減どころか排出量は増加している。日本の地球温暖化対策は内

外から指摘されているとおり著しく遅れており，かつ，現時点でも削減目標と削減経路

が不確定であり，排出削減に向けた実効性のある政策，制度，対策手段が導入されてい

るとはいい難い。その原因はどこにあるのだろうか。その問題点と課題を整理してみる。

�１ 目標設定における問題点

� 削減量と削減経路

いかなる目的，目標を設定して地球温暖化問題に対処するかは，温暖化に関する

政策の根幹をなす。

地球温暖化対策は，「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことにならない

水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目的」とす

る（気候変動枠組条約２条）。これまで世界各国では，この目的を実現するための

政策・行動目標として，気温の上昇を産業革命の前から２℃を越えないこととする

指標を示し，さらに，この目標を達成するためには温室効果ガス排出削減量と削減

経路をどのように設定すべきかについての合意づくりに向けて議論が重ねられてき

た。ところが，日本ではこのような達成すべき温暖化対策の目標レベルや削減目標

量，削減経路についての議論が回避されてきた。ここに最大の問題がある。

地球の気温の安定化は，第１約束期間における温室効果ガスの削減（全世界で

１９９０年比で５％の削減）のみで達成できるものではない。このことは京都議定書採
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択の時からの共通の認識であり，それゆえに同議定書でも第１約束期間の削減目標，

削減行動などを締結国会議などで引き続き検討することを定めていた。そして，

IPCC の第４次評価報告書は，大幅な温室効果ガスの削減をできるだけ早期に実現

することを勧告している。このため，削減目標の設定をめぐる議論の重要点は，京

都議定書に基づく第１約束期間における削減を確実に実行することとともに，２０１３

年より後の排出削減量と削減経路をどのように設定し実現していくかにある（第３

部参照）。

� これまでの日本の削減目標

日本は，京都議定書において第１約束期間に１９９０年比６％の削減を行うことを約

束している。２００５年２月に京都議定書が発効したことを受け，同年４月，京都議定

書目標達成計画が法定計画として閣議決定されたが，この計画において削減量の割

り振りなどが明らかにされた。

エネルギー起源 CO２ ＋０．６％

非エネルギー起源 CO２ －０．３％

メタン －０．４％

一酸化二窒素 －０．５％

代替フロン等３ガス（HFC，PFC，SF６） ＋０．１％

温室効果ガス吸収源（森林吸収） －約３．９％

京都メカニズム －約１．６％

以上合計 －６．０％

これを見ればわかるように，１９９０年比で６％という削減目標のうち，約３．９％分

の削減を森林吸収減に依存しているうえ，京都メカニズムに基づいて約１．６％分を

外国から調達することを予定している。このため，国内で実質的に削減される温室

効果ガスの総量は同年比で約０．５％にすぎない。これは，温室効果ガスの排出総量

を削減するという地球温暖化防止の原則から外れている。

この京都議定書目標達成計画は，第１約束期間が始まる直前の２００８年３月に改訂

（閣議決定）され，削減目標配分についても修正が図られた。しかし，その内容は

エネルギー起源 CO２の排出量が大幅に増加してしまっているという現状を追認する

ものとなっており，温室効果ガスの排出総量を削減するという原則から外れている

ことは，改訂前と同様である。

エネルギー起源 CO２ ＋１．３～＋２．３％

非エネルギー起源 CO２ －０．０４％

メタン －０．９％

一酸化二窒素 －０．６％

代替フロン等３ガス（HFC，PFC，SF６） －１．６％

温室効果ガス吸収源（森林吸収） －約３．８％

京都メカニズム －約１．６％

以上合計 －６．２４％～－７．２４％

� 中長期的な削減目標

日本における中長期的な削減目標に関する議論は，ようやく最近になって始まっ
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たばかりである。これまでの政府の政策においては，第１約束期間における温室効

果ガス削減目標を達成することが主要な課題とされ，第１約束期間後における温室

効果ガスの削減目標数値，削減経路，削減政策・手法については何ら具体的に検討

がなされてこなかった。これは，EU やその加盟国が，大気中の温室効果ガス濃度

を産業革命以前のレベルから２℃以下に抑えることを指標とし，そのために２０２０年

までに１９９０年比で２０～４０％の削減，２０５０年までに１９９０年比で６０～８０％の削減という

目標を掲げ，目標達成のための具体的な政策を統合的に進めているのとは実に対照

的である。

２００７年５月，安倍首相（当時）は「美しい星５０（Cool Earth５０）」の提言におい

て，２０５０年に排出量を半減させるとした（但し，基準年を示していない）。

２００８年６月８日，福田首相（当時）は，２０５０年までに現状から６０～８０％の削減を

目指すことを表明した（「低炭素社会・日本をめざして」と題する記者発表。いわ

ゆる「福田ビジョン」）。同時に，２０２０年までに分野別に削減を積み上げた試算

で，１４％の削減（２００５年比）を図ることが可能であるとの見解も示した。

翌月，洞爺湖で開かれた G８（洞爺湖サミット）において，「２０５０年までに世界

の温暖化ガス排出量の少なくとも５０％削減を達成する長期目標を採択することを求

める」との宣言が採択された。この宣言によって，先進国は「先進国間で排出量の

絶対的削減を達成するため，野心的な中期の国別総量目標を実施することで合意し

た」１０。

こうした経過を経て，２００８年秋から日本政府としての中期目標の策定に向けた動

きが本格化した。目標設定の過程においては，パブリックコメントの機会も設けら

れたが，排出削減を家庭部門にほとんど限定し，その対策費用が巨額となるとの経

済分析結果が宣伝され，誘導的な質問項目による世論調査が行われるなど，その検

討過程においては野心的な目標設定を防ぐための方策が目立った。こうした経過を

経て，２００９年６月１０日，麻生首相は２０２０年の日本の中期目標を発表した。当然なが

ら，そこで掲げられた目標は，２００５年比で１５％削減（１９９０年比では約８％）という

低い削減レベルにとどまった。

� 国民的な政策論議の欠如

政府が設定する削減目標は，気温の上昇を産業革命の前から２℃を越えないよう

にするという目的に適い，目標達成のための実効性ある政策手法を確実に導入する

という意欲を示し，国民に対し明確なシグナルを送るものでなければならない。

ところが，日本ではこれまで，どれほどの温室効果ガスをいつまでに削減しなけ

ればならないか，そのためにはどのような方策があるのか，国民，事業者をはじめ

関係者がどのような行動を取ることが必要になるのか等について国民的な政策論議

もなされず，自主的取組みに委ねられ，具体的で実効性のある対策が先送りにされ

てきた。

その結果，日本の温室効果ガスの排出量は増加の一途をたどり，現在，第１約束

＊１０ ２００９年７月９日外務省「北海道洞爺湖サミット・ニュース」
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期間の削減目標の達成は全面的に京都メカニズムによるクレジットの購入に頼らざ

るを得ない。

こうした状況を打破するためには，政府が中心となって可能な限りの高いレベル

の削減量目標と早期の削減を実現するための政策づくりを推進するとともに，制度

設計などに向けた国民的な議論を直ちに進める必要がある。

�２ 政策の形成，制度化に関する問題点

� 政策形成手続・過程の問題点

ア 低炭素経済の将来性についての認識の欠如

日本の地球温暖化対策においては，石油ショック以来，産業界が行ってきた省

エネ技術，とりわけエネルギー効率（原単位）の向上が強調され，「これ以上の

省エネ策は過度の負担をもたらす」，「国際競争力の低下，貿易上の不公平を招

く」との主張が幅を利かせている。政府はこうした経済界の主張に対し過剰に配

慮し，国際交渉の場でも消極的な姿勢に終始してきた。

しかし，地球温暖化対策は，対策に向けた諸政策が新たな価値，経済効果を生

み出す。省エネ政策，省エネ技術は決して固定的なものではなく，新たな価値と

市場の開拓や雇用の創出といったダイナミックな社会的，経済的効果を生み出す

のである。既に EU がこうした観点から低炭素経済の実現を目指した政策を実施

し，アメリカもこうした流れを加速させようとしている（グリーンニューディー

ル経済政策，第２部第２参照）。

日本は，地球温暖化政策の強化と経済発展との関係ないし位置付けについての

基本的なスタンスを改めるべきである。

イ 市民参加の欠如

地球温暖化対策に関する政策決定過程及びその実施過程での情報公開，参加が

実現されていない。地球温暖化対策に関する意思決定段階，政策実施段階への市

民・NGO の参加は，世界の潮流からみても著しく遅れている。

新たな削減目標の設定，施策手法の導入・制度化，政策実施にともなう諸課題

の検証と政策へのフィードバックについては，市民・NGO を含む市民参加に基

づく討議とこれに基づくコンセンサスづくりを重視すべきである（第３部参照）。

ウ バックキャスティングの観点の欠如

温室効果ガス削減のためには，将来のある時期に設定された削減目標を達成す

るため，今どのような行動をとることが必要であるかという観点から政策を選択

していく必要がある。ところが，現在の日本の政策決定においては，こうしたバ

ックキャスティングによる観点からの政策決定が行われていない（第３部参照）。

� 温室効果ガス排出の事前評価手続に関する問題点

ア 政策などを対象とする戦略的環境アセスメント制度の欠如

エネルギー消費削減は，温暖化防止の最も重要な政策である。しかし，公共事

業をはじめとした国，地方公共団体の社会資本整備政策・計画にともなう交通量

の増加，廃棄物の増加，エネルギー使用の増加による温暖化影響の予測，評価，

対策が考慮されていない。

例えば，国は，２００５年５月に策定した「新産業創造戦略２００５」により，今後，
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国際競争に勝ち抜くための高付加価値産業として，燃料電池，情報家電，ロボッ

トの商品化，技術・サービスの需要創造などを掲げている。このような施策は，

需要の創造によってさらにエネルギー消費の増大をもたらすことになる。

国，地方公共団体などによる公共事業を含む政策，計画などの立案と実行にと

もなう温室効果ガスの排出予測，影響評価及び対策を組み入れた温暖化影響アセ

スメントを義務付けるべきであるが（環境基本法１９条，３６条），現在はこのよう

な制度がない。

イ 環境影響評価制度の不十分さ

具体的事業の実施にともなう温室効果ガスの排出量を抑制するためには，現行

の環境影響評価法や条例に基づく環境影響評価制度に温室効果ガスの調査・予

測・評価を義務付け，その削減措置などを組み入れることが必要である。

現在の制度では，「温室効果ガスの排出量」は，「基本的事項」（環境影響評価

法４条１０項など）で定められる調査・予測・評価の項目の１つとされ，この調査

等を合理的に行うための手法等につき，関係主務大臣が定める対象事業ごとの

「技術指針」においても，調査・予測・評価の対象として掲げられている。しか

し，これを必要的な調査項目とする対象事業の範囲が火力発電所などに限られて

おり，多くの事業では選択項目とされているにすぎない。全ての対象事業につい

て温室効果ガスの排出量を調査等の項目に入れるべきである。

ウ 温室効果ガスの排出についての評価基準の欠如

さらに，現行の環境影響評価制度では，温室効果ガスの排出量が評価の対象と

なる場合であっても，個別の事業種ないし事業施設に対する削減目標量の設定も

なく，その他の評価基準もない。このため温室効果ガスの排出による「環境影響

の回避・低減」の評価については「事業者により実行可能な範囲で行われるもの」

とされている。また，「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検

討」については，「基準又は目標が示されている場合は，当該基準等の達成状況，

環境基本計画等の目標又は計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図ら

れているか否かについて検討される」とされているが，個別の事業種ないし事業

施設に対する削減目標量は設定されていない。

つまり，温室効果ガスに関する環境基準や排出規制基準が存在しない現行法の

もとでは，計画される個別の火力発電所などの事業所からどれほどの温室効果ガ

スが排出されようともこれを規制することはできず，その排出量抑制措置をとる

か否かは，当該事業者の裁量に委ねられているにすぎない。

エ 必要な対策

以上のとおり，�）現行の環境影響評価制度を改正して，対象事業全てについ

て温室効果ガスについての調査・予測・評価を実施させ，排出削減対策をとらせ

ること，�）新たに戦略的環境アセスメント制度を法制化して，立法・政策・計

画・プロジェクトを対象とした温室効果ガス排出による影響アセスメントを実施

することが必要である。

但し，上記の手続の制度化においては，温室効果ガスの影響への配慮を効果的

に取らせるために，評価の基準となる削減目標量・基準などを設定しておくこと，

第２部 低炭素経済に動き出す世界と取り残される日本

－ 75 －



具体的には温室効果ガスの排出部門・分野・業種等に割り振られた排出総量（ま

たは削減総量目標値），削減経路（時期）などを設定しておくことが必要である。

� 政策手法の選択及び政策内容に関する問題点

日本の CO２排出量は，２００７年に１９９０年から９．０％も増加してしまった。また，前

述のとおり，目標達成のために京都メカニズムの利用に依存せざるを得ない状況で

ある。

その最大の原因は，最大の排出源である産業部門及びエネルギー転換部門の削減

が目標設定を含めて事業者の自主的取組みに委ねられ，排出削減の実効性を確保す

るための具体的な政策，制度が確立できていないところにある。

日本の温暖化政策手法の選択，政策内容には，以下のような問題がある。

ア 削減目標を定めた総量規制が欠けている

上記３項で整理したように，国際条約に基づく削減義務を確実に果たすために

は，日本国内において，温室効果ガス排出許容量と削減経路を設定した総量規制

を実現する政策手法の導入が必要であるが，その政策手法の導入が遅れている。

総量規制を前提とした実効性ある政策手法としては，経済的手法，とりわけ排

出枠取引制度の導入が考えられる。他の先進諸国における環境税（炭素税），国

内排出権取引は既に実施段階に入っており，必要な修正を施しつつ実効性と効率

性ある制度が構築されてきている。しかし，日本においては，任意参加と自主的

な削減目標の設定を前提とした実効性の乏しい排出枠取引制度が実施されている

だけで，経済的手法の導入は著しく立ち遅れている。

イ 各種の政策手法を組み合わせた統合的な政策が欠けている

地球温暖化防止に向けて導入されるべき政策手段としては，規制的手法，経済

的手法，自主的手法（協定手法），情報的手法，手続的手法などがあるが，具体

的な政策手段としては，温室効果ガス削減目標を確実に達成すること（政策目標

の実現），そのための社会全体の費用を出来るだけ低減すること（費用効率性の

確保）などを考慮しながらいくつかの手法を組み合わせつつ実施することが必要

である。

まず，温室効果ガス削減政策は，地球温暖化問題の特色をふまえて，将来時点

の削減目標量を定め，その時期に確実に削減を達成するために複数の政策手法を

組み合わせて実施することが重要となる。

さらに，政策の実施にともなって国民生活おいて生じる不公平への配慮，国際

貿易における不均衡の是正などの課題への対応が必要となる。

このような事態に対応するためには，いくつかの政策手法を複合的に導入する

ことが必要となるが，導入される政策，政策手法は統合されたものでなければな

らない。

ようやく，本年９月に発足した新政権は関係閣僚会議で政策統合を図る動きが

みられるが，これまで日本においては，政策づくりとその実施に関する権限が各

省庁に分断されており，この権限の分断を前提とした計画・方針が定められてい

るにとどまっている。このため，各種の政策，対策手段などが併存するだけで相

互の関連づけや統合がなされていない。こうした弊害は特に以下の点に現れてい
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る。

�）地球温暖化対策の根拠法が，大きく温暖化対策推進法と省エネ法とに分かれ

ており，その所轄事務，権限も分断されている。

�）製品・サービスなどの製造，供給・流通，消費，廃棄の全過程において，供

給側における対策と需要側における対策とが統合されていない。

�）エネルギー効率の向上を重視し，再生エネルギー導入拡大などのエネルギー

供給構造を転換するための施策が軽視されている（第４部参照）。

ウ 削減目標達成の実効性が確保されていない

これまでの地球温暖化対策には，具体的効果を担保する仕組みが組み込まれて

いない。例えば，京都議定書目標達成計画には多種多様で盛りだくさんの対策メ

ニューが提示されているが，個々の対策メニューはばらばらで統合されておらず，

伝統的な諸対策の寄せ集め，ないしは積み上げ方式に依存しているにすぎない

（フォアキャスティング方式）。このため，既存の政策は実効的な排出削減策と

は程遠い状況にある。いわゆる PDCA 方式による政策管理が強調されているが，

肝心の実効性については各メニューに関連する個別法令に依存しており，温暖化

防止，温室効果ガス削減の観点から実効性を確保するための担保措置が組み込ま

れてこなかった。

エ 自主的手法による削減に過度に依存している

その結果，削減対策の中心に据えられてきたのは，１９９７年以降日本経団連の主

導で実施されてきた環境自主行動計画である。この行動計画は，事業者などが削

減指標の選択や数値目標の設定そのものを業界単位で「自主的（任意）」に選択

しうることとし，業界外からの規制や介入を排除することを中核においている。

したがって，この自主的行動計画のもとでは，総量規制枠の設定，実効性のある

履行確保措置を組み込むことは不可能である。

このような自主的手法は，業界団体による単なる一方的約束と評価すべきもの

であって，実効性を確保しなければならない国の地球温暖化対策の政策手法とし

て位置付けるべきものではない。

オ 地方公共団体の果たすべき役割が曖昧である

温室効果ガスの削減を進めるうえで，特に，地域の事業活動や生活と密接に関

連する業務，家庭，運輸の各部門における温室効果ガスの削減対策が重要である。

こうした分野での排出削減については，地方公共団体が中心となって，まちづく

り計画などの各種地域政策・計画とリンクさせつつ，国と地方公共団体とが連携

した対策を強化することが必要である。

ところが，日本の政策においては，地方公共団体による削減対策の位置付けが

曖昧で，削減施策の具体化における国・地方公共団体の連携が不十分である。

現在の地方公共団体の地球温暖化防止対策は，地球温暖化問題の現状とその対

策の必要性に関する情報の普及と啓発が主たるものとなっている。その原因とし

ては，地球温暖化対策を実施するために必要な具体的な情報の不足，規制権限及

び財源が不十分であることが指摘されている。

しかし，この指摘には疑問がある。地方公共団体が地球温暖化に関する事務を
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自治事務として独自に実施すること，そのために必要な財源を確保する措置を取

ることに対する制限はほとんど無くなったとみるべきである。

国は，地方公共団体による地域での具体的温暖対策を推進するべきである（第

３部参照）。

カ 国・地方公共団体などの活動，事業活動における削減対策が弱い

事業者等の省エネルギー対策については，温対法や省エネ法等により規制，誘

導などがあるが，行政自身の活動，事業にともなう温室効果ガス排出削減対策は

明確になっているとはいい難い。現状では，国などによる削減対策は，自主的削

減目標を掲げ，以下の法律による責務を任意に履行するにとどまっている。

まず，国等は，物品の調達に際して，「環境物品等」（環境の負荷の低減に資す

る原材料または部品）の調達を推進する責務を負う（国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律，平成１２年法律第１００号，略称「グリーン購入法」）。こ

のグリーン購入法は，会計法の競争により契約相手を決定するとの原則（専ら価

格による入札であり，最も低い価格を入札した者が契約相手となる）にともなう

限界があり，必ずしも環境物品等を優先的に選択し購入できることにはなってい

なかった。

この限界に対処するために制定されたのが，「国等における温室効果ガス等の

排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」（平成１９年５月制定，同年法律

第５６号，略称「環境配慮契約法」）である。同法は，「国及び独立行政法人等は，

その温室効果ガス等の削減を図るため，エネルギーの合理的かつ適切な使用等に

努めるとともに，経済的に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して」，国

等における「温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の促進に努めなければ

ならない」とし，地方公共団体及び地方独立行政法人等についてもこれに準じた

責務を負うとしている。具体的には，国等の物品・電力の購入，省エネ改修事業

（従来，ESCO 事業といわれていた事業で，事業者が省エネルギーを目的として，

庁舎の供用にともなう電力・燃料などに係る費用について当該庁舎の構造・設備

等の改修に係る設計，施行，維持保全等を包括的に行う事業）などに関する契約

は，この法律で定める「基本方針」に従って行うとしている。

以上のとおり，国等の活動，事業にともなう温室効果ガス排出削減に向けた制

度が整備されつつあるが，国等による公共事業や活動に関する削減目標数値の設

定は任意とされており，目標達成に向けた執行管理システムや実効性の担保は不

十分である（環境大臣への報告と環境大臣からの要請があるのみ：環境配慮契約

法８～９条など）。
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第３部
低炭素経済社会をどのように構築するか

第１ 中長期目標の設定とその前提

１ フォアキャスティングからバックキャスティングへ

気候変動の悪影響を最小化させるために，気温上昇を産業革命以前から２℃程度に抑

える必要があるところ，そのためには国際社会の合意のもとで，日本も温室効果ガスの

排出を２０５０年までに８０％以上削減することが必要不可欠であり，これは科学からの要請

でもある（第２部第１参照）。このような低炭素社会を実現していくためには，これま

でとは異なる考え方や政策手法もまた，不可欠となっている。

これまでは，現在から将来を見る，言い換えれば現在の延長線上から将来の行動を予

定していく「フォアキャスティング」の考え方で日本の方針や政策が策定され，実施さ

れてきた。しかし，地球温暖化問題に対峙するうえで，今，求められているのは，「バ

ックキャスティング」という考え方である。

バックキャスティングとは，将来のあるべき姿を想定し，それに基づいて，今何をし

たらよいのかを判断するという意味である。大気中の温室効果ガスの濃度を安全なレベ

ルで安定化させ，地球温暖化の被害を最小化させるために，２０５０年までに CO２の人為的

排出量を自然吸収量の範囲内まで（少なくとも世界で１９９０年の排出レベルの半分以下

に）削減していくべきとの科学の警告を受け止め，その目標を達成するために各国，ま

た国内の各主体がどのように削減していくのかという発想に立って，地球温暖化問題に

対処していかなければならない。

そこでは，削減対策に要する費用だけでなく，対策が十分に取られない場合の現在お

よび将来の世代の受ける被害やその程度，対策を取ることによって削減できるエネル

ギーコスト，１つの対策が新たな技術や製品を生み出していく相乗的効果なども総合的

に評価されなければならない。

２ 中長期目標設定の重要性

CO２は極めて安定な物質であり，大気中に排出された CO２の累積量が温度上昇のレベ

ルに直結する。仮に２０５０年において温室効果ガスを８０％削減するとしても，それまでの

中期目標が増加するものであったり，わずかな削減にとどまるのであれば，CO２の累積

量は飛躍的に増加する。それでは産業革命前からの気温上昇を２℃以下に抑えるという

目標達成はおぼつかない。
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そこで，第２部第２で紹介したように，欧米では，バックキャスティングの考え方に

基づき，２０５０年の削減目標に向かって一直線に，即ち，毎年または毎期間ごとに，同程

度の量を削減する経路を設定し，これを法律で定めるという流れにある。

逆に，中期目標が緩やかであれば，累積排出量を同じにするためには２０５０年より以前

に８０％削減を達成しなければならない。削減に踏み出すのが遅れるほど，後でより大幅

な削減を余儀なくされる。２０５０年までに直線的に８０％削減することにより，最も経済や

社会への影響を緩和でき，わが国が低炭素経済へとスムーズに移行していくことができ

る。下の図は，英国 FoE がこの関係を図示したものである。

そこで，当連合会は「気候変動／地球温暖化対策法（仮称）の制定及び基本的内容に

ついての提言」（２００９年５月）において，科学の要請に基づき，産業革命前からの全球

の平均気温上昇を２℃に止めるために，次のとおり，日本の温室効果ガス（京都議定書

に定める６種類のガス）の２０５０年までの中長期の削減目標を法律で定めることを求めた。

� ２０２０年までに，温室効果ガスを１９９０年比で３０％削減する。

� ２０５０年までに，温室効果ガスを１９９０年比で８０％削減する。

� �・�の削減目標をグラフ上で直線で結んだ数値を，毎年の排出削減目標として定

める。

図３－１

図３－２
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３ 自然エネルギーにも高い導入目標を設定

日本のエネルギー供給政策は原子力に偏重してきた。再生可能エネルギーは大規模水

力を含めても発電電力量の８．６％であり，それ以外の再生可能エネルギーは０．７％にすぎ

ない。

日本の CO２排出量の３割以上を占めるエネルギー転換部門における CO２削減は極めて

重要であり，そのためには石炭から天然ガスへの燃料転換，火力発電所のエネルギー効

率の向上とともに，再生可能エネルギーを中長期的に大幅に導入していくことが欠かせ

ない。

EU では２０２０年までにエネルギー消費量の２０％，米国ワクスマン・マーキー法案で

も，２０２０年までに再生可能エネルギー導入と効率改善をあわせて電力供給量の２０％との

目標を掲げるなど，高い目標を設定している。わが国でも，２０２０年までに一次エネル

ギー供給の２０％を再生可能エネルギーにするとの高い目標を設定し，その目標達成のた

めに後述の固定価格買取制度を導入してこれまでの遅れを一気に取り戻し，これを目標

達成のグリーン経済構築の柱としていくことが不可欠である。（第４部第５参照）

４ 科学に基づく気候変動とエネルギー政策の統合体制

中長期目標は相当先の将来にわたって目標や計画を定めるものであることから，その

間にさらなる科学的知見が積み重なることによって，地球温暖化を防止するために必要

な削減水準が変化する可能性がある。そうすると，将来における最新の科学的知見に応

じて，かつ民主的な手法によって，適宜目標を見直す必要がある。

英国は気候変動法において，目標や対策の評価見直しの助言機関として気候変動委員

会（Climate Change Committee）という専門家機関を創設し，そこに，政府や議会か

ら独立して科学ベースで必要な削減目標の見直しや削減などを費用効果的に行うための

助言権限を付与している（第２部第２参照）。

気候変動委員会の委員は政府から任命された委員長ほか５名以上８名以下で，企業の

競争力，温暖化政策の社会的影響，気候科学，経済分析，排出量取引，エネルギー需給，

財政投資，技術などの知見を有する委員からなる。委員は理由なく解任されず，給与の

支給など身分保障の規定もある。委員会は独自の事務局を持っており，時の政治的圧力

に左右されず，あくまでも科学的知見に従って委員会が活動できるように配慮されてい

る。

また，英国では気候変動法の制定とあわせてエネルギー気候変動省を新設したが，他

にもいくつかの国で，気候変動問題とエネルギー政策を統合して推進するために，気候

変動に関する行政機関（省庁）を新たに設置しつつある。

わが国においても，こうした科学に基づき総合的で長期的な問題に対応できる行政の

体制の確立が課題である。

参考文献

１ 小澤徳太郎『スウェーデンに学ぶ「持続可能な社会」』（朝日新聞出版，２００６年２月）

２ クライブ・ボンディング著，石弘之翻訳『緑の世界史』上，下（朝日新聞出版，１９９４年６

月）
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３ 全国地球温暖化防止活動推進センターホームページ（２００９年８月２０日の取得情報，http : //

www．jccca．org/content/view／１０４６／７８６／）

４ 気候ネットワークホームページ（２００９年８月２０日の取得情報，http : //www．kikonet．org/

iken/kokunai／２００９―０６―１０．html）

第２ 温室効果ガスの排出削減の政策手法とその選択

１ 地球温暖化問題の特徴

このような中長期目標を達成していくために，どのような政策手法をとりうるであろ

うか。また，どのような政策手法の導入が必要であろうか。

日本はこれまで，１９６０年代以降の企業活動によって生じた深刻な公害による生命健康

への被害を経験し，規制的政策の導入によってこれを克服してきた経験を持っている。

しかし，地球温暖化問題には，他の公害問題等と比べて，次のような特徴がある。

� 窒素酸化物や硫黄酸化物などはそれ自体が有害であり，地域集積により直ちに人の

生命・健康に深刻な被害を及ぼす。地球温暖化は温室効果ガスの濃度が高まるに従っ

て，さまざまな影響をもたらす。

� 地球規模の温室効果ガス増大に対し，全ての国家・地域が参加し，世界全体が公平

な役割分担のもとで責任の範囲を決め，取り組むことが必要な，広範で複合的な課題

である。

� 中長期的な目標達成に向けた，多様で継続的な取組みを必要とする。

� 企業活動からの排出割合は大きいが，企業活動は多様であり，新規に立ち上げられ

る業種や国際競争力にさらされている業種もある。また，同じ業種であっても企業や

工場によって排出状況は多様であり，対策も一様ではなく，基準の設定や事務処理コ

ストなど，対策実施にも人的・物的コストを要する。その一方で，対策をとることに

よりエネルギーコストを節約でき，結果的に得になることも多い。技術開発を促進す

る効果もある。

地球温暖化問題のこれらの特徴をふまえ，ここでは，わが国において温室効果ガス

排出の大部分を占める企業活動からの温室効果ガス排出の削減のための政策・施策に

ついて，検討する。

２ 温室効果ガスの排出削減政策

�１ 地球温暖化対策における考慮事項

地球温暖化政策のために導入される政策手法の選択では，�環境目標の実現（排出

削減のインセンティブとも関連する），�費用効率性の達成（静学的効率性），�技術

革新へのインセンティブ（動学的効率性），�公平性の確保，�制度の確実性（モニ

タリング，排出量取引が実際に行われるか等，行政・管理コストとも関連する），�
制度の受容性などが考慮される必要がある。

�２ 環境問題と政策手法

また，環境問題に対する政策手法としては以下のものがある。

� 規制的手法：社会全体として達成すべき一定の目標と最低限の遵守事項を示し，
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これを法令に基づく統制的手段を用いて達成しようとする手法

� 経済的手法：市場メカニズムを前提とし，経済的インセンティブの付与を介して

各主体の経済的合理性に沿った行動を誘導することによって政策目標を達成しよう

とする手法

� 協定手法：自主的手法と規制的手法を組み合わせた手法で，政府・自治体と事業

者の間の具体的な合意に基づき，事業者側に自主的に必要な対策を講じさせること

により，行政目的の達成を図る手法

� 情報的手法：事業活動や製品・サービスに関して，環境負荷などに関する情報の

開示と提供を進める手法

� 手続的手法：各主体の意思決定過程に，環境配慮のための判断を行う手続きと環

境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法

� 自主的手法：事業者などが自らの行動に一定の努力目標を設けて対策を実施する

という手法

わが国の地球温暖化対策は，地球温暖化対策推進法第１条にも明記されているとお

り，各主体の自主的取組みを基本としてきた。産業部門では，とりわけ経団連自主行

動計画を基本とし，京都議定書が発効した後も，京都議定書目標達成計画（２００５年４

月２８日閣議決定，２００８年３月２８日全部改定）において経団連自主行動計画が目標達成

計画の産業部門対策として位置付けられてきた。しかし，第２部第３で指摘したとお

り，その限界も明らかになっている。そこで，経団連自主行動計画に代わるものとし

て，規制的手法と経済的手法について検討する。

�３ 温室効果ガスに対する規制的手法とその限界

� CO２は大気汚染物質

２００７年４月２日に米国連邦裁判所は CO２などの温室効果ガスが米国大気浄化法

（CLEAN AIR ACT）にいう「大気汚染物質（air pollutant）」に該当し１，米国環

境保護庁（Environmental ProtectionAgency : EPA）が所轄できるとした（第２部

第２の５）。大気汚染物質の定義には，その時代の大気の実情が反映されるべきで

ある。CO２等の温室効果ガスは生産活動などによって排出され，その集積によって

人の生命，健康，財産に損害を及ぼす化学物質であり，新しい大気汚染物質と考え

ることができることがここに示された。

日本の法制度では，環境基本法において「環境の保全上の支障のうち，事業活動

その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染」が「公害」とされ

（２条），大気汚染防止法では大気汚染物質として「ばい煙」をおき，これを「物

の燃焼，合成，分解その他の処理……に伴い発生する物質のうち，……人の健康又

は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質……で政令で定めるもの」（２条

＊１ CLEAN AIR ACT は“air pollutant”（大気汚染物質）について，「大気汚染物質は外気に放出または侵入する物

質，物体であって，物理的，化学的，生物学的……大気汚染の全ての原因物または複合的な原因物を含む。」として

いる。

“any air pollution agent or combination of such agents，including anyphysical，chemical，biological，radioac-

tive．．．substance or matter which is emitted into or otherwise enters the ambient air．”§７６０２（g）．
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１項３号）と定義し，工場などからのばい煙の排出について，排出量を基準とした

排出基準を定め（３条），基準を超えた場合には改善命令，停止命令のほか，罰則

を定めている。

また，窒素酸化物，硫黄酸化物について，１９７４年（昭和４９年）に総量規制制度を

導入した（５条の２，５条の３）。一定の指定区域において，都道府県知事は，削

減目標量，計画達成期間を示したばい煙総量削減計画を定め，これに基づいて工場

単位で排出総量の規制基準を決めるというものである。また，都道府県知事は一定

の地域について，硫黄酸化物対策として使用燃料を定めることもできる（１５条）。

さらに，大気汚染防止法では「自動車排出ガス」について，自動車等「の運行に

伴い発生する一酸化炭素，炭化水素，鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害

を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもの」とし，自動車等の移動排出源につ

いても，環境大臣は「大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の

許容限度を定めなければならない。」とされ（１９条１項），CO などの排出量を規制

し，環境大臣は自動車燃料の物質量許容限度について定めることになっている（１９

条の２）。特に NOx については，「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物

質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が設けられている。同法

では特定地域について NOx などの総量削減方針，計画を定めて，使用車種制限な

どの規制を行うとしている。

� CO２など温室効果ガスの排出規制の意義と限界

今日，気候変動による生命，健康，財産への被害を最小化するために，CO２の排

出を自然吸収量のレベルまで削減しなければならないことは科学の要請であり，世

界の共通認識となっている。このような CO２など温室効果ガスを，「事業活動その

他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染」物質である「ばい煙」

として政令で指定し，自動車から大気中に排出される CO２の許容限度を定める規制

措置を取ることは，今日，政策的妥当性があり，むしろ，従来の大気汚染対策に準

じて対策を講じることが適切である。温室効果ガスの大口排出源となっている企業

の中に，大気汚染による公害をもたらした企業も少なくない。

CO２など温室効果ガスを「公害ガス」の１つとみて同様の規制を行うとすれば，

国全体の温室効果ガス排出について総量削減計画を作成し，一定の環境基準のもと，

工場などの固定排出源に，排出基準，総量規制，燃料使用規制などを実施し，自動

車等の移動排出源に対しては排ガス規制や燃料使用規制などを実施することになる。

ただ，公害対策は規制的手法によって成果をあげてきたが，これを温室効果ガス

の排出源に適用するには課題もある。CO２の排出源は事業所全てにわたり，その業

態も多様である。一定規模以上に限定するとしても，直接の規制・取り締まりの実

効性確保に不可欠の監視のための費用や事務コストが膨大になる。また，排出行為

に対する規制は各企業努力や削減コストと関わりなく行われるため公平性を欠くこ

とになり，企業は規制レベルまでの対策を講じても，規制レベルを超えた削減への

インセンティブが働かないことになる。

�４ 温室効果ガス排出削減のための経済的手法導入の必要性

そこで，企業の温室効果ガスの削減対策としては，国内排出量取引制度など経済的
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手法を導入することが世界の主流となっている。以下，経済的手法について検討する。

� 経済的手法の考え方，内容と課題

ア 地球温暖化対策としての経済的手法は，炭素に価格を付けることを基礎とする。

しかし，これまで，大気や水質などの環境資源は市場を経由しておらず，価格

付けもされてこなかったため，市場の価格や費用に反映されてこなかった。その

ために引き起こされた環境汚染の費用は「外部不経済」と呼ばれる。ここで「外

部」といわれるのは，環境悪化の費用（損失または被害）が生産者や消費者とい

った市場内部の取引当事者にではなく，市場取引の外部にある社会や人々の負担

とされてきたからである。

このような外部不経済の費用（外部費用）について，１９７２年５月，OECD は，

汚染防止及びコントロール手段の費用に関し，稀少な環境資源を合理的に使用し，

かつ国際貿易・投資に歪みを生じないように配分するために，環境政策の基本原

則として「汚染者費用負担の原則」を導入した。そこから，環境が受け入れ可能

な状況下に置かれるようにするために必要な諸対策を実施する費用は，汚染者が

負担すべきとの考え方がもたらされた。この原則は，何らかの手段で汚染物質の

排出に価格を付け，市場メカニズムを活用することで市場の歪みを是正すること

ができ，外部費用の内部化を最も安い費用で実現できるのは汚染物質の排出者で

あるとの考え方とも結びついている。

そこで，経済的手法では，市場メカニズムを利用するために，汚染物質の種類，

排出量に応じた費用負担，汚染物質の共同処理の費用負担，環境に有害な物質の

生産・消費・処分に要する費用負担などが生産費用ひいては市場価格に組み込ま

れる。CO２削減についてみれば，炭素価格よりも低い限界費用で実施可能な対策

は導入され，逆に，炭素価格よりも高い限界費用を要する対策は実施されず，市

場で自動的に対策の採否が費用効果性の観点から決定されていくことになる。

経済的手法には，税・課徴金，補助金，排出量取引，デポジット制度などがあ

るが，いずれも汚染物質の排出等による環境資源の利用についてなんらかの価格

を付けることを基礎としている点で共通している。

イ 経済的手法と公平性（公正）の確保

経済的手法は，上記のように「費用効率性」の考え方を基本とするものである

が，その具体的制度化にあたっては公平性の確保への配慮を必要とする。

上記のとおり，税や課徴金であれ排出量取引であれ，経済的手法は，限界（汚

染防除）費用と限界環境損害の均衡点（パレート最適）を最適レベルと考え，こ

れに関わる温室効果ガス排出源（排出者）は，その経済的合理性に基づく選好に

より汚染防除を行うか，汚染に代わる費用を負担するかの選択をなすことを原理

と予定している。

このように，市場における経済的合理性に基づく選好は費用効率性の観点に基

づくものであって，正義ないしは公平（公正：fairness）の実現といった価値選

択によるものではない。しかし，このことは，地球温暖化対策としての経済的手

法の有効性を否定するものではない。このような経済的手法の限界は，環境基準

（排出規制基準），排出の総量規制などの外的要請（市場の外から強制された目
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的・目標）を達成するための手段として位置付けることで克服することができる。

つまり，費用効率性，目標実現性の点で優越する経済的手法を地球温暖化対策

として導入する場合，規制的手法など他の手法と併用して導入することで（ポリ

シーミックス手法）より大きな成果をあげることが可能となるのである。企業の

温室効果ガス削減手法として国内排出量取引制度及び炭素税が一般化しつつある

のはこのような理由による。

３ 炭素に価格を付ける仕組み－排出量取引

�１ 企業の温室効果ガス削減手法として，経済的手法である国内排出量取引制度と炭素

税が一般化しつつあるといえる。なかでも，国内排出量取引制度には，以下の利点が

あるとされる。

� 費用効果性が高い（同じ目的を達成するための社会的コストの低減）。

� キャップ＆トレード方式により総量での削減目標達成を確保できる。

� 目標達成に向けて対象者が対応しうる手段に柔軟性がある。

� 温室効果ガス削減に向けた行動や技術開発に対するインセンティブが継続的に働

く。

� 取引主体が利潤をあげる可能性を生み，さらに市場が形成され，関連する主体

（プレイヤー）が増加し，経済社会全体に目標達成への動機が生まれる。

企業からの排出削減，とりわけ大規模排出源からの削減対策として，世界に広が

っているのは，このような利点によるものである。

�２ キャップ＆トレード型国内排出量取引制度

� 排出量取引の仕組み

排出量取引制度というのは，一定規模事業者について，温室効果ガスに関する総

量規制を行い，各事業者が排出可能な量を割り当てる制度である。国内排出量取引

では国内において，一定量以上の大口排出源である事業者の総排出量を取り決める

制度である。この点で，排出予測に基づく一定の基準（ベースライン）を定め，削

減プロジェクト実施後の実際の排出量との差をクレジットとして認めて取引の対象

とするベースライン＆クレジット型ではなく，排出量の上限（キャップ）を設定し，

余分に達成した排出削減分を取引（トレード）する「キャップ＆トレード型」であ

ることが前提である。

この制度の下で各事業者に対し排出可能量を割り当てるのであるが，各事業者の

排出量は排出削減が成功したことにより割当量以下である場合は，下回った量につ

いては市場を通じて販売できる。逆に，削減できず割当量以上となった場合は，市

場を通じて割当量を購入できる。事業者にとっては削減の努力が利益につながるこ

とになるうえ，ライバル事業者との間で競争上優位の立場に立つことができる。一

方，技術的に直ちに対応できない企業にとっては，排出枠を購入することで削減義

務が緩和されたことになる。このような関係から経済学的には社会全体で最小の費

用で一定量の総量規制の効果をあげることができるとされている。

割り当てられた排出量については，当初「排出権」という用語が使用されていた

が，現在では排出量もしくは排出枠の用語が多く使用されている。価格が付けられ
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市場での流通を前提としているため，財産権的な要素がある。しかし，事業者への

割当は原則排出が禁止されたうえで排出が許可されるとされるか，あるいは排出量

が許容されたうえで排出行為が規制されるとみるのかの議論がある。いずれにして

も，排出削減という政策実現のための制度であり，憲法上の財産権として保障され

る権利と位置付けられるべきものではない。そこで，排出量取引とか排出枠取引と

呼ぶのが適切である。

� 排出量取引制度形成の歴史

排出量を取引することによって大気汚染を防止しようという考えは，米国で，酸

性雨問題において SOx を抑制する制度として導入されたものである。京都議定書

に国際排出量取引制度が導入された経緯では，米国の意向が強く反映された。

米国ブッシュ政権は２００１年に京都議定書交渉から離脱したが，EU では，２００１年

から英国で開始された国内取引制度を改め，２００３年には EU 域内の排出削減手法と

して EU 排出量取引指令が採択され，２００５年から２００７年を第１期（パイロットフ

ェーズ）とし，現在，第２期（２００８年から２０１２年）中である。２０１３年以降の第３期

に向けての EU の制度整備も既に終え，現在，各国の国内準備が行われている（第

２部第２の２参照）。

米国は連邦政府が京都議定書交渉から離脱した後に，東北部や中部や西部の複数

の州が連携して排出量取引制度を制度化し，２００８年から東北部１０州による発電部門

についての「地域温室効果ガス・イニシアティブ」（RGGI）は実施段階に入ってい

る。また，２００９年２月にオバマ政権が誕生し，連邦の排出量取引制度を含むワクス

マン・マーキー法案が６月に下院を通過し，上院では同様のボクサー・ケリー法案

が審議されている。（第２部第２の５参照）

２００７年には，EU，米国とカナダ１４州，ニュージーランド，ノルウェーが，国際

炭素行動パートナーシップ（ICAP）に署名し，大規模排出源に対して総量での排

出上限枠を設けて行う国内排出量取引制度を，国際的にリンクさせていく試みが始

まっている。東京都は独自に都内での排出量取引制度を立ち上げ，ICAP にも参加

が認められた。

EU は２００９年１月，２０１５年までに OECD ワイドの国際炭素市場を立ち上げるこ

とを提唱し，アメリカとの連携に関するワーキンググループを設置し，途上国も含

めた世界炭素市場設立へと動き出している。炭素に価格を付ける政策は国内的にも

地球規模でも社会や経済の仕組みを大きく変えることになるだろう。

４ 炭素に価格を付ける仕組みー炭素税

もう１つの経済的手法である炭素税は，温室効果ガス排出削減を目的に化石燃料に課

せられる税である。わが国では既に石油石炭税，揮発油税など化石燃料に対して課税さ

れているが，目的が根本的に異なる。炭素税は，炭素量に応じて課税し，価格インセン

ティブ効果による消費抑制効果によって CO２排出削減を促す経済的手法である。特に小

口の排出源を含め，全部門をカバーして CO２排出削減できるので，排出量の伸びが著し

い運輸，民生業務部門の削減にも有効な対策である。

第３部 低炭素経済社会をどのように構築するか

－ 91 －



北欧・西欧諸国では既に導入した国も多く，かなりの削減効果があったと報告されて

いる。課税根拠は汚染者負担の原則と考えるので，法的性質は課徴金の一種とみられる。

なお，課税により排出をコストとしてとらえるようにすることを目的にしているため，

炭素税の税収効果には重点をおいていない。

日本では，環境省から環境税の創設が提案されたことがある。このうち，２００５（平成

１７）年１０月の提案では，事業活動，電気事業者，家庭・オフィスで使用される化石燃料

を課税対象とし，税率は２４００円／炭素トン相当で，税収年額約３７００億円，家計への負担

が１世帯当たり年間約２１００円（月額約１８０円）であり，税による削減量は４３００万トン程

度と想定していた。また，税収の使途は，全額を地球温暖化対策として，森林の整備・

保全，自然エネルギーなどの普及促進，住宅・ビルの省エネ化などに用い，一部を地方

の地球温暖化対策に充てるために譲与するとしていたが，産業界を中心として強い反対

意見が多く実現できなかった。その後も，環境税ないし炭素税導入の動きは停滞してい

る。

５ 排出量取引と炭素税の比較

このような国内排出量取引と炭素税の特質を以下にまとめる。

理論的には，炭素税と排出枠取引の違いは，前者が価格ベースの手段を選択し，後者

が数量レベルの手段を選択するところにあり，「もし，環境汚染をコントロールする際

の費用・便益に関し，完全な情報が得られるなら，どちらの手段を用いても最適な排出

量削減が可能となる。」。排出量取引は，削減すべき排出総量は保障するが，どれだけの

費用が必要かは不確実である。他方，租税は汚染者が負担すべき価格を明確に示すが，

排出量がどの程度削減されるかは不確実である。また，これらの手法が実効性をあげる

には十分な情報が必要である。「かくして，環境保全のためにどちらの経済的手段を採

用するかは，これらの二種類の不確実性のうち，どちらがより深刻な政策ミスにつなが

るかに依存してくるといえよう。」２。

＊２ 石弘光『環境税とは何か』９６頁（岩波書店，１９９９年）

図３－３ 排出量（枠）取引の説明図
出典：排出量取引・京都メカニズムに係る国内検討委員会「温室効果ガス国内排出量取引制
度について」１２頁（２００２年７月）
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排出量取引税・課徴金

・予め，排出総量の上限（キ

ャップ）を設定することによ

り削減量を確保できる。

・削減に向けたインセンティ

ブが継続的に期待できる。

・削減効果をみながら税率を

変化させることによって実効

性を確認しなければならな

い。

１．排出削減への実効性

・排出量を排出者に割当した

場合，個々の排出者自らが直

接的に削減及び取引に参加す

る。

・制度に要する全体費用を低

減できる。

・利潤をあげることが可能。

・個々の排出者が削減に参加

するわけではない。

・利潤は発生しない。
２．直接の取引参加と利

潤創出の可能性

・市場価格の変動などにより

負担限度額は確定しない。

・負担する限度が明確。但し，

適正税率に落ち着くまで変動

がある。

３．負担の予測

・各種の調査・モニタリング

などに費用を要する。

・既存の徴税システムを利用

しうることから安価。
４．行政コスト（効率性）

・無償割当の場合，初期配分，

新規参加者などへの配分で問

題となる（割り当てる排出量

の増減で公正に配慮しうる）。

・税率一律が原則であるが，

税の減免措置により公平確保

に配慮しうる。
５．公平性

・無償割当ては歳入がない。・税・課徴金として歳入とな

る。
６．国の歳入

・目標達成に向けた手段の選

択肢が多様で柔軟性がある。

・一律負担で柔軟性に欠け

る。
７．手段の柔軟性

排出源の特徴や実態に照らせば，少数の大口排出源が排出の大半を占める発電所及び

産業部門の大規模 CO２排出源には国内排出量取引制度が，その他の部門の多数の小口排

出源対策としては炭素税が実効的といえる。これらの組み合わせによって実効性をより

高めることも考えられる。いずれの手法も世界で既に実施されており，わが国でも早期

導入が求められる。

第３ 日本における部門別の排出の状況と必要な削減策

１ １９９０年以降のCO２排出の実態

ここでは，CO２について，日本の排出実態を分析する。

�１ 部門別排出量の推移－直接排出と間接排出－

CO２の部門別排出量の推移について，発電所からの排出量を最終消費部門に割り振

って計算した「間接排出」でみると，運輸・民生部門の排出の増加が顕著であるが，

排出の絶対量では産業部門（製造業）の排出が多い。日本では，日本特有の方式であ

表３－４ 税・課徴金制度と排出量取引制度の比較
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る間接排出による部門別排出量の算定や増減要因分析が行われてきたが，この方式で

は発電所の排出量としてはわずかな電力自家消費に相当する分しかカウントされない。

他方，発電所からの排出量を全てエネルギー転換部門に割り振った「直接排出」の

年度推移を示す図が，図３－５である。直接排出でみると，発電部門からの排出が多

く，近年増加が著しく，２００７年には産業部門を上回っていることがわかる。

�２ 日本の温室効果ガス排出増加分は石炭火力発電からの排出増加分

図３－７は，１９９０年と２００７年の日本の温室効果ガス排出量に占める電力会社の石炭

火力発電と自家発電からの CO２排出量とその他の排出量を図示したものである。石炭

火力発電と自家発電からの排出以外の温室効果ガス全体では，１９９０年の１１億６３００万ト

ンから２００７年には１１億２６００万トンとなり，３７００万トン減少しているにもかかわらず，

石炭火力発電による排出量は１９９０年の７８００万トンから２００７年には２億１５００万トンへと，

実に１億３７００万トンも増加した。自家発電の石炭火力発電も２０００万トンから３４００万ト

ンへと，１４００万トン増加した。１９９０年以降の日本の排出量増加分は石炭火力発電から

の排出増加分に匹敵する。

図３－５ 部門毎CO２排出量推移（直接排出） 図３－６ 部門毎CO２排出量推移（間接排出）

データ：国立環境研究所「温室効果ガス排出インベントリ」

図３－７ エネルギー転換部門の温室効果ガス排出量
国立環境研温室効果ガス排出インベントリ及び資源エネルギー
庁エネルギーバランス表から気候ネットワークが作成
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このように，石炭火力発電が大幅に増加した結果，発電における CO２排出原単位

（排出係数ともいう。発電量１単位あたりの CO２排出量）が，大幅に悪化した（図３

－８）。ちなみに，経団連自主行動計画における電力事業者連合会の自主目標で

は，２０１０年までに排出係数を概ね０．３４kgCO２／kWh に改善するというものであるが，

その達成は極めて困難である。ちなみに，電気事業者連合会は，既に２０２０年の自主目

標を０．３３kgCO２／kWh と表明しているが，この目標は２０１０年の目標とほとんど変わ

らないものである。

エネルギー転換部門における排出が増加している要因について，業務や家庭の民生

部門での電力消費そのものの増加もさることながら，政府も，原子力発電所の稼働率

の低下と石炭火力発電からの排出増加の結果，発電所での排出係数の悪化が大きく影

響したとし，発電における CO２排出係数を０．３４kg/kWh と仮定した場合の実際の排出

係数悪化分は日本全体の排出量の８．３％と算定している３。

間接排出による計算方式では，業務，家庭部門など最終消費先で電力を含むエネル

ギー使用量を把握しやすい反面，このような排出係数の悪化の影響を最終消費先が受

けてしまうため，家庭などにおける電力消費削減努力が相殺されることになり，発電

部門における排出係数の悪化の問題が顕在化しないというデメリットもある。エネル

ギー転換部門でも大幅排出削減が不可欠であり，排出削減対策を検討するにあたって

は，直接排出，間接排出の両面から検討することが重要である。

�３ CO２排出の過半を占める大規模排出事業所からの排出

地球温暖化対策推進法上では，大規模排出者を「特定排出者」として，発電所や工

場については事業所ごと，温室効果ガスごとに，排出量の算定・報告・公表制度を導

入している。これは省エネ法第１種，第２種事業所にあたる。但し，この制度は，間

接排出方式によるカウントを前提としている。

２００７年度での「特定排出者」は１万４８４１事業所（７８１３事業者）あり，これらの温室

効果ガス排出量は日本の総排出量の４７％を占めると公表されている４が，これは，発

＊３ ２００７年（平成１９年）度の温室効果ガスの排出量（確定値）発表

＊４ 環境省・経産省発表「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による平成１９（２００７）年度温室効果ガス排出量の

集計結果の公表について」（２００９年４月３日）

図３－８ 電力のCO２排出原単位
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電所からの排出量を最終消費先に配分した間接排出方式によるものである。

気候ネットワークでは，省エネ法にもとづく各事業所から経済産業省への燃料別電

気の種類別消費量の定期報告情報の公開請求を行い，開示されたデータに基づいてこ

れらの事業所の「直接排出」方式による排出量を算定したところ，６９．９％に上ってい

る５。直接排出では，大規模排出事業所である発電所からの排出が日本の排出量の

３３．８％にも及ぶからである。図３－９は，部門別排出量と直接排出および間接排出の

関係を図示したものである。

このように，日本の CO２排出量の７割弱が少数の火力発電所や大規模工場からの排

出によるものであることは，日本の CO２削減対策を選択するにあたって，極めて重要

である。しかも，上位１０事業所の排出量は，下位１万４５５０事業所（事業所数で９８％）

の排出量に匹敵するというほど，ごく一部の事業所に排出が集中していることも重要

な事実である。なお，発電所以外の特定排出者で大口排出業種は，鉄鋼・化学・製

紙・セメント製造などである。

２ 各部門のCO２の排出状況とその要因

�１ エネルギー転換部門（発電所等）

２００７年度のエネルギー転換部門の CO２排出量は間接排出分では８３００万トンであ

り，１９９０年比で２２．２％（１５１０万トン）増加している。前年度比でも７．８％（６００万トン）

増加している。

石炭火力発電所の排出量が１９９０年比で１億３７００万トン増加し，これが電力等の排出

＊５ 気候ネットワークホームページ（http : //www．kikonet．org）

図３－９ 日本のCO２排出割合
国立環境研究所温室効果ガス排出インベントリより気候ネットワークが作成
外側が直接排出，内側が間接排出
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係数の悪化を原因とすることについては先に述べたとおりであるが，直接排出では

２００７年度は４億４０００万トンに達し，１９９０年（３億１７００万トン）から１億２０００万トン以

上増加している。

日本のエネルギー政策は原子力発電に偏重してきたが，相次ぐトラブルや不祥事に

よって，近年，原子力発電所の稼働率は低迷している。その一方で石炭火力発電所の

新増設が相次ぎ，既存も含めて石炭火力発電所の稼働率が上昇している。

石炭は他の化石燃料（石油，天然ガス）よりも遙かに安価である（図３－１０）一方，

エネルギー消費あたりの CO２排出量は非常に高く（図３－１１），石炭火力発電の拡大

は CO２排出量の増加と直結する。CO２排出量の多い発電所上位５箇所を石炭火力発電

所が独占するなど，石炭火力発電の拡大に伴う排出係数悪化傾向に歯止めをかけるこ

とは緊喫の問題である。なお，日本の再生可能エネルギーは，大規模水力を含め全エ

ネルギーに占める割合はわずか３．０％，電力に占める割合が８．６％にすぎない６。RPS

法のもとで太陽光や風力などの利用拡大が著しく遅れてきたことも，こうした傾向に

拍車をかけている。（第４部第４参照）

＊６ IEA２００７年統計

図３－１０ 燃料別価格（２００７年度）
輸入価格データ：日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット編「エネルギー経
済統計要覧０９」

図３－１１ 燃料別CO２排出係数
環境省排出量算定報告公表制度における排出係数一覧
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�２ 産業部門（工場等）

２００７年度の産業部門の CO２排出量は，間接排出では４億７１００万トン，直接排出では

３億８９００万トンである７。

１９９０年比では２．３％（１１２０万トン）減少したが，前年度比では２．８％（１３００万トン）

増加している。中でも非製造業（農林水産，鉱業，建設業）からの排出量の減少が顕

著であり（１９９０年比３０．９％減），これはこれら産業自体が低調であったためである。

しかし，鉄鋼など製造業の排出量増加や電力の排出係数悪化がその排出減を打ち消し

ている。

直接排出による排出量では，１９９０年以降ほぼ横ばいの状態である。

�３ 運輸部門（自動車，船舶等）

２００７年度の運輸部門の CO２排出量は２億４９００万トンであり，１９９０年比では１４．６％

（３１８０万トン）増加している。前年度比では１．６％（４００万トン）の減少である。

貨物からの排出量が１９９０年比で６．７％減少したものの，旅客（１９９０年比３４．８％増）

とりわけ自家用車からの排出量が大幅に増加（１９９０年比４１．６％増）している。なお，

自動車の燃費については１９９０年代半ば以降改善されてきたが，消費税法施行に伴う物

品税廃止（１９８９年）により車両の大型化が進んだことや，自動車保有台数が大幅に増

加したこと（２００９年５月末現在約７８９０万台。１９９０年は約５７９９万台）によって排出量増

加に歯止めがかからない状況にある。但し，日本は道路密度（国土面積あたりの道路

延長）が極めて高いことや，超高齢者社会を迎え今後人口は減り続けることから，保

有台数は頭打ち傾向にあり，２００９年３月には初めて減少に転じた。

交通量や運輸部門全体のエネルギー消費量は２０００年頃をピークに横ばいないし微減

の傾向であるが，旅客・貨物の各輸送分担率では鉄道・船舶の割合が減り続ける一方，

自動車，航空機の割合は増え続けている。輸送量あたりの CO２排出量は，旅客におけ

る乗用車は鉄道の約９倍，貨物におけるトラックは鉄道の７～５０倍となっており，自

動車はエネルギー効率が非常に悪い。自動車や航空機など，CO２排出量の多い輸送手

段の割合が増加したことが，運輸部門全体の排出量増加に拍車をかけている。

�４ 業務部門（商業，サービス，事業所等）

２００７年度の業務部門の CO２排出量は２億３６００万トン（間接排出）であり，１９９０年比

では４３．８％（７１９０万トン）増加した。前年度比でも１．９％（４３０万トン）の増加である。

前述の電力排出係数の悪化による増加分も加わっている。

事務所・店舗の延床面積の増加やそれに伴う空調・照明設備等の増加，OA 化の進

展による電力消費量の増加，さらにはライフスタイルの変化に伴う営業時間の増加な

どが排出量増加の主な原因である。但し，これらはいずれも間接排出の場合である。

１９９０年比で直接排出の増加は僅かであり，２００２年をピークに微減傾向にある。

�５ 家庭部門

２００７年度の家庭部門の CO２排出量は１億８０００万トン（間接排出）であり，１９９０年比

では４１．２％（５２５０万トン）増加した。前年度比でも８．４％（１４００万トン）増加してい

る。

＊７ 気候ネットワークによる推計
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家庭用機器の普及の拡大と大型化・多様化，単身世帯化が進み，世帯数の増加によ

る機器の保有台数が増加し，電力消費量が増加したことによる。但し，直接排出の増

加は僅かに留まっており，業務部門同様，これらはいずれも間接排出分の増加につい

てであって，ここでも，前述の電力排出係数の悪化分が相当に影響している。

�６ 非エネルギー起源CO２

非エネルギー起源 CO２とは化石燃料以外，即ち廃棄物の焼却や工業プロセスによっ

て CO２が生じる場面のことをいう。２００７年度の排出量は８４５０万トンであり，１９９０年比

では０．６％（５０万トン）減少した。前年度比では０．３％（３０万トン）の増加である。

工業プロセス分野（セメント製造等）からの排出量は，基準年からは１３．８％減少し

ている。前年度からの増加の主たる要因としては，廃棄物分野（廃棄物の焼却等）か

らの排出量が前年比１．３％（４０万トン）増加したことが挙げられる。

３ 各部門において必要な排出削減対策

温室効果ガスの種類や排出部門ごとの排出には，前述のような特徴がある。そこで，

当連合会は，２００９年５月に「気候変動／地球温暖化対策法（仮称）の制定及び基本的内

容についての提言」を発表し，中長期目標の達成のために，大規模排出源である産業や

発電所にはキャップ＆トレード型排出量取引を，取引制度対象外の中小事業所や家庭で

の削減のための経済的手法としては炭素税を導入することを基本とし，また再生可能エ

ネルギーを拡大するために固定価格買取制度の導入などを提言した。ここでは，部門別

の排出の特徴と対策を概観し，第３部第４以下の項及び第４部と第５部で，重点対策に

ついて詳述する。

�１ エネルギー転換部門

エネルギー転換部門（発電所）では，発電所に対してキャップ＆トレード型排出量

取引制度の導入が必要である（第３部第４参照）。また，原子力偏重政策から再生可

能エネルギーの利用拡大へと転換すべく，高い導入目標の設定と固定価格買取制度の

導入が必要であり，また発電効率の改善の推進のための規制的措置などが重要である。

エネルギー供給事業者に電力の需要側（消費者）での削減を支援する義務を課すこと

も考えられる。さらには，石炭への税率を高め，CO２排出の少ない天然ガスへの燃料

転換を促す政策も必要であろう。

特に再生可能エネルギーについては第４部「原子力を捨てて，再生可能エネルギー

を拡大しよう」で詳述している。

�２ 産業部門

産業部門の排出量の大半を占める数千程度の大規模排出源工場に対して，排出上限

枠を設定して取引を認めるキャップ＆トレード型の排出量取引制度の早期導入が必要

である（第３部第４参照）。

国内排出量取引制度の対象は一定規模以上の排出源となるため，その対象外となる

中小規模の排出源工場については，炭素税の導入や，計画書制度のもとで一定水準の

計画を達成した事業者に対する炭素税その他の税の減免措置を組み合わせることなど

で，事業者の自主的取組みの促進効果が期待される（第３部第５参照）。
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�３ 運輸部門

運輸部門では燃料に炭素税を課税する経済的手法の採用が最もシンプルでかつ有効

な政策である。大規模運輸業者を排出量取引の対象に加える場合には，炭素税を減免

する。

エネルギー効率が極めて悪い輸送手段である自動車から鉄道などへのモーダルシフ

トが，人・貨物ともに求められる。

高速道路料金について，経済活性化の観点から，自民党は一定の条件のもとで料金

を１０００円とし，民主党は無料化を掲げているが，これらは一般的に自動車交通量を拡

大させ，公共交通機関のある地域でも公共交通機関から自動車交通へとシフトさせ，

CO２排出増加をもたらす。

ガソリンへの暫定税率の廃止は，現在の自動車に関連する税制全体を整理し，炭素

税を導入するのと同時になされるべきである。低炭素自動車の普及への経済的支援策

も必要である。食糧由来のバイオマス燃料は，新たな森林伐採や食料品価格の高騰を

もたらすなどの弊害がある。

都心部への車の流入規制，一定エリアへの進入への課徴金（ロードプライシング）

の創設，LRT の設置などの抜本的な対策が不可欠である（第３部第６参照）。

�４ 業務部門

業務部門の大半は中小規模の排出源であることから，炭素税の導入を基本とする。

直接排出で大規模排出事業所は，発電所や産業部門と共通の国内排出量取引制度の対

象とすることが考えられる。業務では電力消費の占める割合が大きく，その削減のた

めに，英国で導入されようとしている CRC（炭素削減約束）のような間接排出で中

規模以上の事業所を対象とする，大規模排出源を対象とする排出量取引制度とは別途

の国内排出量取引制度の導入も考えられる。

中規模以上の業務事業所の自主的取組み指標として，計画書制度などで得られた

データを公表することが効果的である（第３部第７参照）。

�５ 家庭部門

家庭での日々の省エネ努力だけでなく，機器の買い替え時におけるトップランナー

製品の普及支援策，住宅の断熱性能を向上させるために断熱の基準化等が必要である

（第３部第７参照）。

また，太陽光発電の設置など家庭での再生可能エネルギー導入のために，固定価格

買取制度の創設が必要である（第４部第５参照）。

�６ 廃棄物処理

廃棄物部門は CO２排出の２．４％を占める。焼却による排出増加分のエネルギー回収

も行われているが，大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済構造からの脱却による

廃棄物の発生そのものの抑制削減対策が重要である。

また，CO２排出を製品のライフサイクルで把握し，可視化する方策が必要である

（第３部第７参照）。
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第４ 発電所・大規模工場等への国内排出量取引制度の導入

既に述べたとおり，大規模排出源である発電所や工場等に対しては，キャップ＆ト

レード型の国内排出量取引制度を導入し，これを国際的にリンクさせていく流れにある。

わが国でも国内排出量取引制度の導入が急がれているが，その制度設計にあたっては，

対象部門の削減目標，対象業種・事業所（事業者）の排出枠の配分における公平性，低

所得者層消費者の保護，制度全体の透明性の確保，制度創設及び運営費用とその負担，

地方自治体や NGO，NPO の参加など，考慮すべき事項が多くある。欧米での経験はわ

が国への制度導入にあたっても大いに参考になると思われる。

わが国の排出削減政策は自主的取組みに委ねており，世界の趨勢から大きく遅れてい

る。早急に制度設計を終えて導入していくべきであり，以下に，中核となる要素につい

て述べる。

１ 対象ガスと開始年

京都議定書が対象とする６種類の温室効果ガス全てについて検討されるべきであるが，

早期の制度化が求められている。よって，日本全体の排出量の９５％に及び，大規模排出

事業者が多い CO２について，まず，２０１１年にも導入するべきである。

２ 義務参加・キャップ＆トレード型

�１ 排出総量での排出枠の設定

排出予測に基づく一定の基準（ベースライン）を定め削減プロジェクト実施後の実

際の排出量との差をクレジットとして認め取引の対象とするベースライン＆クレジッ

ト型ではなく，排出総量での排出枠の上限（キャップ）を設定し，余分に達成した排

出削減分を取引（トレード）する「キャップ＆トレード型」とする。

�２ 義務参加型制度

対象事業所等は，一定規模の排出源について制度への参加が強制される（義務参加

型）。

�３ 義務参加型制度

これらは，長期的に確実かつ安い費用で排出総量を削減する効果を持つ排出量取引

制度のメリットを最大限活かし，大規模事業所（者）からの排出の大幅削減を実現す

るために，最低限の条件である。参加を義務付けられた事業所（者）は，自ら削減す

るか排出枠を購入して目標を達成するかを選択できるため，その経済活動への制限が

緩和される。

３ 取引対象排出源と電力の取り扱い（直接排出によるべき）

排出量（排出枠）の割当は，下流（化石燃料の輸入・生産段階ではなく消費ないしエ

ネルギー転換段階で）に対して行う。

エネルギー転換部門からの CO２排出は全体の３３％に及んでおり，火力発電所での燃料

転換やエネルギー効率の向上，また，電力供給事業者がエネルギー消費側での排出削減

にも責任を持つことが，日本の排出削減に不可欠である。
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また，世界の国内排出量取引は発電所の直接排出を対象とするものである。日本では，

これまで，発電にかかる排出を最終消費部門に割り振る間接排出による方式を採用して

きたが，国内排出量取引制度では，火力発電所における化石燃料の燃焼による排出は，

全て発電所からの排出として計上する直接排出方式によるべきである。直接排出方式を

採用すれば，工場などでは石油や天然ガスなどの直接消費をカウントすることで足りる

ため，簡便である。また，工場にとって電力消費量は大きなコストであり，今後，電力

料金も値上がりが予測されるので，直接排出方式を採用したとしても，電力消費削減へ

のインセンティブに欠けることはない。

４ 取引対象事業所（者）の裾切り基準

�１ 発電所と産業部門では，事業所ごとにエネルギー効率や CO２排出原単位の改善や燃

料転換が必要であるので，事業所ごとに排出上限枠を設定して行うことが重要である。

しかし，その全ての事業所・事業者を取引対象とすると，対象数が膨大となり，制度

の運営コストが膨大になる。また，業務及び運輸事業者にも大規模排出源がある。そ

こで，年間，一定量以上の排出量がある発電所及び製造業事業所と業務及び運輸部門

では事業者単位（または系列事業者単位）とし，その年間排出量の合計が一定量以上

のものを対象とする。

政府の公式発表がないため，気候ネットワークの推計によれば，エネルギー転換部

門と産業部門の事業所のうち，直接排出方式で２００７年の年間排出量が２万５０００トン以

上を対象とすると，事業所は約１５００事業所（うち発電所が１７０。会社数では約９００），

運輸事業者約１４０である。その合計排出量は８億７１００万トンで，日本の総排出量の約

６４％をカバーする。そのうち，大口業種は，発電所，製鉄所，化学，セメント製造業

などである。以上に対し，１万トン以上を排出する事業所は約３２００事業所であるが，

排出量は８億９６００万トンであり，カバー率は６５％であって，２万５０００トン以上の場合

から微増するに過ぎない８。

また，省エネ法の第一種指定管理事業所は約７７００事業所（会社数約４３００），運輸事

業者約６００であるが，カバー率は約６６％である。第１種指定管理工場のレベルでも，

その上位半分で６５％を占め，残り半分の約３０００工場で１％に過ぎず，第二種指定管理

事業所にまで対象を拡大しても，カバー率は約６７％であって，１％増加するに過ぎな

い。

他方，地球温暖化対策推進法による排出量の算定・報告・公表制度の対象である

「特定排出者」は省エネ法による第一種及び第二種エネルギー指定管理事業所であ

り，２００７年度で１万４８４１事業所（７８１３事業者）ある。同法による公表データの排出量

は，発電所からの排出量を最終消費先に配分した「間接排出」によるもので，カバー

率は４７％である９。

図３－１２はこれらの関係を図示したものである。

＊８ 温対法排出量算定・報告・公表制度の開示請求の結果からの推計（気候ネットワーク）

９ 環境省・経産省発表「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による２００７年度温室効果ガス排出量の集計結果の

公表について」（２００９年４月３日）
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このように，間接排出による場合は，対象事業所（者）数が多いにもかかわらず，

排出量のカバー率が低い。また，対象事業所が多くなれば，排出量の割当や検証など

取引制度運営のための行政コストは飛躍的に拡大する。

�２ 省エネ法の第１種事業所を対象とした場合，それに該当しない，いわゆる「裾切

り」の対象となる中・小規模事業所について，ベースライン＆クレジット方式により

クレジット認証された余剰枠についてのみ排出量取引への参加を認める方式であると

か，いわゆる国内 CDM１０を適用する等といった方法も提言されている。国内排出量

取引の試行とあわせて上記のような国内クレジット制度が実施されているが，２００９年

４月段階で製造業を中心に７１５社が参加しているところ，１社あたりの平均削減量は

数トンであって，必要となる行政コストに比して温暖化対策としての効果はさほど高

くなく，国内排出量取引によるクレジットとこれらのクレジットとの互換性を認める

ための検証などの費用を考慮すると，費用効率的でない。

�３ これらをふまえ，取引対象主体の CO２排出量全体に対するカバー率を高くし，削減

＊１０ 国内 CDM：大規模排出事業所が中小企業に省エネ技術を移転して共同で対策を実行し，得られた CO２削減量を排

出枠として登録した後，当該大規模排出事業所の削減分として取り扱う制度のこと。

図３－１２ 直接排出（外円）と間接排出（内円）における事業所の排出規模別割
合（気候ネットワーク作成）

図３－１３ 超大口排出事業所の排出量全体に占める割合（２００７）（気候ネットワー
ク作成）

第３部 低炭素経済社会をどのように構築するか

－ 103 －



が可能で必要である発電部門を取り入れ，かつ行政コストを抑制するには，直接排出

による CO２量で，年間１万トン～２万５０００トンまたは省エネ法第１種指定管理事業所

レベルまでを対象として裾切りをすることが実効的である。

国内排出量取引制度の対象外の事業所については，炭素税の活用が考えられるほか，

英国で２０１０年から実施が予定されている中規模排出量取引制度（CRC ; Carbon Reduc-

tion Commitment）のように，業務事業所を中心に類似の業種間での削減義務目標を

設定し，独自の取引制度を導入することが望ましいといえる。この場合には間接排出

による目標設定も考えられるので，上述した排出量取引制度との重複を避ける工夫が

必要となる。

いずれにしても行政コストは相当になると見込まれ，排出枠割当において申請費用

や検証の費用を徴収することも必要となるため，取引制度開始前に事業者負担費用額

を明示しておく必要がある。

５ 対象事業者の排出枠について

�１ 排出量取引制度対象事業所（者）全体の排出枠

取引制度対象事業所（者）の排出枠の削減の経路は，国としての２０５０年までの削減

目標を設定し，原則としてそれと同じ割合で排出枠を縮小させて削減していくものと

する。日本の総排出量を長期的かつ確実に削減させる制度として排出量取引制度を導

入しようとするものであって，対象事業所からの排出が日本の総排出量の７割弱に及

んでいることに鑑みると，排出量取引制度の適用を受ける部門や業種全体の排出量も，

国の削減目標に同等に排出枠を削減していくことが必要である。これを図示すると以

下のようになる。

図３－１４ ２０５０年までの排出削減目標（模式図）
出典：気候ネットワーク「気候保護法（仮称）」の具体化について
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�２ 個別対象事業所への排出枠割当の方法

取引制度対象の個別の事業所などへの無償での排出枠の配分方法としてグランドフ

ァザリング方式１１とベンチマーキング方式１２があり，有償配分方式としてオークション

方式１３がある。

EU や米国では，原則オークションとする基本の考え方のもとに，一部をオークシ

ョンとすることで制度を開始し，または開始しようとしている。地球温暖化の原因と

なる温室効果ガス排出を有償化することは，汚染者負担原則等からも適切である。日

本でも，原則はオークションによることを確認のうえ，取引制度の導入にあたっては，

受容性が高く排出枠の算出も比較的容易であるグランドファザリング方式を基本とし，

過去３年程度の平均排出量に，業種ごとに定めた削減率を掛けて算出することが考え

られる。業種別削減率は後述の新規参入枠や早期対策枠などを認めても総量削減目標

を達成できるレベルである必要がある。

また，グランドファザリング方式では過去の努力が報われにくく，産業構造固定化

の側面があることから，早期に削減対策を採っていた事業者に対する配分方法として，

事業者の申出を受けて政府が過去の削減対策を審査し，一定基準を満たす事業者に対

してのみ，排出枠を追加的に割当てる方式が望ましい。早期対策事業者に対する追加

割当の基準としては，省エネ法定期報告情報を活用して原単位で業種の上位１０％を達

成している事業所に排出枠を加算することが考えられる。

さらに，新規に事業を開始する者（いわゆる新規参入者）に割当てるための排出枠

として，取引制度対象排出枠の５％程度を留保し，工場の閉鎖や縮小の場合には排出

枠を政府に返還させる義務を負わせることとしなければならない。

オークション方式では，規制対象事業所の費用負担を増加させるが，温室効果ガス

の削減に先行的な努力を行っていた事業所に対しても不公平とはならず，またオーク

ション収益を後記７で述べるような温暖化対策や経済対策に振り向けることができ，

メリットは大きい。

なお，排出量取引制度は，国際競争力にさらされているエネルギー集約型産業で，

いわゆる炭素リーケージ（後記９�ウ参照）が生じるおそれがある業種については，

国際的な合意形成に至るまでの間，その業種に属する事業所（者）に追加排出枠を割

り当てるなどの配慮が求められる場合がありうる。したがって，いかなる業種につい

て国際競争上どのような悪影響があるのかを調査したうえで，該当業種について一定

期間排出枠の取り置きを行う方式が良い。また，排出枠の価格が異常に高騰したと判

断される場合に，市場への介入のための排出枠も取り置いておく必要があろう。

６ 柔軟性措置

国として長期目標に向かって直線的な排出削減目標を設定し，割当対象者である個々

＊１１ グランドファザリング方式：排出枠の配分の一方式で，現状のエネルギー効率や CO２原単位の差をあまり考えず，

過去の排出実績（数年分の平均とする例が多い）を基礎として総量を割り振る方式。

１２ ベンチマーキング方式：排出枠の配分の一方式で，代表原単位をもとにそれに想定生産量を掛けて総量割り振りを

行う方式。

１３ オークション方式：排出枠の配分の一方式で，排出枠を競売にかけて配分する方法。
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の事業者にも同様の大幅削減を義務付けることを原則としつつ，事業活動の自由度や戦

略的経営を可能にするために，目標達成のための柔軟性措置を一定程度盛り込む必要が

ある。

年度や取引期間を超えて排出枠を保有し，それを将来年に使用するバンキングはもと

より，将来の排出枠を「借入れ」して使用するボロイングを期限及び使用量を限定して

認めることや，京都メカニズムによるクレジットを国内排出量取引制度の排出枠の一種

として使用することも，一定の範囲で認めることが妥当であろう。また，２０１３年以降の

国際枠組みでは，新たな国際的なクレジットが生み出される可能性もあるので，かかる

クレジットの許容性についても検討が必要となる。

さらには，国内における森林等の CO２吸収源に関連して，植林や森林保全プロジェク

ト等に投資し，それによる吸収でもって自己が削減できない分を埋め合せる手法（オフ

セットと呼ばれることもある）についても，柔軟性措置の１つとして組み込むべきかど

うか，今後の検討課題である。（第５部第５の４参照）

しかしながら，国内排出量取引制度は国内での排出削減を費用効果的に行うことを主

眼とする制度であって，国内削減を阻害することのないよう限定を設ける必要がある。

７ オークション収益の活用

オークション方式を導入した場合の収益は，低炭素経済へのスムーズな移行のための

原資となりうる。具体的には，排出削減と新規産業の育成や大幅削減で経済的影響を受

ける業種への影響の緩和，エネルギー価格の高騰の影響を受ける貧困層消費者への支援

や労働者の教育訓練の支援（それらを通じて，雇用を拡大させることも可能である），

森林対策などに必要な財政を提供できる。米国法案では地方自治体自体に排出枠を配分

し，その収益をもって地方自治体の交通部門や民生部門の温暖化費用に充当する考え方

がとられている。これは，排出枠の設定が資金の仕組みでもあることを示す端的な例で

あり，日本においても参考とされるべきである。

８ 排出枠の報告，登録，検証制度

以上のような排出量取引制度が機能するための必要条件として，規制対象事業所が

CO２をはじめとする温室効果ガス排出にかかる情報全てを監督官庁に報告するよう義務

付ける必要がある。ここでいう情報とは，排出量自体だけでなく，燃料別・電気の種類

別の使用量，生産量，活動量等も含む。これらの情報は，燃料転換の可能性など，温室

効果ガス削減の有効な施策を検討するために，必要不可欠な情報だからである。

さらには，排出量取引が CO２をはじめとする温室効果ガス削減を目的とする以上，上

記情報が正確である必要があり，そのためには第三者の検証を受ける必要がある。そし

てまた，かかる情報は政府の登録簿に記載され，国民に対して公開される必要がある。

国の温暖化対策は，国民の健康生命に関わる重大な事柄であり，全国民にその基礎情報

の全てが公開されたうえで，国民に開かれた議論の下でその政策が決定されなければな

らないからである。

なお，政府の登録簿には，排出枠の保有者及びその移動が取引ごとに記載されなけれ

ばならず，排出枠取引の安全を確保するために，登録簿の記載に公信力を認めるべきで

第３部 低炭素経済社会をどのように構築するか

－ 106 －



ある。

９ 国内排出量取引制度に対する懸念と反論

他方で，産業界の国内排出量取引制度や税への抵抗は根強く，とりわけ国内排出量取

引制度について，以下のような種々の懸念が表明されているが，根拠に欠けるものであ

ったり，制度導入の必要性を否定するような懸念とはいえない。

以下のとおり，制度設計において必要な対応をしていくことができる。

�１ 基本的な観点からの懸念

� 企業の活動量に枠をはめ，民間の自由な活動を阻害することにつながり，経済統

制的な制度となるのではないか。

営業の自由の保障は絶対的なものではなく，制約の合理性が，制度目的，制約内

容，範囲，程度などから判定される。温暖化問題の重要性，排出削減の必要性に照

らし，基本的には合理性が認められる。但し，行政による制約に対し司法的救済（争

訟性）を保障すべきであろう。

� 社会，経済的弱者に対する配慮はどのようにされるべきか。特に，公平，正義の

基準からみて社会的に配慮すべきことは何か。

排出量取引制度の導入が国民生活の全ての分野に多様な影響を及ぼしうることか

ら，費用負担などにおいて低所得者，削減手段の選択に制約のある中小事業者への

配慮や支援策が必要である。前記７にて述べたとおり，オークション収益をその支

援のために充てる，あるいは，保護の必要な活動に排出枠を無料割当するなどによ

り，国民に還元できる仕組みが必要である。

�２ 経済的観点からの懸念

� わが国では，削減費用が高いため排出量制度が機能しないのではないか。

日本経団連によると，わが国は世界一省エネ政策が進んでおり，企業としては，

これ以上，温室効果ガスの削減をすることが非常に困難であるとの指摘がある。い

わゆる「乾いたぞうきん」論である。

しかし，この主張の前提となる実態は明らかにされていない。かえって，公表さ

れている環境報告書をもとに現時点での限界削減費用の推計を行った研究１４によれ

ば，売上高と有形固定資産の変動の影響を調整した温室効果ガス削減量及び温室効

果ガス削減費用から省エネルギーメリットを控除した「ネットの削減費用」のデー

タを用いた場合，限界削減費用の全業種にわたる平均値はマイナス約６８７０円／CO２

トンであり，つまり現状の削減努力は省エネメリットが得られる限りの程度でしか

行われていないことが明らかになっている。また，気候ネットワークの調査分析に

よれば，同業種の工場や施設間でのエネルギー効率や CO２原単位には大きなバラツ

キがあることが明らかになっている。

� 削減技術がないのに排出量取引が機能するか。

主張の前提に問題がある。現状の技術及びその運用は不変ではなく，常に変化し

＊１４ 一方井誠治，石川大輔，佐々木健吾，大堀秀一「環境報告書を用いた温室効果ガスに係る限界削減費用の推定－負

の削減費用領域を考慮した分析」京都大学経済研究所（２００８年５月）
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ている。排出量取引制度が技術革新へのインセンティブになりうる。むしろ，今後

開発されてくる新たな技術開発が相応な評価を受ける期間をどう設定するか等，技

術が適正に評価されるための制度をいかに組み込むかが重要である（動態的な技術

インセンティブの確保の課題）。

� 国際競争にさらされている国内産業の国際競争力に悪影響を与えるのではないか。

国際競争にさらされている業界では，同一競争条件を確保する国際枠組みが完成

していない場合に，国際競争において不利となる懸念から，規制の緩い国に生産が

移転し，炭素リーケージ１５が生じるおそれがある。国外で排出量が増加すれば，地

球環境保全には逆行するとの指摘もある。

炭素リーケージのリスクとその対策には，固定的ではなく技術開発コスト，競争

相手国における排出削減施策の動向をふまえつつ，国際競争力への悪影響の実態を

把握することがまず必要である。企業の立地政策は排出削減だけで選択されている

のではない。わが国に排出削減費用を上回るメリットが存在すれば，企業は国内に

とどまることになる。（前記５参照）

� 国内の業種間の排出枠の割当における公平性の確保。

国内排出量取引のカバー率が低くなるほど問題となるが，後記第５に述べる通り，

炭素税との組み合わせによって十分対処が可能である。また，業種間の削減可能性

の有無程度は，公平性確保のために必要な情報公開にかかる。

� 無償割当を行う場合，過去の努力を反映した公平な割当を行うことは難しいので

はないか。

前記５にて述べた通り，排出量割当の調整で対処できる（新規事業参加者につい

ても同様である）。

� 環境問題でマネーゲームをもたらすべきでない。排出量の価格が乱高下したり，

投機の対象となることで，本来の目的が果たせなくなるおそれがある。

市場を活用することにかかるリスクであり，国内排出量取引制度に特有の問題で

はない。国内排出量取引においても，「費用緩和措置」による対応が十分に可能で

ある。また，証券取引などで既に確立されたいくつかの市場介入手法があり，その

経験や技術を利用することにより克服は可能である。このようなマネーゲーム論は

「市場」そのものの機能を否定するものといえる。

�３ これらの種々の懸念のなかには，京都議定書における排出削減の約束そのものに対

する異論も混在している。他方，今後の制度の具体化において考慮していく課題もあ

り，炭素への価格付け政策の導入を決定し，具体的制度設計において検討していくべ

きである。
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第５ 広く炭素税の網をかける

１ 炭素税の主な対象分野

直接排出で国内排出量取引制度を導入することで，大口排出源を中心に日本の CO２排

出量の約６５％をカバーできる。しかし，業務や運輸，産業の中小事業所や家庭からの排

出をカバーするものではない。排出量取引対象事業所の削減コストが取引対象外に一部

転嫁されれば，それは削減のためのインセンティブとなりうる側面もあるものの，取引

対象外の排出主体への削減行動を誘導する経済的インセンティブとして，広く炭素税の

網をかけることが必要である。これまでのさまざまなエネルギー関連税制を炭素税を中

心に整備調整することも必要となる。排出量取引制度において排出枠の取得を原則オー

クションとする世界の流れにあり，オークションによる排出枠売却は排出量取引対象事
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業所に課税に似た経済的負担をかけることも踏まえ，排出量取引の対象事業所には炭素

税を減免することで，負担軽減も必要である。

２ 税率について

炭素税導入の目的が CO２排出削減にある以上，削減効果が見込める程度の税率でなけ

ればならない。段階的に税率を上昇させて，最終的には炭素税導入によって CO２削減に

大きな効果があったと報告されているスウェーデン並みの税率が指標となる。課税免除

ないし軽減の対象になる業種，企業及び商品についても検討を要する。なお，環境省か

ら炭素トンあたり２４００円（ガソリン１㍑あたり１円５２銭）との案が出されたことがある

が，現在，新たに検討を始めたところである。炭素税研究会では炭素トンあたり６０００円

から１万５０００円（ガソリン１㍑あたり約４円～１０円）をそれぞれ提案している。

３ 税収の使途について

税収は一般財源化したうえでその大部分を社会保険料の軽減も含めて減税に充て，一

部は，運用上，地球温暖化対策費に充てる。

即ち，炭素税は，税収の増加を目的にしているのではなく，あくまで価格インセンテ

ィブ効果による CO２削減効果を目的にしていること，炭素税は消費税と同様に低所得者

にもかかる税であり逆進性の性格をもっていること，低所得者については省エネ努力に

よる削減余地が小さく富裕層よりも省エネ削減手段が限られていることを考慮し，社会

保険料の軽減も含んだ減税を実施し，炭素税創設による増税とほぼ同額分を減税する税

収中立策をとるべきである。なお，上記で「ほぼ同額分」の減税とし「同額」としなか

ったのは，後述するように，運用上税収の一部を地球温暖化対策費に使用するみちを残

す趣旨である。税収中立により炭素税導入が容易となることも期待できる。

税収の使途を地球温暖化対策費に限定する目的税とすることは，資源の適正な配分を

阻害し，財政の硬直化，即ち使途につきその是非や合理性のチェックが働かなくなる危

険性をもたらすので賛成できない。但し，納税者の納税意欲や CO２削減意識を向上させ

るために，一般財源化したうえで，運用上，税収の一部を地球温暖化防止対策にも用い

るみちを残すべきである。また，税収の一部を地方の地球温暖化防止対策に充てるため

地方公共団体に譲与することも考慮すべきである。

なお，環境省案は，税収全額を一般財源化したうえで，地球温暖化防止対策として，

森林整備・保全，家庭・企業の省エネ促進等に充てることにしている。諸外国でも炭素

税を明確に目的税としている国は見当たらない。また，税収を社会保険料の軽減を含む

減税に充当している国として，フィンランド，スウェーデン，デンマーク，ドイツ，イ

タリア，イギリス，オランダなどがある。

４ 課税対象・課税段階

課税対象は原則として化石燃料起源の CO２とする。

製品の流通過程のどの段階で課税するのかについては，上流課税，即ち石油精製会社

から移出された段階，または，製品として輸入された段階で課税する考え方と，下流課

税，即ち製品が消費者に販売される段階で課税する考え方がある。上流課税のメリット
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は徴税コストが小さく，また捕捉率が１００％という点にある。下流課税のメリットは消

費者にとって炭素税の課税が目に見えやすいので価格インセンティブ効果が発揮されや

すいところにある。

第６ 低炭素の都市構造へ

１ なぜ運輸部門のCO２は増えたのか

自家用車からの CO２の排出量は，１９９０年比で約４０％，約４０００万トン増加している。そ

の主な要因は，自動車保有台数の増加（１９９０年約５７９９万台に対し，２００９年約７８８０万台１６）

と，自動車利用率・分担率の増加（図３－１５）による。また，個々の自動車の重量も増

えていて，燃費も１９９０年から２０００年まで悪化の傾向にあったことも加わったといえる

（図３－１６）。

個々の自動車の重量の増加は，安全基準が高められたことによるほか，物品税の廃止，

いわゆる３ナンバー車の大幅減税により，大きな自家用車が増えたことも要因である。

＊１６ 財団法人自動車検査登録協力会データ

図３－１５ 旅客輸送分担率の推移（国土交通省統計より）

図３－１６ 乗用車に占める重量車の割合
保有台数：国土交通省「交通経済統計要覧」
燃費：日本エネルギー経済研究所「エネルギー経済統計要覧」
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自動車保有台数の増加，分担率の増加の要因としては，税制の改変，経済成長も影響

していることは当然ながら，よりマクロ的にみると，�道路整備，�郊外型大規模店舗

の増加が背景として存在する。地方都市では，１９９０年に比べ，道路の整備がより進み，

その沿線開発が進んで，郊外型大規模店舗が増加した。

従前，道路整備が進むと，渋滞が緩和され，エネルギー効率がよくなり，CO２は減少

するものとして政策は位置付けられてきた。しかし，広い道路ができると自動車もそれ

だけ増えているというのは，多くの人が生活実感として感じていることであろう。この

点，２００６年４月，環境省の地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会が発表した報告

書によれば，反対に，道路整備が進むと CO２が増加している相関関係が明らかとされた

（図３－１７，３－１８）。

そして，新たに道路が整備され，その沿道の農地が転用され，郊外型店舗が集まって

くるという現象は，日本のどの地方都市でも当たり前に見られる。こうした郊外型店舗

図３－１７ 環境省「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会報告書」９頁より

図３－１８ DID 人口密度と一人当たりCO２排出量（運輸旅客）（環境省資料）
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図３－１９ 業務部門におけるCO２排出量，床面積の推移（環境省資料）

図３－２０ 校外型店舗の運輸排出量増加の傾向（環境省資料）

図３－２１ 訪問先の代替交通機関の割合と大規模集客施設開店前後のCO２排出量
環境省「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会報告書」２３頁より
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は，大型で，大規模な駐車場を整備し，ほとんどの客は自家用車で買い物に来る。鉄道

駅前の中心市街地に徒歩，自転車，バスで買い物に来る場合に比べて，CO２の排出量が

増加するのは当然である。こうした相関関係も，同検討会報告書で明らかにされた（図

３－１９，３－２０，３－２１）。

日本は，戦後一貫して道路への投資を進めてきて，既に国土に占める道路の割合では，

他国を抜きんでている（図３－２２）。道路への投資額は多額であり，鉄道への投資額と

は比較にならないほどである（図３－２３）。運輸部門の排出量削減の課題は，個々の自

動車の燃費改善や市民の心がけでは到底対処しうるものではなく，以下に述べるように

都市構造から見直していかなければならない。ハイブリッド車，電気自動車の普及によ

り解決されるという楽観的な見方もあるが，国立環境研究所松橋啓介研究員の発表によ

れば，ハイブリッド車等が大量に普及したとしても，２０２０年で１９９０年比±０％と試算さ

れており，交通需要の管理を組み合わせることによりマイナス１３％となると試算されて

いる。なお，路面電車を存続した都市と廃止した都市との比較においても，１人あたり

の CO２排出量の差は歴然としている（図３－２４）。

図３－２２ 国土面積あたり道路延長（２００５）（世界国勢図会より）

図３－２３ 道路と鉄道の財源の比較（環境省資料）
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２ 都市構造の改変の必要性

個別に排出源を規制したり，エネルギー利用を効率化したりするだけでは，人と物が

集中的に集散する都市環境において，温暖化防止の十分な効果は得られない。緑地や水

辺空間の保全，都市の成長管理，公共交通機関の活用と自動車依存からの脱却，ヒート

アイランド防止等とも併せて，エネルギー効率や，温室効果ガス排出量の低減を都市計

画立案段階から考慮しなければ，無秩序な都市開発による温室効果ガス排出量の増大は

避けられない。

従来は，都市の成長速度・容量を都市計画により適確に管理する意識に欠け，経済成

長・自動車利用増大に応じた都市容量の拡大を主として目標としてきたため，無秩序な

開発が横行し，都市周辺の都市計画区域外にも大規模な開発が及び，都市が拡散すると

ともに，中心市街地が空洞化してきた。

このような都市の傾向は，温室効果ガスの排出を増やすことにつながる。例えば，前

掲環境省の資料（図３－１８）では，人口集中地区（DID：人口密度約４０００人／km２以上

の国勢調査地区がいくつか隣接し，あわせて人口５０００人以上を有する地区）の人口密度

が低い地域ほど，自動車分担率が高く，１人当たりの運輸部門 CO２排出量が多い傾向に

ある。

人口集中は，過密化やインフラ整備の容量増大等，運輸部門以外での温室効果ガス排

出量を増大させる要因があるため，単に人口集中度を高めればいいとは一概に言い切れ

ない。しかし，自動車依存度を低めることにより，温室効果ガス排出量が減少すること

は明らかである。自動車の利便性を優先的に確保する都市構造や財政・経済政策を，温

暖化防止政策の観点から抜本的に改変することが不可欠である。

３ サスティナブルシティ

�１ サスティナブルシティとは

こうした都市構造の変化を象徴的に表す言葉が，サスティナブルシティ（持続可能

な都市）である。同様の方向性を表すものとしてコンパクトシティという言葉がしば

図３－２４ 路面電車の存続都市と廃止都市のCO２排出量の比較
環境省「地球温暖化対策とまちづくりに関する検討会報告書」１０頁より
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しば使われるが，こちらが，単に行政サービスの効率化のために，都市の拡散を防ぐ，

あるいは集中させるという観点からも使われるのに対し，サスティナブルシティは，

環境政策としての積極面を強調している概念であるといえる。当連合会も，２００７年に

開催した第５０回人権擁護大会シンポジウム第３分科会において「住み続けたいまち・

サスティナブルシティへの法的戦略－快適なまちに住む権利の実現に向けて－」と題

して，主として都市計画関連法の抜本的改正を提言するシンポジウムを行った。

ヨーロッパでは，１９８０年代後半から，成長抑制型の経済において，環境問題を克服

しながら，同時に活力ある社会を構築することができないかが模索されるようになっ

た。即ち，将来にわたって都市（社会）が持続可能であるためには，社会と経済と環

境の３つの側面がそれぞれ持続可能性を実現することが重要であり，それらが相互に

依存しあって持続可能性が実現すること，そのためには，社会，経済，環境の持続可

能性の実現を目指す包括的で統合的な地域政策が追求されなくてはならないことが認

識されるに至った。そうした政策がサスティナブルシティの都市づくりといわれるも

のである。

�２ 欧州委員会環境総局第５次環境行動計画

１９９３年，欧州委員会環境総局は，「持続可能性に向けて」と題した環境行動計画（第

５次環境行動計画）を策定した。その中で，持続可能性は，「生活の質を維持するこ

と」，「継続的に天然資源に接触できる状態を維持すること」，「長期間の環境への負荷

を避けること」，「将来の世代が自らの欲求を充足する能力を損なうことなく，今日の

世代の欲求を満たすような開発を持続的とみなすこと」とされた。そこで示された重

要な原則として，環境保全は，多くの分野が環境悪化の原因を作っているという認識

なしには達成できないので，全ての主要な政策領域で環境のファクターを取り上げる

ことが，確認された。

�３ ヨーロッパサスティナブルシティ報告

１９９６年には，「ヨーロッパサスティナブルシティ報告」と題する報告書が発表され，

以下の原則が提示され，EU の政策に枠組みを与えた。

【都市管理の原則】サスティナブルな都市管理には，環境，社会，経済にわたる包括

的な対策が必要である。

【包括政策の原則】異なる政策が協調的に包括的に効果を上げるためには，政策相互

の補完性と，自治体や国の機関など，政策を担当する組織において，道義的な意味

において共同責任が必要である。

【エコシステムの原則】生態系のみならず社会系も含めた２つの系として都市のエコ

システムを考え，種の多様性を高めること，都市と郊外・農村との生態系のリンク

を図ること，エネルギー，資源，廃棄物の循環を都市で完結させること，都市内の

交通アクセスを備えることで都市政策の改善を進めること。

【協力と連携の原則】サスティナビリティは，異なる組織や異なる立場の人々が相互

に協力と連携をすることによって達成される。

�４ 交通

サスティナブルシティの最も重要なテーマは，自動車交通の抑制である。

全ての交通手段の環境への影響を十分に調査した上で，まず，従来の交通政策が速
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達性を目標としてきたことを改めて，交通需要そのものを減少させることを交通政策

の目標とする。自動車交通の抑制には，経済的手法と規制，社会資本の整備の組み合

わせが有効である。経済的手法とは，汚染者負担の原則に立つもので，環境への負荷

に見合った費用を自動車の価格，燃料費，通行料金（ロードプライシング）などに課

して，自動車利用の費用を高くし，利用を抑制する。同時に，公共交通の整備，サー

ビス向上，利便性の向上が行われることにより，自動車利用から，公共交通及び徒歩

への転換を図る。

自転車も温暖化対策として有用な交通手段であることから，車道を走る交通手段と

してきちんと位置付け，専用レーンを設置したり，停止線を前に出したり，右左折の

安全ルールを導入して安全を確保する。

�５ 土地利用

� 成長管理

土地利用計画では，需要に対応した用地の供給という発想からの脱却が必要であ

る。開発は需要に応ずるのではなく，環境容量（混雑率，住宅事情，窒素酸化物濃

度等）を超えないことを制約条件とすべきである。

� 複合開発

従来のゾーニング規制（日本でいうところの都市計画法上の用途地域規制）は，

土地利用の純化（住宅団地等単一機能の開発）に力点が置かれ，工業地域と住居地

域など，異なる土地利用を分離することによって，良好な環境形成を図ろうとして

きた。しかし，職住の分離により大量の遠距離通勤交通が発生し，環境負荷は高ま

ってきた。したがって，それぞれの土地利用の独立性に配慮しながら，複合開発を

進めれば，局地的な環境条件を満たしながら，都市全体の環境負荷を抑えることが

できる。例えば，大規模な騒音等を発する工場と住居地域とは完全に区別し，混在

しないように規制しつつも，小規模な商店など，生活に必要な用途について，１階

が商店，２階以上が住居など，複合的な用途の建物の建築を認めるなどして，長距

離通勤による環境負荷を減らすことができる。

� 住民参加

周辺地域の居住者の都市再生のプロジェクトへの参加の確保が重要である。プロ

ジェクトを実施する地域と周辺地域が結びつけば，人の動きや，生態系の連続性が

確保されるからである。

以上は，ヨーロッパの動きであるが，土地を商品としてだけでなく，資源として

みなすべきであるとして，都市の成長管理政策を先見的に取り入れてきた例は，ア

メリカ合衆国でも見られる。１９７０年代には，オレゴン州，フロリダ州でいち早く成

長管理政策が導入され，緑地や農地の保全がなされてきた。オレゴン州ポートラン

ド市域は，長年成長管理をしてきた結果，人口が急増したにも関わらず，周辺の農

地，緑地は保全されており，かつ，公共交通を充実させることにより，都市部のサ

スティナブルなコミュニティの創出に成功した。

近時は，他の都市でも，成長管理と交通政策を組み合わせて行う例が見られ，渋

滞対策，大気汚染防止対策というだけでなく，温暖化対策としても軌道系公共交通

の導入が各地で行われている。
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４ 海外事例

�１ 青山吉隆，小谷通泰編著『LRT と持続可能なまちづくり－都市アメニティの向上

と環境負荷の低減をめざして』１７２頁（学芸出版社，２００８年３月）に，LRT（新型の

路面電車）導入を中心とした交通政策により，サスティナブルシティを具現化してい

るフランスのストラスブール，ドイツのフライブルク，アメリカのポートランドにつ

いて，端的にそれらの特徴がまとめられているので以下，引用する。

� ストラスブールは，「トロットマン市長のもとで５年間という限られた期間内に，

自動車の都心流入抑制，LRT の整備とバスサービスの向上，歩行者・自転車空間

の整備，駐車容量の制限，パーク・アンド・ライドの導入など一連の交通施策パッ

ケージの導入により都心の交通環境の再生に成功している。特に導入された LRT

車両は，以後の欧州での導入事例の標準形となった。」

� フライブルクでは，「先進的な環境政策の一環として交通政策，都市政策を重視

しており，路面電車の存続を軸に，中心部での歩行者空間の整備，自転車道路網の

整備，パーク・アンド・ライドやフリンジパーキングの整備を行うとともに，環境

定期券制度の導入を図っている。現在も，LRT 路線網の延伸，カーフリーのまち

づくりなどユニークな施策を展開し，その長年にわたる取り組みの成果は交通手段

分担率にも表れている。」

� ポートランドでは，「広域行政機関であるメトロの主導のもとに，持続可能でコ

ンパクトなまちづくりをめざして，都市成長境界線による無秩序な市街地の拡大を

防止するとともに圏域内での LRT の整備を進めている。またポートランド都心部

では，バスや LRT のトランジットモールの設置，歩行者空間の整備，公共交通の

ための無料運賃ゾーンの設定，駐車容量の制限を行っている。また郊外部でのパー

ク・アンド・ライドは，LRT 沿線の広範囲な利用客を集めるのに成功している。」

�２ これらの都市を実際に歩いてみると，都市中心部のにぎわいが戻り，自動車依存の

生活からの脱却が成功していることを実感できる。また，これらの都市に共通してい

えることは，公共交通への思い切った投資を続け，基本的な公共サービスの１つとと

らえてその経営についても公的資金を大幅に拠出していることである。日本の鉄道事

業があくまでも独立採算とされている点と大きく異なるところである。

�３ 上記３都市は，人口２０－４０万人程度の中規模都市であるが，積極的な交通政策は中

規模都市に限られるものではない。ロンドンでは，交通渋滞問題を解決すべく，２００３

年２月より，コンジェスチョン・チャージ（混雑課徴金）を導入している。ロンドン

中心部に自動車を乗り入れる際，住民に対する一部割引はあるものの，基本的に一律

に８ポンドが課金されている。電気自動車など環境負荷の低い自動車，バス，タク

シーには課金されず，渋滞対策のみならず環境対策として積極的なロードプライシン

グ政策と位置付けられている。ETC のような特別な装置はなく，交差点に設置され

たカメラで，ナンバープレートをチェックしている。他方で，バスの車両の切り替え，

増便などのサービス改善を行い，１９９７年から２００７年にかけて，バスの利用者は約２倍

に増えた。
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５ 日本の取組み

日本の都市計画は，戦後の急激な都市への人口流入に対応すべく，学校，道路，上下

水道などの社会基盤を整備するということに追われてきた。１９８０年代後半になると，内

需拡大，景気刺激策として，建築規制の緩和が行われ，都市計画が経済政策として講じ

られるようになった。

この結果，都市周辺の農地は，積極的に転用され，また，道路開発に伴い，郊外住宅，

店舗が開発されていき，スプロール化（郊外に向かって市街地が拡大し，無秩序な開発

が行われることにより，虫食い状態に宅地化が進む現象）が生じ，中心市街地は衰退し

ている。こうした郊外化，自家用車依存の状況は，都市の活力を失わせるだけでなく，

CO２の排出も増大させている。

こうした中，環境省は，２００７年３月３０日，「地球温暖化対策とまちづくりに関する検

討会報告書」を発表した。この研究成果では，水戸，宇都宮，前橋など，自動車依存が

進み，市街地の人口密度が低く，自動車分担率が高い都市では，１人当たりの CO２排出

量が高いことなどが明らかにされた。環境省の具体的な立法活動として，国土交通省，

農林水産省とも連携して，地球温暖化対策推進法の一部改正を行い，地方公共団体実行

計画の拡充を図った。即ち，地方公共団体実行計画に，公共交通機関，緑地その他の地

域環境の整備・改善を義務的記載事項として，都市計画や農業振興地域整備計画などの

施策の実施に反映させることとした。

また，国土交通省も，２００８年３月に「人口減少社会に対応した都市計画制度のあり方

に関する基礎的検討調査報告書」を発表し，コンパクトシティ化による行政コスト削減

の研究を行い，同時に，「省 CO２型の都市・地域構造に向けた検討調査業務報告書」を

発表した。ここでは，シミュレーションの結果，「土地利用の集約化によって，交通に

関する CO２の削減や面的エネルギー利用によるエネルギー利用の効率化が図られ，省

CO２に対して一定の効果があることが分かった。また，交通や緑など都市環境に関する

インフラ導入も一定の効果があることが分かった」とされる。面的エネルギー利用とは，

個々の建物の省エネ化だけでなく，エリア単位での省エネ機器を導入するような施策を

意味する。同報告書は，あくまでも地方自治体の環境都市政策への情報提供としての位

置付けではあるが，政策化へ向けた論点として以下の３点をあげている。

�分野別の省エネルギーや省 CO２に関する取組みを都市施策で横ぐしにする

�都市の更新（新規開発）による土地利用の集約化（メリハリ）を進める

�省 CO２につながる都市環境インフラ（空間装置）を土地利用に応じて導入する

また，２００７年５月，地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が施行された。同法

の下，市町村が公共交通事業者，道路管理者，公安委員会，利用者等で構成する協議会

での協議を経て地域公共交通総合連携計画を策定し，同計画の中で特に重点的に取り組

むことが期待される事業（地域公共交通特定事業）について国による認定を経て，支援

措置が行われることが可能となった。具体的には，LRT の導入や，乗り換えの円滑化

を図る事業が想定されている。

そして，国立環境研究所等による「２０５０日本低炭素社会」シナリオチームによる２００８

年５月の報告においても，低炭素社会を実現するため方策の１つとして，歩いて暮らせ

る街づくりが柱として掲げられており，都市構造の変革が温暖化対策として不可欠な施
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策であることが確認されている。

国レベルでは，こうした舵取りが行われつつあるが，実際の都市政策を現実に担って

いるのは地方自治体である。地方自治体が，サスティナブルシティに向けた積極的な政

策を打ち出すには，財源の問題，人的資源の不足など，課題は未だ大きい。
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第７ 低炭素時代の業務とくらし

１ 業務部門での削減対策

商業，サービス，事業所などの業務部門は，直接排出で日本の CO２排出の６．７％，間

接排出で１８．１％である。ビルの床面積の増加や IT 化，間接排出での業務分野は１９９０年

以降，最も増加が顕著な部門であるが，活動量の増加も最も大きく，産業構造の変化を

反映したものでもある。電力の CO２排出係数の悪化が企業の削減努力を相殺している側

面もある。

この傾向は大都市でより顕著である。東京都は温室効果ガス排出量を２０２０年までに

２０００年比で２５％削減する目標をたてているが，東京都の CO２排出の部門別割合は間接排

出でみると３６．４％（CO２排出のうち。２００６年度）と，全国平均より業務部門の割合が大

きい。そのことから，原油換算で年間１５００k�以上の燃料，熱，電気を使用する大規模

事業所を対象に，燃料，熱，電気の使用にともない排出される CO２を対象ガスとして，

計画期間（５年）内に６％ないし８％の削減を課する総量規制と排出量取引を２０１０年４

月から実施することになっている。なお，東京都の場合，間接排出によるものであるが，

約１４００の大規模事業所が CO２排出の約１７．６％を占めている（２０００年度）。東京は企業に

とって代替性のない立地条件にあることから規制を受け入れる素地があるとはいえ，国

の国内排出量取引制度の導入が遅れるなか，先駆性は評価される。
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但し，東京都の制度は，間接排出で中規模事業所も含めた制度で，英国の新しい EU

－ETS の対象外の中規模業務事業所を対象として開始されようとしている CRC（第２

部第２の４参照）に近い。

業務の排出削減対策としては，建築物のエネルギー効率向上，高効率機器への転換，

顧客・利用者の理解を促しつつ空調温度設定を適正にすることなどがある。そのための

建築基準や業務用機器のトップランナー制度化，不動産取引におけるエネルギー消費に

関する情報の説明義務の導入や表示などがある。東京都の計画書制度（温暖化対策計画

書を事業者に提出させ，それにつき地方公共団団体が指導・助言・評価等を行う制度）

によって，同じ業種や企業の事業所の間でも床面積当たりのエネルギー消費や CO２排出

量に大きな差があることが明らかになっている。CRC のように，大規模排出源に対す

る国内排出量取引制度とは別に，同業種間での排出削減を目的とする簡易版の独自の取

引制度も検討に値する。

大阪府，京都府，京都市などでも導入されている計画書制度は，業務部門ではより積

極的に活用されうるものである。先駆的に実施した東京都では，提出情報をもとに，同

種事業所のエネルギー効率や CO２排出原単位の分布をグラフ化し公表している。このよ

うな情報が公表されることによって，制度対象事業者の目標設定の目安となるだけでな

く，自己の取組みのレベルを客観的に把握できる。地域によって効率のレベルや分布状

況が異なることから，自治体レベルでの分析とデータの開示が必要となる。

２ 家庭部門

家庭部門からの CO２排出は，直接排出では約５％，間接排出では１４％を占める。世帯

数や床面積の増加，エアコンなどの家庭用電気機器の増加と大型化の要因が大きい。気

温の変動の影響も大きい。

家庭での光熱費の削減が CO２削減と直結することの認識は消費者に広がってきている。

家庭での温暖化への貢献には，日々の省エネ努力だけでなく，電気機器などの買い替え

時におけるトップランナー製品の選択が重要であり，その支援策や，住宅の断熱性能を

図３－２５ 東京都ホームページから
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向上させるために断熱の建築基準化やリフォームへの経済的支援策が必要である。この

観点から，固定資産税を軽減することも効果が大きいであろう。

第３部第３で述べたように，発電所での CO２排出係数の悪化が家庭での排出削減努力

を相殺している部分も多い。各家庭での削減努力には限界があるし，エネルギー転換部

門での排出係数の根本的変革が鍵を握ることは既に述べたとおりである。

なお，戸建て住宅で可能な限り太陽光発電や太陽熱装置を設置していくことで，家庭

でのエネルギー消費の相当部分を再生可能エネルギーで賄うことができる。新政権は再

生可能エネルギーの全体について固定価格買取制度の導入を掲げているが，こうした制

度の早期導入によって，太陽光発電についても，経済的にも損をしない対策と認識され，

ドイツでみられたような爆発的拡大が見込まれる。

家庭での削減のための消費行動や情報の役割については，第９で述べる。

３ 廃棄物

�１ 排出の実態

CO２排出における廃棄物部門の割合は２．４％である。２００７年度の廃棄物部門からの

温室効果ガス排出量は，１９９０年比３６％増である。特に，産業廃棄物の焼却による CO２

排出量は倍増している（熱回収による発電分を含む）。廃棄物発電等のエネルギー回

収分を除くと２００４年では７．３％増となっている。

内訳をみると，一般廃棄物及び産業廃棄物の焼却（エネルギー回収分を含む）によ

る排出量が全体の８割を占めている（２００６年）。世界全体の排出割合（２００５年）では，

埋め立てと排水処理による排出が大部分を占めており，焼却は３％強に過ぎず，焼却

による排出が多い点は日本の特徴といえる。

なお，廃棄物焼却に伴う CO２排出量は，バイオマス起源以外の CO２についてしか計

上されていないことに注意を要する。即ち，廃材，紙，生ごみを焼却して排出される

CO２はカウントされていない。例えば，樹木については，京都議定書で IPCC のガイ

ドラインに基づき，伐採した時点で排出したとみなすことにしたためである。

このため，一般廃棄物では廃プラスチック，産業廃棄物では廃油，廃プラスチック

の焼却による排出が，廃棄物部門での焼却による温室効果ガス排出の大部分を占める

ことになる。繰り返し言えば，これはあくまで京都議定書で決まった現在の計算方法

である。
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�２ 排出削減対策

� 発生抑制の必要性－大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済構造からの脱却

ごみ問題の対策としては，天然資源の消費の抑制によるごみの発生抑制（リデ

ュース）を主眼とし，副次的に，資源の循環的な利用（リユース・リサイクル）と

すべきである。廃棄物による温室効果ガス排出を削減する最も端的な対策は，ごみ

自体を減量することである。そのためには，現在のいわゆる大量生産・大量消費・

大量廃棄型の社会経済構造，それを導く諸政策やこれに依存する私たちの生活を，

図３－２６
出典：環境省廃棄物・リサイクル対策部「廃棄物処理・３Rの推進による温室効
果ガスの削減」５頁（２００７年７月）

図３－２７ 廃棄物からの温室効果ガス排出割合
出典：気候ネットワーク編『新版 よくわかる地球温暖化問題』１６０頁の図�－
１２－１（国立環境研究所インベントリオフィス，IPCC第４次評価報告より作
成）
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根本的に転換することが必要である。

ゴミを減らすことは，ゴミとなるモノを減らすことであり，結局，資源・エネル

ギーの節約につながる。その意味でゴミ問題対策と温暖化対策は，大部分において，

共通し，互いに手と手を取り合う存在と言える。

さらに，モノが廃棄物になった段階以後の焼却による CO２排出だけでなく，モノ

のライフサイクルに注目する必要がある。すなわち，「リサイクル等も含めたモノ

の『ゆりかごから墓場まで』のすべてのプロセスにおいて，資源・エネルギーを消

費し，環境負荷を発生させる」。「環境から社会に資源を取り込み，各工程を経て，

消費者の手に届く」ときには，「すでにその商品はかなりの CO２の負荷を，まるで

目に見えないリュックサックのように背負っている」「実はこの CO２のリュックサ

ックはかなり大きい。廃棄されて発生する CO２の約３倍になるとの試算もある」と

されている１７。

それぞれのモノについて，一生（ライフサイクル）全体と各段階でどのくらいの

CO２を排出するのかが可視化される必要がある。

� 事業者責任（拡大生産者責任）の徹底

現在の社会経済構造にメスを入れるものとして，当連合会は，廃棄物問題につき，

ドイツ流の「拡大生産者責任」の徹底をうたってきた。これは従来の汚染者負担原

則にいう汚染者の意味を直接の排出者（最終消費者）でなく，製品の生産者と捉え，

生産者に，製品ライフサイクルの使用後の段階にまで責任を負担させる原則である。

モノが廃棄物となった後の処理コストを生産者に負担させ，廃棄物抑制等のインセ

ンティブを生産段階で与えることにより，社会経済構造の変革が促されることを期

待するものである。地球温暖化問題について，排出量取引や炭素税など，CO２排出

に価格を付けてそれを排出者に負担させる手法と方向性を同じくする。

� 廃プラスチックの焼却・サーマルリサイクルよりも，発生抑制へ

京都議定書の計算方法によって廃棄物部門での目標設定がなされたため，多くの

自治体において，ごみ発電が温暖化対策に位置付けられている。

確かに，ごみを焼却する際の発電と廃熱を利用した分，化石燃料の使用が減るので

あれば温暖化対策としての意味はある。しかし，あくまでも優先事項は，ごみ削減

対策，大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済構造からの脱却である。

ところが，ごみ発電事業者である自治体が巨大施設を建設した後，焼却するごみ

が足りなくなり，遠方自治体からのごみや本来目的外の産業廃棄物を集めるといっ

た，大量廃棄（その前提となる大量生産・大量消費）を誘発しかねない逆行現象す

ら起きている。

また，旧式の炉で無理に廃プラスチックを燃やしたり，十分な検証のない未熟な

技術の利用もみられる。発電効率も火力発電が平均で４０％であるのに，ごみ発電の

多くは５～１０％と低い。その意味で，プラスチックとして製品化されてから発電に

使うより，石油のまま使う方が効率的である。容器，包装等で大量のプラスチック

＊１７ 山川肇「廃棄物と地球温暖化のかかわり」C&G 第７号１４頁（中央法規，２００２）
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が生産され，廃棄されているという現状自体を変えていく必要性が強調されなくて

はならない。

参考資料

１ 武田信生ほか『地球温暖化と廃棄物』（中央法規，２００９年３月）

２ 崎田裕子編，酒井伸一編『循環型社会をつくる－３R 推進への展望と課題－』（中央法

規，２００９年３月）

３ 気候ネットワーク編『よくわかる地球温暖化問題 新版』１５９頁～１６２頁（中央法規，２００９

年８月）

４ 環境省廃棄物・リサイクル対策部「廃棄物処理・３R の推進による温室効果ガスの削減」

（２００７年７月），http : //www．meti．go．jp/committee/materials/downloadfiles/g７０７１７a０４j．

pdf

第８ 地球温暖化対策における地方自治体の役割

１ 地球温暖化対策における地方自治体（市町村）の位置付け

地球温暖化対策の推進に関する法律は，地球温暖化対策の責務として，国，地方公共

団体，事業者及び国民のそれぞれについて定めを置いている。地方公共団体（地方自治

体）とりわけ基礎的自治体である市町村は，その中で最も重要な責任を負っているが，

十分機能しているとはいえない事情にある。

２ 関係法律における地方自治体の位置付け

地方自治体の地球温暖化対策について掲げる法律と，そこでの自治体の責務は以下の

とおりである。

�１ 地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）

○自治体の責務（４条）

・区域の温室効果ガス排出抑制等の施策の実施

・自らの事務事業における温室効果ガス排出抑制

・事業者や住民に対する地球温暖化防止の促進を図るための情報提供

○総合的・計画的な施策の実施（２０条）

→地球温暖化対策地域推進計画の策定

○自らの事務事業における温室効果ガスの排出抑制のための実行計画策定の義務付け

（２０条の３）

○地方公共団体実行計画協議会の組織（２０条の４）

○地球温暖化対策の知識普及や防止活動などを図るために「地球温暖化防止活動推進

員」の委嘱（２３条）

○「地球温暖化防止活動推進センター」の設置（２４条）・・都道府県レベル

○「地球温暖化対策地域協議会」の設置（２６条）・・市町村レベル

○温室効果ガス吸収に関して，森林・林業基本計画や緑地の保全及び緑化の推進に関

する計画に基づいて吸収作用の保全と強化を図ること（２８条）
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�２ 地方自治法

１条の２の第１項 地方公共団体は，住民の福祉の増進を図ることを基本として，

地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする（憲法９２

条参照）。

同条第２項 国は，前項の規定の趣旨を達成するため，国においては国際社会にお

ける国家としての存立にかかわる事務，全国的に統一して定めることが望ましい国民

の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若

しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が

本来果たすべき役割を重点的に担い，住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に

ゆだねることを基本として，地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに，

地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって，地方公共団体の自主性

及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

２条第２項 普通地方公共団体は，地域における事務及びその他の事務で法律又は

これに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

同条第３項 市町村は，基礎的な地方公共団体として，第５項において都道府県が

処理するものとされているものを除き，一般的に，前項の事務を処理するものとする。

ただし，第５項に規定する事務のうち，その規模又は性質において一般の市町村が処

理することが適当でないと認められるものについては，当該市町村の規模及び能力に

応じて，これを処理することができる。

同条５項 都道府県は，市町村を包括する広域の地方公共団体として，第２項の事

務で，広域にわたるもの，市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性

質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するも

のとする。

１４条１項 普通地方公共団体は，法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し，条例を制定することができる（憲法９４条参照）。

同条第２項 普通地方公共団体は，義務を課し，又は権利を制限するには，法令に

特別の定めがある場合を除くほか，条例によらなければならない。

同条第３項 普通地方公共団体は，法令に特別の定めがあるものを除くほか，その

条例中に，条例に違反した者に対し，二年以下の懲役若しくは禁固，百万円以下の罰

金，拘留，科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けるこ

とができる。

�３ エネルギー政策基本法

６条１項 地方公共団体は，基本方針にのっとり，エネルギーの需給に関し，国の

施策に準じて施策を講ずるとともに，その区域の実情に応じた施策を策定し，及び実

施する責務を有する。（同法５条１項は，国の責務として，エネルギーの需給に関す

る安定供給の確保，環境への適合及び市場原理の活用という基本方針にのっとり，エ

ネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有する，と定め

ている。）

�４ 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

７条 地方公共団体は，地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策
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定と実施にあたっては，できる限り，経済産業大臣が定める基本方針に配慮するもの

とする。

３ 地方自治体が地球温暖化対策に取組む意義と基本的方向性

�１ 地球温暖化問題は地球環境問題であるという特質

地球温暖化問題は，温室効果ガスの大気中の濃度が高まることによるもので，人体

に直ちに直接の健康被害をもたらすものではないが，地球規模で，将来世代にさまざ

まな形で，深刻な悪影響がもたらされると予測されている。また，CO２の排出は生活

や事業活動などあらゆる人間活動に由来するものである（第１部参照）。

�２ このような地球環境問題について自治体がその対策に取り組む意義について，田中

充法大教授（植田和弘編『持続可能な地域社会のデザイン』１０４頁以下（有斐閣，２００４

年））は以下のとおり整理している。

� 自治体による「対策の普遍化・総合化」

CO２の排出は地域のあらゆる事業活動や生活行動に内在しており，住民の日常生

活，地域交通やまちづくり，事業者による産業活動などと密接に関連している。

したがって，自治体は，都市構造から産業活動，教育，文化，消費生活まで幅広

い分野において，温暖化防止の視点を組み込んだ総合的な施策体系を確立し展開し

ていくことが求められる。

� 地域特性に応じた「きめ細かい対策の実施」

地域の住民や事業者活動の実態に沿ったきめ細かい対策を推進するボトムアップ

のアプローチが不可欠で，そのためには地域の実情を熟知した自治体の役割が注目

される。

� 自治体行政に蓄積された「経験や手法の活用」

公害対策では，自治体が，事業者との協定制度や排出規制，環境アセスメントな

どの多様な手法を編み出し，国に先駆けて実施することにより，地域環境の改善に

多くの成果をあげてきた，その経験，ノウハウ，人材の蓄積を活用することができ

る。

� 地域における「総合調整機能の発揮」

地域の住民，NPO，事業者などとの協力・連携の関係を構築するのに最適な位

置を占めている。

そして，田中充教授は，まず，地域でできることは現場に最も近い基礎的自治体

が行い，それで解決しないときは広域の自治体である県が行い，それでも解決しな

いときには国が行うという補完性原則を改めて確認しておくことが重要である，と

している。

�３ 基本的方向性

低炭素社会を実現するためには，環境の視点から社会経済システムの転換をめざす

継続的な改善や，環境保全と経済活動，社会コミュニティを統合化した総合政策の展

開が必要である。自治体が地域で進める温暖化施策としては，以下の３つの基本的課

題がある。

� 事業者としての行動
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自ら CO２を排出する事務事業者としての責務

� 地域住民や事業者に対して総合的な温暖化施策を推進する政策主体としての役割

� 脱温暖化のまちづくりに向けた社会基盤の整備

地域における自然エネルギー供給施設や環境に配慮した交通施設の整備等

４ 地方自治体が重要な役割を担うべきことの根拠

地球温暖化対策において，地方自治体とりわけ基礎的自治体である市町村が最前線に

立って重要な役割を担うべきとの根拠は，どこにあるのであろうか。

� CO２排出源が各地域に存在していること，したがって，排出削減も各地域が実行し

なければ進まないこと，そして，その集積があって初めて全体の削減につながるとい

うことに求められるであろう。

� また，市町村は行政機構の中で地域住民・事業者に最も近い存在であり，削減行動

の働きかけをするに適したポジションにある。

� さらに，地域の特性に応じた削減対策の実施が求められるという点からいえば，そ

の実情に通じているのも行政機構の中では市町村ということであろう。

� 最後に，CO２削減行動にあたって都市構造や交通体系などまちづくりのあり方が重

要な意味を持っており，まちづくりに責任を負っているのは市町村にほかならないこ

とも忘れてはならない。

この，地球温暖化対策において地方自治体が重要な役割を担うべきだという認識が，

はたして各自治体の首長にどこまで浸透しているのかが問われることになる。この認識

の浸透の程度に応じて取組みのレベルが決まっているように見える。実際，先進的取組

みを行っている東京などでは，トップの決断が大きく影響しているものと思われる。

５ 地方自治体の役割の具体的内容

�１ 事業者としての行動

自治体は事務部門と事業部門（交通，ごみ処理等）を持っており，それらの活動に

より CO２を排出している。例えば，大阪市では全排出量２０９９万トン（２００６年度）の５％

～６％を占めており，かなりの量の排出源となっている。法律で排出抑制のための実

行計画策定が義務付けられており，大阪市の場合，１９９８年度から２００５年度までの第１

期において１９９８年度比３．５％減の目標のところ６．６％減を達成し，２００４年度から２０１０年

度までの第２期において２００４年度比７％減の目標のところ現在５．１％減となっている。

�２ 政策主体としての役割

自治体の役割のうち中心的なものは政策主体としてのそれである。また，地域自治

体は地方政府でもあり，国の政策転換への政治のリーダーシップの必要性と同様に，

地方自治体での新たな政策展開には首長などの政治のリーダーシップが必要である。

� 地域の目標設定

当該地域からの排出削減につき，削減目標を数値で明記し，その削減目標を達成

するための施策を総合的に組み立てることが求められる。例えば，東京都は２０２０年

までに温室効果ガス排出量を２０００年比で２５％削減するという目標を立てているし，

京都府は２０１０年度に１９９０年度比で１０％の削減目標を立てている。

第３部 低炭素経済社会をどのように構築するか

－ 128 －



今後，日本の中長期目標も明確になり，コペンハーゲン合意において世界の中長

期目標が合意され，世界全体が低炭素時代へと転換していこうとしている。地方自

治体でこそ，そうした中長期目標を住民全体で合意し，共有することができ，地域

の特性をいかした目標達成のための取組みを生み出すことができる。今後，自治体

レベルで中長期の削減目標を設定していくことが重要になる。その意味では，地方

自治体においても，首長や議会の政治の役割が重要になる（コラム－イギリス・ハ

ンプシャー州の例参照）。

� 自治体の施策の具体例を挙げる。

東京都は条例で，大規模排出事業所（原油換算年間１５００k�使用）に対する総量

削減義務と排出量取引制度を導入し，２０１０年４月に施行予定である。また，京都府

は条例で，大規模排出事業者等に対する排出量削減計画書等の提出・公表制度を実

施している（京都市，大阪府，兵庫県，滋賀県にも同じ制度がある）。また，太陽

光発電装置の設置に補助金を出すという制度は，比較的多くの自治体で実施されて

いる。

その他，多くの自治体で計画的手法（環境基本計画，ローカル・アジェンダ，地

域推進計画，実行計画）がとられ，また，情報的手法，例えば，機器の使用に伴う

CO２排出量をラベルで表示することを義務付けることで，購買時における選択情報

を消費者に与える手法なども実施されている。

�３ 社会基盤を整備するという役割

低炭素社会構築のためには，コンパクトな都市構造，自動車交通に依存しない交通

体系，及び建築物の環境配慮などの社会基盤の整備が必要である。まちづくりの視点

からの市町村の役割である。

６ 手法別に見た場合の地方自治体の役割

一部を除き，多くの自治体は，環境家計簿の配布などの普及・啓発活動にとどまって

おり，その他の規制的手法や経済的手法の採用には慎重である。特に，規制的手法の採

用については，近畿圏の自治体でのヒヤリングの結果では，市民合意が得られていない

という回答が目立った。

地方自治体が普及・啓発活動にとどまらず，より踏み込んだ政策手法を採用していく

ためには，それが市民や企業の財産権や営業の自由などの権利を制約することから条例

制定権の限界が問題になる。この点，東京都及び近畿圏の自治体でのヒヤリングでは，

条例で罰則を設ける場合の「二年以下の懲役若しくは禁固，百万円以下の罰金，拘留，

科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料」という制限がある点が指摘されたことは

あっても，規制権限という面での条例制定権の限界というものについて明確に述べられ

た自治体はなかった。その限界が問題になるような踏み込んだ政策をとっていないこと

も背景にあるのかもしれない。例えば，環境税は条例制定権の限界を越えるものではな

いといってよい。

第３部 低炭素経済社会をどのように構築するか

－ 129 －



７ 地方自治体が役割を果たすための条件

�１ NGO・市民との協働が不可欠

まず，なぜ NGO・市民との協働が不可欠なのか，その根拠と意義について明らか

にしなければならない。市民は納税者として行政コストを負担しており，行政を監視

しチェックしていれば済むのではないか。それ以上に，なぜボランティア活動として

政策形成にかかわっていかなければならないのかという問題である。

これについては，地球温暖化問題の特質をみた場合，自治体の能力，財政等の限界

から地域住民や事業者とのパートナーシップなくしては対策が不十分になるからだと

率直に考えることがむしろことの実態に沿った見方ではないだろうか。

自治体だけでは人的な面においても政策立案能力の面においても限界があり，

NGO・市民の補完・協働がなければ目標を達成できない。現在の NGO の活動の契機

となっている事情は多種多様であろうが，地方自治体の活動だけでは不十分だ，黙っ

てみていられないという認識がベースにある点では共通しているのではないか。つま

り，NGO・市民との協働がなければ地球温暖化は止められないのだということを自

治体と市民がともに，明確に認識するべきではないのか。そのときに初めて真実の意

味で対等なパートナーシップが実現できるものと思われる。

政策立案能力の面でも，地方自治体の職性として配置転換が定期的に行われるとこ

ろが多く，スペシャリストが育ちにくいという土壌があり，専門家を擁する NGO の

助言が貴重な意味を持つこともある。

また，地域といっても広がりがあり，小学校区のような最小単位の地域レベルでみ

ると少しずつ違いと特色がある。そのようなことまで自治体職員が把握することは困

難なので，最小単位地域ごとの特色に応じた施策となると，地域住民の理解と協力が

なければ一歩も動かないことになる。

ところで，市民は自らが排出原因者として主体的に温暖化対策にかかわっていく責

務があることはもちろんであるが，この点を強調しすぎると問題を見誤ることになる

ので注意をはらう必要がある。確かに市民は日常生活を送る過程で CO２を排出してい

るが，電気やガスを使用する場面でクリーンなエネルギーを選択する権利が保障され

ていない現状では，電力供給者側の対策がまず重要である。

�２ NGO・市民との協働の前提条件

NGO・市民が自治体と協働関係を結んでいくには，その前提として，排出削減目

標や持続可能なまちづくりを目指すという大目標において目標を共有し，本質的で重

要な事実についての情報が十分に開示されていなければならない。しかし，実際には

そうはなっていない。例えば，省エネ法に基づき事業者から行政に提出された地域の

事業所の燃料別使用量等が記載された報告書について，情報公開法に基づいて開示請

求したところ，報告事業者の意思によって非開示処分がなされているような実態があ

る。市民が国や地域の現状についての認識を共有し，課題を分析して対策の策定に主

体的に参加するためには，十分な情報開示が不可欠であり，それが協働関係の前提で

ある。そうでなければ NGO・市民が的確な政策を立案し，有効な削減に向けた行動

をとることはできない。
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�３ 自治体とNGO・市民との協働関係を維持するための条件

自治体が有効な政策を立案・実行していくためには専門家等の人材が必要となるし，

財源も十分に確保されることが条件となる。他方，NGO・市民は自主独立性を保ち

ながらも，財政的支援策がなければ活動を維持できない。そのために，寄付金への税

金控除のように民間からの支援を誘導する制度の導入や，旧来の道路特定財源をその

活動支援に充てることも考えられる。
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＜地方自治体の役割と可能性－イギリス・ハンプシャー州
（Hampshire County Council）の例＞

イギリスのハンプシャー州は，ポーツマス市やサザンプトン市などの大都市（港湾）

を抱えつつ，９０％が農村地帯の，面積３８２０km２，人口１６０万人のイギリス南部の州である。

この州で環境の未来と持続可能性（気候変動）政策を担当するウィリアム氏は，他

の自治体等での環境保全の仕事を経て，ハンプシャー州政府で８年間勤務している。

本シンポジウム実行委員会のメンバーが２００９年４月，そのオフィスを訪ねた。以下は

その際の聞き取りである。

ハンプシャー州では，気候変動により，海面上昇，海岸地帯の洪水・浸食，気温の

上昇，水不足等の影響が出ている。夏季に雨が少なくなり，冬季に雨が集中するほか，

暴風雨も多くなっている。気候変動に関連して２０００年～２００８年で１８００万ポンドの追加

予算が必要となった。

１９９０年代から，州として，温室効果ガス排出削減と，影響への適応策に取り組んで

いる。２０８０年のハンプシャー州の気温と降雨量は，現在のフランスのボルドーに近く

なると言われている。州での取組みを進めるにあたり，州議員の認識を高めよう

と，２００４年，議員を対象とするワイン試飲会を企画した。ハンプシャー州にいながら，

将来起こりうる環境変化を実感してもらうことを企画したものである。これはいまも

議員の記憶に残るイベントとなった。

また，２０３８年の架空の新聞を製作して議員や住民に配布した。科学的根拠をもとに，

洪水や干ばつの記事も書いたが，この予想は２００４年に既に現実化してしまった。

こうした活動の結果，２００６年１１月に，州議会の各政党共同で，”Within a decade，

Hampshire will prosper without risking our environment”（ハンプシャー州は，１０

年以内に，環境を危険にさらすことなく，繁栄を目指す）という，わずか１０語からな

るユニークな声明が生まれた。州の政策方針として，「気候変動への影響を，意思決定

の中心に置く」ことを基本方針としたものである。

ハンプシャー州では，気候変動問題に対して，宣言や約束の段階から実施の段階に

入っている。ハンプシャー州政府だけでなく，ハンプシャー州全体でどう取り組むか，

現在だけでなく将来的にどう取り組んでいくかについて，自治体としての事業計画を

立てている。内容は，緩和策と適応策が半々である。

国家と国民の間には意識のギャップがあるため，自治体は，その間をつなぐことが

必要となる。英国では政府と州政府との間の地域協定の制度がある。周辺自治体と共

同での協定であり，全体での目標達成度が国からの財源に影響する。２００６年から，そ

の任意的取組項目のなかに温暖化の削減と適応が加えられた。協定制度は，環境に関

して政府が求めている政策を実施可能なものとすべく州政府が役割を果たすために機

能している。州政府から政府に対して提言したり，パブリックコメントを通して意見

を述べたり，州にある国の地方事務所に働きかけることもしている。
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気候変動への取組みは長い時間がかかる。将来的にどう目標を達成するかについて

は政策の検討が必要である。州の政策は EU や中央政府から与えられたものが多いが，

今後は，EU レベルのアジェンダにも影響を与えるものを作りたい。広域地域や国レ

ベルのパートナーシップも作りたい。組織対応ツールを作るだけでなく，他の団体の

理解も支援したい。パートナーシップを重視し，単独で取り組むのではなく，全体で

取り組む。

温室効果ガスの排出削減は，公的部門，民間部門のどちらも，強力な政治的サポート

とリーダーシップが必要である。また，革新性が必要である。気候変動問題はこれま

でのやり方では対応できない。気候変動の緩和策と適応策の両方の取組みが必要であ

る。リスク管理も非常に重要で，これを怠ると気候変動にのみ込まれてしまう。今日

の問題でもあるが，戦略的かつ長期的な行動が必要な問題であり，真の結果と持続性

のある社会を目指す。
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第９ 情報開示と市民・消費者の自主的取組みの促進

１ 地球規模で消費生活を考える

消費者は，消費生活において安全で公正が確保され，そのために情報が与えられ，選

択でき，さらに，消費者の意見が反映される権利を持つ。１９６２年２月，アメリカの J．

F．ケネディ大統領はこのことを消費者の権利として宣言した。しかし，ここでの消費

者とは現在世代であり，国内の消費者であった。

その後，科学技術の高度化，経済のグローバル化も加わり，途上国の資源と労働力の

収奪や将来世代の資源や環境の破壊をもたらした。また，国内規制や規格の違いによる

生命，財産への危険も拡大している。今，私たちの日々の暮らしは，好むと好まざると

にかかわらず，グローバル経済の影響下にある。

環境問題との接点では，南北問題と世代間問題が先進国と途上国との公正・公平，さ

らには現在世代と将来世代による公正・公平の問題として提起され，消費者の権利は全

人類，将来世代との公正のもとでその実現が図られるべきことが認識されてきた。大気

中に排出する温室効果ガスが自然の容量をはるかに超えてしまったことによる地球温暖

化問題は，南北を問わず将来世代の生存をも脅かす問題である。その影響の広がりの大

きさ，深刻さから，近年の国際政治においては，気候変動問題を気候安全保障問題とし

てとらえるようになっている。森の民に伝えられてきた，今ある森を「７世代先の子ど

もたちからの預かりもの」とする考え方は，まさに自然とともに暮らす叡智というべき

である。

消費生活における安全性は最重要課題であり，国際的な制度整備と協調を図りつつも，

私たち自身と子どもたちの生命，健康や財産の安全は国内制度でまず確保されなければ

ならない。素材の原産地の表示と消費者の選択は，商品によってその必要性や判断基準

が一様ではない。しかし，もはや，どの国の消費者も，自国内の，私たち現代世代の要

求だけを満たすことを私たちの固有の権利と考えることはできない。将来世代や資源の

所在地の人々，途上国の人々の生存や便益をあわせて満たすことができなければ，結果

として私たちの安全も脅かされる。持続可能な消費のもとに持続可能な経済があり，持

続可能な社会が築かれる。

２ 消費者問題と環境問題

国内において，エネルギー起源 CO２が温室効果ガスの９割以上を占める温暖化問題と

消費者の環境保全行動とは，当然にトレードオフの関係なのではない。現状でも，生活

上の便益を損なうことなくエネルギー消費の無駄を節約することは家計を助けることに

なる。エネルギー効率のいい製品の価格が若干高くても，その製品のライフサイクルで

みれば光熱費負担が軽減され，追加的な費用分を数年のうちに回収できることが多い。

即ち，消費者は，その製品のライフサイクル全体でのランディングの費用と追加費用や

廃棄の費用とを評価し，製品を選択することを始めている。製品選択による温暖化対策

は「負担」ではなく，自らの消費生活への投資であり，製品選択を通じて供給側の事業

者を選択するという消費行動が日常的になってきているといえる。経済合理的な選択が

結果的に温暖化対策となっている。
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しかし，消費者の多くは環境保全対策を環境保全のための投資としてとらえるにはま

だ至っていない。環境への負荷がまだ適正に内部コスト化されていないため，投資の必

要性を感じられないからである。これまで，水や電気の価格に加えられてこなかった炭

素など温室効果ガスのコストを，エネルギーやエネルギーを用いるコストの中に加える

こと，そして消費者がそのコストを受け入れることが，消費行動における環境負荷を軽

減する仕組みづくりの鍵である。消費者も，エネルギーや製品の「適正な価格」には環

境負荷分が加えられるべきことを受け入れることが必要であり，炭素に価格を付けると

いうのはその趣旨である。これは，製造物責任における，安全のためのコストを消費者

全体で広く薄く負担するとの考え方を，将来世代の安全や途上国の人々の安全の確保へ

と拡大するものである。その意味で，消費生活における新たな発想の転換といえる。今，

まさにその時代を迎えている。

環境への負荷をコストとして見えるようにすることで，消費者が環境負荷を認識した

消費行動へと転換する動機付けとなる例は，買物袋持参の急速な普及をみるとよくわか

る。レジ袋が無料の時代には，マイバッグ持参を呼びかけても，行動したのは一部の消

費者にすぎなかった。しかし，レジ袋に１枚５円の価格を付けることで，マイバッグ持

参者が一挙に多数者となった。もともと，レジ袋の製造・頒布にはコストがかかってお

り，CO２をそれだけ排出し，薄く商品価格に転嫁されていたはずである。消費者がその

コストを認識できるようになったとき，消費行動のパターンを変えることで，自らの出

費を増やすことなく，環境負荷の軽減に貢献するようになったといえる。

３ 大きい消費行動の温暖化への影響

日本の温暖化の要因は，CO２排出が９５％以上を占める。その９３％が化石エネルギー起

源である。残りも廃棄物処理とセメント製造などのプロセス排出であるので，最終的に

は私たちの生活に帰結する。CO２以外のガスについても，メタンは農業などから排出さ

れ，フロン類は冷蔵庫やエアコンの断熱材，半導体，パソコンの埃取りなど，生活によ

り密着して使われている。これらの排出源である発電所や工場などでのエネルギー効率

の向上や代替フロンの代替物質の開発などによる排出削減は，きわめて重要である。そ

のためのコストを最小化しつつ消費者がこれを引き受ける経済的仕組みとして，国内排

出量取引や環境税が提起されている。

製品ごとに製造・流通過程で発生する CO２など温室効果ガスの量を表示して（カーボ

ンフットプリントなど）「見える化」することは，消費者側での商品選択の手段として

効果的であるが，個々の製品ごとに正確に計測することは難しい。日本の排出量の約７

割を占める大規模排出源における燃料転換やエネルギー効率の改善，再生可能エネル

ギーの導入などによる排出量の検証可能な削減の仕組みとライフサイクル全体での排出

量の少ない製品化が，生産・流通・廃棄の経済的仕組みに取り入れられることが不可欠

である。

生産／供給側でのコストのうち個々の企業努力で吸収されない場合には薄く広く最終

消費側に転嫁される。消費者が消費者側に安易なコスト転嫁を許さない視点が，事業者

の技術開発を促進する。ガソリン消費や電力消費への直接課税である炭素税は，より直

接的に誘導する。こうした環境負荷とその軽減対策全体が，機関投資家の投資判断評価
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におけるその企業のリスクを評価する一環として加えられていくことになれば，排出源

である企業の削減努力を加速させる決定的な要因となるであろう。

温暖化対策による家計への負担増が強調されているが，CO２はその９３％がエネルギー

起源であることから，最終消費側では，高効率の機器への買い替え，太陽光発電や熱の

装置の導入などでのコスト負担の一方で，エネルギー消費量を削減でき，長期的には家

計負担を軽減させることができる。また，そのような経済的仕組みづくりが不可欠とい

える。

また，日本の排出量を拡大させてきた最大の要因は石炭火力発電の拡大にあるが，そ

の原因は石炭が天然ガスよりも安価であることにある（第３部第３参照）。再生可能エ

ネルギーを拡大していくには，さらに高い費用を必要とする。電力消費者全体でこれら

の費用を薄く広く負担する仕組みの導入が必要である。

４ 消費者が省エネ商品等を選択するための情報提供制度

�１ トップランナー方式

トップランナー方式とは，省エネ法に基づき，法律が指定する商品の省エネルギー

基準を，最も省エネ性能が優れているもの（トップランナー）の性能以上に設定し，

省エネマークで表示することによって，消費者の選択を促す制度である。また，商品

の製造業者に対しても，出荷台数の加重平均によってトップランナーの基準をクリア

することを求めており，消費者に対する表示に留まらず，メーカーに対する効力も有

する。

これにより，企業が省エネなど温室効果ガスの削減に有効な環境配慮設計（Design

for Environment）に積極的な投資を行い実用化し，さらにその結果である環境配慮

型商品について正確な情報を分かりやすく消費者に開示し，もって環境配慮型商品の

市場を確立することが期待されている。

しかしながら，日本のトップランナー方式は汎用性のある家庭用機器についてだけ

であって，ようやく業務用機器への拡大が検討されているところである。また，対象

製品のなかでも，例えばテレビについてはプラズマと液晶や画面の大きさによって，

自動車も燃料別に重量によって細かく区分されており，大型化抑止への実効性がない

制度であって，排出量の削減を担保する制度とはいえない。

図３－２８ 省エネ性マーク
出典：（財）省エネルギーセンター
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�２ 環境配慮契約法

２００７年に制定された環境配慮契約法（国及び行政独立法人等における温室効果ガス

等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律）は，国等が契約を結ぶ場合に，

価格のみではなく CO２削減の効果が高いことを基準にすることを求めるものである。

グリーン調達は，環境に配慮した商品が優先して購入される仕組みを作ることにより，

環境配慮型商品の市場を育成し，さらに環境配慮設計を推進するという流れを作るた

めのものである。本来は，全ての消費者がグリーン調達をすることが望ましいが，一

般市民に対し，多少高くても環境配慮製品を購入するようにと強制することは出来な

い。そこで，国及び自治体が率先して環境配慮型の商品を公共調達することを求める

のが環境配慮契約法である。公共調達は，購入量が多く，また商品だけではなく公共

の建築物等の設計・改修にも適用されるため，一定の効果が期待できる。但し，現状

では自治体の自主的取組みに委ねられているため，その効果は限定的にならざるを得

ないという限界もある。

�３ 建築物総合環境性能評価

建設業では，建築物の総合環境性能評価手法（通称 CASBEE）により，設計段階

から省エネルギー・省資源・景観配慮などを行い，建物の使用時の温暖化対策も含め

た自主的取組みを行っている。CASBEE では，建築物のライフサイクルを通じ，建

築物の環境品質・性能と環境負荷の両側面から評価を行い，格付けをする。

この評価手法は，自治体における建築確認申請の際に利用されるなどの方法によっ

て推進されており，定着しつつあるといえよう。但し，建築物の省エネについては，

さらなる抜本的な対策と法制度が必要であると思われる。

�４ エコラベル

国だけではなく，一般的な消費者に環境配慮設計を理解してもらうための手法とし

て，環境表示（エコラベル）がある。環境省が２００８年に作成した「環境表示ガイドラ

イン」によれば，環境表示とは，製品の原料採取から製造，流通，使用，リサイクル，

廃棄の段階において，環境に配慮した点や環境保全効果等の特徴を説明したものとさ

れている。

パソコン，コピー機等の OA 機器については，日・米・EU 等７カ国の相互承認制

度による国際エネルギースターロゴのエコラベルがある。

家電製品については，省エネ法に基づく統一省エネラベルがあり，さらにグリーン

家電の普及のためにエコポイントが２００９年５月から実施されている（後記�８参照）。

自動車については，燃費表示のステッカー表示が車両に表示されている。

図３－２９ 統一省エネラベル
出典：（財）省エネルギーセンター
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�５ カーボン・オフセット

カーボン・オフセットとは，市民，企業，NPO/NGO，自治体，政府等の社会の構

成員が，自らの温室効果ガスの排出量を認識し，主体的にこれを削減する努力を行う

とともに，削減が困難な部分の排出量について，他の場所で実現した温室効果ガスの

排出削減・吸収量等（以下「クレジット」という。）を購入することまたは他の場所

で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により，その排出

量の全部又は一部を埋め合わせることをいう１８。

カーボン・オフセットは，購入者の環境配慮行動を宣伝できるだけでなく，国内外

の温室効果ガスの排出削減・吸収や公害対策，持続可能な開発を実現するプロジェク

トに対する資金調達に貢献することができる。特に植林，森林保全や途上国の廃棄物

処理，クリーンエネルギー開発に取り組む NGO 等に新しい資金供給の道となる。

カーボン・オフセットの具体例としては，JTB の CO２ゼロ旅行，坂本龍一のカー

ボン・オフセット CD，日本郵便のカーボン・オフセット年賀葉書などの商品のほか，

カーボン・オフセットの音楽イベント，サッカー試合などが行われている。

�６ グリーン電力証書

グリーン電力証書とは，太陽光，風力等の自然エネルギーによる発電による電力

（グリーン電力）の電力自体の価値とは別の省エネルギー（化石燃料の節減）や CO２

排出量削減といった環境負荷価値を証書化したものである。この証書の購入を通じて，

電力のユーザーや消費者が自然エネルギーによる発電のコストを負担し，これによっ

て自然エネルギーの活用を促進させることができる。また，グリーン電力証書につい

ては，オフセット・クレジット制度実施規則に基づいて，オフセット・クレジット化

（J－VER 化）することにより，カーボン・オフセットの対象となる。

帝国ホテルや，TOHO シネマズ，羽田空港，ソニーグループなどは，使用する一

部の電力をオフセットするために，グリーン電力証書を購入している。グリーン電力

証書をさらに普及させるためには，税制上の経費としての取扱いや排出量取引制度と

の連携など，制度的な確立が必要であろう。

�７ カーボンフットプリント

カーボンフットプリントとは，商品の原料調達，製造，輸送，消費，廃棄までのラ

イフサイクルにおける排出された温室効果ガスの総量を商品に表示することである。

これによって，当該商品やサービスに関して排出される CO２の「見える化」を図り，

消費者に温室効果ガスの排出量が少ない商品を選択するための情報を与え，消費行動

に影響を与えようとするものである。経済産業省は，カーボンフットプリントの実用

化・普及推進研究会を２００８年に立ち上げ，２００９年３月３日には，経産省の CO２排出量

の算定・表示・評価に関するルール検討会が「カーボン・フットプリント制度の在り

方（指針）」を，２００９年８月には「カーボンフットプリントの算定結果及び表示方法

の検証に関する規程」を制定し，CO２の評価・算定方法，表示方法，信頼性を担保す

る仕組みのあり方などが定められた。

＊１８ 環境省「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」（２００８年２月７日）
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カーボンフットプリントの表示制度は，２００８年１０月に，英国が，政府主導の下，

カーボン・トラスト社が実施主体となって，カーボン・フットプリントの規格である

「BSI PAS２０５０」を公表したことを皮切りに，フランス，ドイツ，スイスなどに広が

りつつある。

カーボンフットプリントは，ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を CO２換

算して表示するという点で，他のエコラベルよりも先進性があるが，その基礎となる

情報の正確性や消費者への分かりやすさに課題があると思われる。

�８ エコポイント制度

エコポイント制度とは，環境省，経済産業省，総務省の所管において，２００９年度の

補正予算（事業予算２９４６億円）で行っているグリーン家電普及促進事業である。具体

的には，統一省エネラベル４☆相当以上のエアコン，冷蔵庫，地デジ対応テレビの家

電を購入した場合に，ポイントを付与し，商品券や鉄道用カード（スイカ等），エコ

商品などとの交換を認める。

環境配慮型商品の普及と景気刺激を同時に行い，経済の活性化を目指すものとされ

ている。しかし，大型家電に高いポイントがつくなど，本当に省エネの効果が期待で

きるかは疑問である。

�９ エコカー減税・助成金

国土交通省は，２００９年度税制改革として，環境性能に優れた自動車に対する自動車

重量税・自動車取得税の特例措置を行った。これは，エコカー減税とよばれるもので，

対象となる自動車は，電気（燃料電池車を含む），天然ガス，ハイブリッド（プラグ

インハイブリッドを含む），ディーゼル，低燃費・低排出ガス認定車である。また，

国土交通省は，経済産業省と連携し，環境性能の良い新車の買い換え・購入を促進す

るために，２００９年度補正予算により補助金の支給を行っている。

これらの制度は，環境対策というより，景気刺激策としての側面が強い。特に助成

金の制度は，予算の範囲で行われるという制度的な制約があり，温暖化対策としての

効果は限定的である。

５ グリーンウォッシュ・エコ偽装

グリーンウォッシュとは，企業があたかも環境によいことを行っているかのような誤

解を与える行為である。消費者の環境に対する意識が高まるにつれ，企業も広告などで

環境配慮を打ち出すことが増えているが，根拠もなくエコやナチュラルという表現を使

うことはグリーンウォッシュという批判を受ける。程度によっては，虚偽表示，不公正

取引，詐欺などにも該当しかねない。

省エネ大賞を２年連続ダブル受賞した日立アプライアンスの冷蔵庫は，リサイクル樹

脂による CO２削減率の表示が虚偽であったとして，２００９年４月に公正取引委員会から景

品法事法違反（優良誤認）に基づく排除命令を受けた。

環境性能に関する表示は，算定方法や比較の仕方などが複雑で，表示する側にもまた

理解する側にも困難がある。また，自主的な情報開示に頼るため，恣意的なサンプルの

取り方も防ぐ方法がない。

カーボン・オフセットでは，誰の，どのような排出をオフセットしているのかが曖昧
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であったり，これらの情報が記載されないなど，カーボン・オフセットの意義・効果の

実現に結びつかないものがある。そこで，これらの信頼性を確保するため，環境省は

「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン

（Ver．１．０）」を２００８年１０月３０日付けで策定している。また，商品やサービスの提供に

関連して排出される温室効果ガス量に相当するクレジットを商品やサービスに賦課して

販売する場合，当該，カーボン・オフセットの取組み自体が，環境省のカーボン・オフ

セット指針の基準を満たしているかを担保するため，第三者機関による認定制度を設け

ており，環境省は，「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証

基準（Ver．１．０）」を策定している。

仮に，実際にカーボン・オフセットがなされないにも関わらず，そのようなクレジッ

トが付された商品・サービスを販売した場合には，消費者に販売した商品・サービスに

ついて，債務不履行，瑕疵担保責任の追求，場合によっては詐欺等の問題が生じうるし，

また，優良誤認表示であるとして，景品表示法４条１項１号違反により排除命令がなさ

れる可能性がある。

情報的手法により，環境配慮型商品の健全な市場を育成するためには，グリーンウォ

ッシュやエコ偽装について，厳しいチェックが必要だろう。

６ 環境マネジメントシステムの推進

環境マネジメントシステム（EMS）とは，企業等が，自主的に環境保全に関する取

組みを進めるにあたり，環境方針や目標を自ら設定し，これらの達成のために取り組む

ことを体制的に整え，手順を確立することである。環境マネジメントシステムの第三者

認証を受けた組織は，認証を受けていることを公表することによって，消費者や取引先

からの評価を得ることができる。その意味で，環境マネジメントシステムは，情報的手

法を用いた自主的取組みの促進例といえよう。

環境マネジメントシステムの規格としては，国際規格である ISO１４００１があり，中小

企業向けには環境省が策定したエコアクション２１や，京都を中心に市民・学識者・事業

者・行政が協力して規格化した KES 等がある。

２００９年６月現在で，日本の ISO１４００１取得件数は２万７１５件である。世界的に見ても，

日本の取得件数は世界の１６．８％を占め，世界一である（２００６年１２月ないし２００７年１月現

在）。エコアクション２１については３５５８件（２００９年６月現在），KES については２６３８件

（２００９年５月現在）の取得がある。こうした EMS に加えて，新たに工場や商業施設，

ビル等を対象としたエネルギー効率を高めるための仕組み（エネルギーマネジメント）

を促進させるための ISO 化（ISO５０００１）が２０１０年末を目処に進められており，注目さ

れる。なお，京都弁護士会が全国の弁護士会に先駆けて２００６年１２月に KES を取得して

おり，環境問題に対する提言・啓発活動，省エネルギー，ごみ減量，KES 普及活動等

に取り組んでいる。また当連合会も EMS を導入し，２００８年８月に KES の認証を取得

している。当連合会の環境方針では，�環境政策に関する提言・提案活動，�電力使用

量の削減，�事務用紙使用量の削減，�グリーン調達の促進を環境管理重点テーマとし

て，地球環境との調和をめざす等定めている。

EMS の効果として，企業や組織が自ら環境に対する方針や目標を設定することによ
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る中期的な推進促進効果，社内外へのアナウンス効果が期待できるとともに，第三者審

査を受審することで活動の透明性や信頼性がある程度担保されることが挙げられる。一

方，あくまで自主的取組みであり，活動内容（パフォーマンス）の審査やその公表は求

められていないという点で限界も見られる。その点，エコアクション２１は取組みの成果

の外部公表が求められており，いわゆる情報的手法を取り入れている点で特徴的である。

今後は，情報的手法を通じて企業活動に対する市民による監視という側面をどのように

取り入れるかが課題となる。

７ 環境報告書・CSR報告書

企業が環境配慮等の自主的取組みを網羅的に公表するものとしては，環境報告書・

CSR 報告書がある。商品やカタログによる情報開示は断片的であるが，環境報告書・

CSR 報告書では，組織またはグループ企業全体における環境方針と目標，達成状況，

その他不祥事等のマイナス情報もあわせて開示される。

環境報告書や CSR 報告書の恣意的な開示を避けるため，非営利機関や国から様々な

ガイドラインが示されている。例えば，国際的な非営利団体である GRI（Global Report-

ing Initiative）は，サステナビリティ・レポーティング・ガイドラインを発表しており，

この分野における事実上のスタンダードとなっている。このガイドラインは，企業に経

済・環境・社会という３つの指標によって具体的な取組項目やその成果を公開し，取組

みの目標，達成状況，評価，見直しの状況を第三者に開示することによって，CSR 活

動を推進させようとするものである。わが国においては，環境省が環境報告ガイドライ

ンを作成し，情報の公開を促進するとともに，環境配慮促進法により国及び地方公共団

体，独立行政法人，国立大学法人に環境情報の公開を義務付けている。また当連合会の

「企業の社会的責任（CSR）ガイドライン２００７年度版」も，CSR 活動の公表を推奨し

ている。国内外で優良な CSR 報告書を表彰する仕組みも存在している。

このように，非営利機関等から CSR 活動の公表を促し，企業の優良な CSR 活動を評

価することは，企業にとってインセンティブの向上につながる。また，企業が自分に都

合のよい内容だけを公表するのではなく，重要な項目を網羅的に開示させるよう誘導す

ることによって，自主的な CSR 活動を，より透明性の高い実効性のあるものとすると

ともに，読み手に企業間の比較を可能にすることが期待できる。

環境省の調査によると，２００７年度には１０１１社が環境報告書を発行しており，そのほと

んどの報告書において，CO２の排出量及び地球温暖化対策についての自主的取組みの目

標及びその達成状況が記載されている。海外では石油メジャーを中心に，CSR 報告書，

環境報告書とは別に，地球温暖化対策に焦点を絞った報告書を別途作成している例もあ

る。

今後の課題としては，企業間比較を容易にするための報告範囲・報告形式・計算方法

の標準化や，開示における透明性・信頼性のさらなる確保，公表データの施策への活用

などが挙げられる。

第３部 低炭素経済社会をどのように構築するか

－ 141 －



８ 金融からのアプローチ

�１ 企業が経済活動を行い，その中で金融が大きな役割を担っている以上，CSR 活動

を促進するためには，金融面からの誘導的アプローチも重要である。

社会的責任投資（SRI ; Socially Responsible Investment）とは，単に短期的な運用

利益を追求するだけではなく，その企業が社会的な責任を果たしているか（果たして

いないか）を重視して投資活動を行うという考え方である。具体的には，投資先企業

を選定する上で，財務内容だけではなく，企業の環境配慮における先進性，雇用方針

などの社会的な取組内容や，環境汚染や消費者被害を起こしていないかなどの点を評

価することが挙げられる。さらに，株主としての行動としても，短期的な利益の追求

だけではなく，企業の社会的責任を果たすことを求めるという側面もある。

欧米では，古くより宗教的な観点から，アルコールやたばこ産業に対する投資を抑

制（ネガティブ・スクリーン）する投資家が多く存在したが，現在では環境等におい

て先進的な企業の選択（ポジティブ・スクリーン）を行う方向へと移行しつつある。

この背景には，地球環境問題や貧富の格差拡大などのグローバルな社会問題について，

企業の責任を強化するためには，投資家や金融業界が関与する必要があることが広く

認識されてきたことにある。

SRI を推進する米国の非営利団体 Social Investment Forum によると，２００７年の米

国 SRI 市場の総額は２．７１兆ドル（約２５７兆円）といわれている。一方欧州における SRI

市場は，欧州の SRI 推進組織である EUROSIF（European Sustainable Investment

Forum）によると，２兆６６５４億ユーロ（約３５０兆円）であり，２００５年と比較して１０２％

増の伸びを示した。欧州において SRI 市場が急激に増えた背景には，２０００年の英国

年金法の改正により年金基金が SRI 運用の情報開示を義務付けたこと，その後同様

の動きがオランダやフランスに広がったことがある。このように，年金のように多額

の資金を持つ機関投資家が SRI 市場に参入することは，企業行動に大きな影響を及

ぼすといえる。これに対し，日本の SRI の市場規模は，２００７年９月における公募 SRI

残高が７４７０億円であり，これに年金投資を加えても SRI 投資市場は約８５００億円とい

われており，欧米とは大きな開きがある。日本において SRI 市場があまり成長しな

い理由は，個人投資家向けの SRI 投信がほとんどであり，年金などの巨額の資金を

有する機関投資家が SRI 市場にあまり参入していないことにある。

２００４年に成立した「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した

事業活動の促進に関する法律」第４条及び第５条は，事業者及び国民の責務として，

投資等に際して環境情報を配慮することを努力義務として定めたものである。しかし，

欧州のように，年金基金等への情報開示義務がないため，機関投資家の行動にほとん

ど影響を与えていない。

�２ 社会的責任投資を推進するリスク情報の開示

金融業界においても，温暖化対策の必要性について認識が広まっている。例えば，

温暖化対策の住宅に対する金利優待ローン，ビル温暖化対策のための特別融資，温暖

化対策金融ファンドなどが増加している。今後は，このような取組みをさらに積極的

に進めるような政策が必要であろう。

金融市場において環境力が正当に評価されるためには，比較可能な形で情報開示が
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行われることと，開示された情報が正確に評価できるものであることが必要である。

環境報告書や CSR 報告書は任意であり，かつ作成に基準がなく，一覧性，比較可能

性がない。地球温暖化対策推進法に基づく CO２排出量算定報告公表制度が実施されて

いるが，この制度の意味が十分に理解されておらず企業の投資評価に活かされていな

い。機関投資家の投資評価に反映させる方策として，日本公認会計士協会は２００９年３

月に，有価証券報告書に当該企業の気候変動問題に関するリスク情報，温室効果ガス

の排出量情報，当該企業の対策情報の記載を義務付けることを提言している。経団連

は強く反対しているが，こうした制度の導入によって企業に温暖化問題による自らの

企業リスクを認識させ，その実態と対策を投資アナリストが一覧性をもって評価され

ることによって，社会的責任投資のレベルは一挙に高まるであろう。
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第１０ 情報公開・市民参加

１ はじめに

温暖化，低炭素経済・社会実現の問題は，地球的・国民的課題であり，一部の人々だ

けで解決できる問題でも，すべき問題でもない。多くの市民が情報に自由に接し，政策

の決定・実施・検証等の各プロセスに主体的に関与することが必要かつ重要である。

ここでは，最初に，環境問題一般における情報公開・市民参加の位置付けを国際的に

見て，その上で低炭素経済・社会の実現に目標を絞って，なぜ情報公開，市民の参加が

必要・重要か，日本の実情はどうなっているのかを検討し，さらに具体的に，市民参加

の形態はどのようにあるべきなのかを探っていくことにしたい（第２部第２の３（コラ

ム－ドイツにおける市民参加），第３部第８（地球温暖化対策における地方自治体の役

割），第５部第５の５�１（森林管理と市民参加）等参照）。
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２ 情報公開・市民参加の国際的な位置付け

�１ リオ宣言第１０原則

１９９２年の地球サミットにおける環境と開発に関するリオ宣言（アジェンダ２１）第１０

原則は，「環境問題は，それぞれのレベルで，関心のある全ての市民が参加すること

により最も適切に扱われる。国内レベルでは，各個人が，有害物質や地域社会におけ

る活動の情報を含め，公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し，そして，

意志決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は，情報を広く行き渡ら

せることにより，国民の啓発と参加を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償，救

済を含む司法及び行政手続きへの効果的なアクセスが与えられなければならない」と

うたっている。

�２ オーフス条約（環境に関する情報アクセス，意見決定における市民参加，司法への

アクセスに関する条約，Convention on Access to Information，Public participation

in decision―making and Access to Justice in Environmental Matters）

国連欧州経済委員会（UNECE）では，リオ宣言第１０原則の条約化に取り組み，１９９８

年６月にオーフス条約が採択された。UNECE は，欧州諸国のみならず，米国，カナ

ダ，ロシアなど５５か国で構成され，これまで長距離越境大気汚染条約，越境環境影響

評価条約（エスポ条約）などの環境条約を作成している。

オーフス条約は，現世代及び将来の世代の全ての人が健康と福祉にふさわしい環境

で生活する権利を保護するために，締約国が環境に関して，�情報へのアクセスの権

利，�意思決定に市民が参加する権利，�司法へのアクセスの権利を保障することを

目的として（１条），その最低限度の条件を定めている。�の意思決定による市民参

加を効果的に実現するためには，まず，�情報へのアクセス権が保障されていなけれ

ばならず，また，参加の権利が侵害された場合の�司法アクセス権の保障が確保され

ていなければならないことから，条約で，上記の３つの柱が規定されている。

以下，これら条約の３つの柱について，内容を紹介する。

� 環境情報へのアクセス権（４条，５条）

ア 情報への「受動的」アクセスの保障

公的機関（国，自治体のみならず，環境に関して公共サービスを提供する個人

または法人も含まれる）は，市民からの請求に応じて，その保有する情報を開示

しなければならない。国防，裁判過程，知的所有権，商業上の秘密や個人情報の

保護に悪影響を及ぼすおそれがある場合など開示拒否の事由が限定的に列挙され

ているが，これらの事由は，情報開示により得られる公的利益を考慮して限定的

に解釈される（「公的利益」テスト）。

イ 情報への「能動的」アクセスの保障

締約国は，情報開示の前提として，市民からの請求がなくても，公的機関が環

境情報を収集し普及するよう確保する義務を負う。さらに，環境に重大な影響を

与える可能性のある活動を行う事業者が，その事業や製品が環境に与える影響を

定期的に市民に知らせるよう奨励する義務も規定されている。

なお，環境汚染物質排出・移動登録（PRTR）に関しては，議定書が作成，採

択されている。

第３部 低炭素経済社会をどのように構築するか

－ 145 －



製油所，ガス精製所，５万kW以上の火力発電所など，

原子力発電所，再処理施設，放射性廃棄物加工施設，

最終処分施設，貯蔵施設など原子力関連施設を含む

エネルギー部門

１

金属の生産・加工２

セメント窯業３

産業規模での生産を行う施設化学産業４

一般廃棄物の焼却施設については１時間あたり３トン

を超える処理能力を持つ施設。有害でない廃棄物の処

分施設については，1日あたり50トンを超える処理能力

を持つ施設。建設廃棄物の埋立処分場を除く，1日10ト

ン以上を受け取るか，総埋立量が25000トンを超える埋

立処分場。

廃棄物管理

５

15万人の人口相当の能力を超える施設廃水処理施設６

パルプ生産・製紙産業施設７

空港は基本滑走路2100メートル以上のもの。道路は，

いずれも10km以上のもの

長距離鉄道，空港，高速道路，4レーン

以上の新規道路の建設や４レーン以上

の道路への拡幅

８

1350トン以上の船舶の通航・利用が可能なもの内陸水路交通のための内陸水路と港，

貿易港，荷の積み卸しを行う埠頭
９

抽出また再充頡量が，1000万立方メートル以上の場合地下水の抽出，人為的な地下水の再充

頡
10

河川流域間の水資源の移転作業11

石油は，抽出量が１日あたり500トンを超える場合，天

然ガスは，1日あたり50万立方メートルを超える場合

商業目的での石油・天然ガスの抽出
12

貯水量が1000万立方メートル水の貯蔵のためのダムやその他の施設13

直径800mmを超え，長さが40kmを超えるものガス，石油，化学物質の輸送のための

パイプライン
14

鶏・豚の集約飼育施設15

石切場，露天掘り鉱業16

15km以上の長さのもの架空電力線の建設17

20万トン以上の貯蔵量を有する施設石油製品，石油化学製品，化学物質製

品の貯蔵施設
18

その他の活動（布や糸の事前処理・染

色施設，皮なめし施設，畜殺場，食品

生産のための処理・加工，牛乳の処理，

加工など）

19

市民参加が国内法にしたがって環境影響評価手続のも

とで認められている場合

１～19に該当しない活動

20

表３－３０：附属書�に定める活動
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� 意思決定への市民参加（６条～８条）

ア 付属書�に定める活動の許可決定への参加

付属書�は，一定の規模以上の活動または施設を包括的に対象としている（表

３－３０）。関係市民（法的利益を有する者だけでなく，事実上の利益を有する者

を含む。環境保護を促進し，国内法の下での条件を満たす NGO は，決定に利益

を有する者とみなされる）には，これらの活動の許可決定の初期段階で，適切で

時宜にかなった，効果的な方法で，決定過程に参加するのに必要な情報（申請の

対象たる活動の場所，内容，活動案が環境に与える重大な影響，影響の未然防

止・削減のために予定される措置，検討された主要な代替案，公的機関に出され

た主要な報告書等，決定の草案，決定を行う責任を有する公的機関，予定される

手続きなど）が知らされていなければならない。そのために，国は，関係市民に

対して，利用可能な決定に関する全ての情報へのアクセスを無料で与えなければ

ならない（６条６項）。

市民参加手続においては，市民が効果的に参加するのに十分な時間を考慮した

合理的な時間枠を定めなければならず，あらゆる選択肢に可能性があり，効果的

な市民参加が可能となるように，決定の早い段階で市民参加の機会が与えられな

ければならない。

また，市民が，書面でまたは，適当な場合，公聴会や申請者との審理の際に，

活動案に関連するコメント，情報，意見を提出することを認めなければならない

（６条７項）。さらに，国は，決定において，市民参加の結果に適当な考慮がな

されるよう確保しなければならない（６条８項）。

イ 環境にかかわる計画，プログラム，環境政策の策定への市民参加

環境にかかわる計画，プログラム（環境に影響を与える土地利用・地域開発戦

略や，輸送，観光，エネルギー，産業などに関する計画等を含む）の策定につい

ては，国は，公平な枠組みにおいて，市民に必要な情報を提供した上で，市民参

加のための適切な規定を設けなければならない。合理的な時間枠の設定，決定の

早い段階での参加の保障，決定における市民参加の結果への適当な考慮の確保な

どの規定は，ここでも適用される。

環境にかかわる政策の策定については，国は，適当な範囲で市民参加の機会を

与えるよう努めなければならない。

ウ 環境に重大な影響を及ぼしうる行政規則，法的拘束力のある規範文書の策定

これらの行政規則や規範文書の策定については，国は，適当な段階でかつ選択

肢が可能な間に，効果的な市民参加を促進するよう努力しなければならない。そ

のために，参加に十分な時間枠の設定，規則案の公表，コメント機会の付与がな

されるべきであり，市民参加の結果をできる限り考慮しなければならない。

� 司法へのアクセス権（９条）

情報へのアクセス権が確保されなかった場合や，附属書�の活動への許可決定へ

の関係市民の参加に関し異議がある場合には，その再検討を求める司法アクセス権

が保障されなければならない。

また，自国の環境法に反する私人または公的機関の作為および不作為について，
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市民が行政手続または司法手続によって争う権利も保障されなければならない。但

し，この場合は，その市民の範囲を，その国の法律に定める基準を満たす市民に限

ることができる。

さらに，これらの規定の実効性を高めるために，締約国は，行政上及び司法上の

審査手続きへのアクセスに関する情報を市民に提供し，司法へのアクセスの金銭的

な障害等を少なくするための適切な援助の仕組みを設けることを検討しなければな

らない（９条５項）。この規定を受けて，各国ではさまざまな援助が工夫されてい

る。例えば，スロヴァキアでは，NGO については裁判費用が免除されており，オー

ストリアでは，情報公開請求拒否についての訴訟は無料である。

３ なぜ低炭素経済・社会実現のために情報公開・市民参加が必要・重要か

前項では，環境問題一般に関して，市民参加が国際的にどのように位置付けられてい

るのかをみた。それでは，具体的に，低炭素経済・社会実現のために，市民の参加はな

ぜ必要，重要なのであろうか。ここでは，いくつかの視点から見ていくことにしたい。

�１ 民主政に根拠を有する参加，民主制機能

低炭素経済・社会の形成を通じて，社会一般のあり方も決定される。低炭素経済・

社会において，どのような価値を重視するのか，その実現の過程で，どのように公

平・公正さを担保するのか，例えば，温暖化対策，適応のために治水ダムや堤防の建

設に頼るのか，他の方法によるのか等を決定することは，社会のあり方の決定の問題

であるから，住民・市民の参加抜きには考えられない。その場合，市民が代表を通じ

て行動する形態も考えられるが（代表・間接民主制，憲法前文），市民が直接参加す

ること（直接民主制）がより重要な機能を果たす場合がある。

�２ 権利性に根拠を有する参加，権利保障機能

参加には，権利性に根拠を持ち，温暖化によって権利や利益が失われないため，ま

たは，失われた権利や利益を回復するための参加という面がある。

温暖化問題に対しては，これまでの人権・人格権概念や，救済方法の枠組みだけで

は十分に対応できないとの指摘がある。まず，�侵害行為や被害の同定（identifica-

tion）が困難で，�侵害行為と結果・被害発生との間の因果関係が複雑で（α 地球的

規模での空間的隔絶，β 時間的隔絶，γ 未知であった科学的メカニズムを経ての結果

発生など），�結果・現象の原因が温暖化以外にも考えられる場合があり（例えば，

都市の集中豪雨等で，ヒートアイランド現象も原因として考えられるなど），ある現

象と温暖化間の因果関係や，具体的寄与割合の解明・立証は困難であり，さらには�
原因行為者が多数で（共同不法行為性），�失われるのは，現世代の権利・利益だけ

ではなく，将来世代・生態系等の権利・利益でもありうることなどが反映した，さま

ざまな問題がある。

しかし，保護・救済されるべき権利・法的利益は確実に存在し１９，これまでとは異

なった解決・救済の枠組み，制度が必要と考えられる。

＊１９ ２００９年１月１５日付け「気候変動と人権の関係についての国連人権高等弁務官事務所の報告」
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また，現在の市民は，将来の世代，生態系から環境・自然の保護を信託された存在

であるとの立場からすれば，市民がその将来の世代，生態系に対する責務を果たすた

めにも，参加制度は重要である。

なお，民主政的根拠・機能と，権利保障的根拠・機能の関係であるが，一般には，

その範囲は大きく異なるはずであるが，温暖化問題に関しては，相当程度重なるもの

と考えられる。

�３ 協働促進機能

自治体と市民の協働を重視する立場からも参加は重視される。自治体（行政）の能

力や財政など，さまざまな面での限界が明らかとなる中で，自治体が中心となって事

業を実施するのではなく，市民や市民活動組織，事業者も，まちづくりや温暖化対策

に関して，主要な担い手として行動，活躍すること，市民と行政がパートナーシップ

（協働）を形成することが求められているとの指摘がなされている２０（第２部第２の

３参照）。温暖化問題が，市民の主体的な参加なくして克服できない課題であること

を考えれば，「パートナーシップ（協働）」のための（としての）参加の意義は大きい。

（第３部第８の７参照）

�４ 透明性・客観性担保機能

市民参加には，行政や事業活動等の透明性，客観性を担保する機能がある。市民が

参加し，多くの人々の目にさらされることにより，行政の施策や事業活動の客観性が

高まり，無駄あるいは有害な施策や事業が実施されにくくなる効果がある。

�５ 情報提供的機能

参加には，事実認識・政策形成に際して知識・知見を充実させる機能もある。温暖

化は，これまでとは異なる未曾有の被害・影響を及ぼし，被害が具体化してからの対

策では遅く，早期の充実した取組みが必要である。したがって，これまでの手法，対

応方法では不十分で，地球規模での，抜本的な，しかも詳細な政策・取組み，例えば

規制的手法，経済的手法，情報的手法，参加的手法などの効果的な組み合わせ，複合

的政策（ポリシーミックス）が必要である。一部の人々の知識や知見の反映だけでは

創造的な取組みを推進するのに限界があり，衆知を結集するためにも，参加制度は重

要である。

�６ 実効性担保機能

市民参加には，政策・施策を社会に周知させ，その実施を円滑，容易にさせ，政

策・施策の実効性を高める機能もある。市民は，自らが決定に関与したならば，その

政策・施策を実現するために，懸命に取り組むことが期待される。

４ 参加の形態

市民参加の形態は後述のとおりであるが，�住民投票のように，大勢の市民が参加で

きるが，実施回数等に，事実上の制約があるものから，�パブリックコメントや環境ア

セスメントにおける意見提出のように，関心のある人が参加し，複数回行うことも可能

＊２０ 白石克孝，新川達郎『参加と協働の地域公共政策開発システム』１７頁（日本評論社，２００８年４月）
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なもの，�審議会・協議会等のように特別な少人数だけであるが，深い関与が可能なも

の，�コンセンサス会議のように，偶然的に選ばれた少人数が，深く関与するもの，�
NGO，NPO 等のように，個人ではなく団体として関与するもの（専門性，継続性など

を兼ね備えている団体は少なくない）など，関わる人の多寡，形態，偶然性，濃密性な

どによって，さまざまなものがある。どのような問題に関して，どのような形態の市民

参加が適切かは，よく吟味される必要がある。

５ 参加の段階

市民参加のレベルを表わすものとして，S．アーンスタインの参加の階梯がよく知ら

れているが，原科幸彦東京工業大学大学院教授は，参加には，行政側から市民に対する

対応の仕方として，�情報提供（informing），�意見聴取（hearing），�形だけの応答

（reply only），�意味ある応答（meaningful reply），�パートナーシップ（partner-

ship）の５段階があるとしている。真に温暖化対策を推進するためには，�のパートナー

シップとしての市民参加を実現する必要があるが，以下のようなわが国の参加の実情を

見る限り，まだ�ないし�の段階の参加に止まっていると言わざるを得ない２１。

６ 日本における市民参加，国民意思反映（国民主権）の実情

�１ 国会・議会

温室効果ガスの削減目標設定は，気温の上昇を産業革命の前から２℃を越えないよ

うにする目的に適い，目標達成のための実効性ある政策手法を確実に導入する意欲を

示し，国民に対し明確なシグナルを送るものでなければならないはずである。２００９年

９月，政権交替によって鳩山新政権が２０２０年までに１９９０年比２５％削減を明確に打ち出

したことは，こうしたシグナルとなるものである。

しかし，日本ではこれまで，どれほどの量の温室効果ガスを，いつまでに削減しな

ければならないか，そのためにはどのような方策があるのか，国民，事業者をはじめ

関係者がどのような行動をとることが必要になるのかなどについて，国民的な政策論

議がなされず，具体的で実効性のある対策が先送りにされてきた。

日本の温室効果ガスの排出量は増加の一途をたどり，現在，第１約束期間の削減目

標の達成を，京都メカニズムによるクレジット購入に頼らざるを得なくなっているが，

このような現状を打破するためには，可能な限り高いレベルの削減量目標の設定と，

その早期実現のための政策づくり，制度設計などに向けた国民的な議論を進める必要

がある。

国民の意思反映という観点からは，国権の最高機関である国会，あるいは自治体の

議会は，温暖化問題に十分に関与できているとは言いがたい。例えば，地球温暖化対

策の中期目標等は，内閣総理大臣によって決定されているし，２００９年７月に成立した

「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の

有効な利用の促進に関する法律」（エネルギー供給構造高度化法）においては，国民

＊２１ 原科幸彦『市民参加と合意形成－都市と環境の計画づくり』（学芸出版社，２００５年９月）

第３部 低炭素経済社会をどのように構築するか

－ 150 －



の権利義務にも関わる，太陽光発電を含めた再生可能エネルギーの買取りを義務付け

る条項や買取価格，買取期間に係る条項が定められておらず，これらの事項について

は，経済産業大臣が策定する「判断の基準」に委ねられている。ドイツで買取価格の

具体的金額等が法律で定められているのとは，対照的である。

また，国会に提出される法律案に対する市民からの意見提出の機会は保障されてい

ない。

さらに，最近は，市民による立法提案がなされることも少なくないが（例えば，気

候ネットワークによる「気候保護法案」の提案など），市民・NGO が，議会法制局を

利用して独自に法律の条文化を行い，または，請願以外に市民作成の法案を正式に提

出できるような制度は整備されていない。

�２ 審議会など

審議会等の委員に，市民・NGO 代表が参加することが多くなってきている。しか

し，委員の人選が不透明で，行政の恣意性を排する方法が採られているとは言い難い。

また，必ずしも，業界の利益代表や業界寄りの立場の学識経験者と，市民・NGO の

代表が，数の上での均衡が保たれているわけではなく，行政側で決めた結論の追認に

終わってきたのが実態であり，形の上での参加に止まっているのが実情である。

�３ パブリックコメント，国民対話，タウンミーティングなど

これまで，市民参加の手法として，パブリックコメント制度が導入されたり，国民

対話・タウンミーティングが試行されたりしてきた。しかし，これらは，十分な情報

開示がなされないまま推進され，行政主導の政策形成を変えるまでには至っていない

のが現状と考えられる。

パブリックコメントについていえば，この制度は，行政手続法３９条等に基づき，行

政の意思決定過程の公正を確保し，透明性の向上を図ることや，国民・事業者等の多

様な意見・情報を把握し，それらを考慮して意思決定を行うために導入されているが，

�どこまで真剣に，市民の声を汲んで，耳を傾けているのか，単に聞き置くだけにな

っていないか，�コメントの数が重視され過ぎ，大量動員手法が結果を左右していな

いか，�意見を求めるに際し，意図的な誘導を行い，回答を導いていないかなどの問

題がある。

内閣官房が２００９年４月１７日付けで行った「地球温暖化対策の中期目標に対する意見

の募集（パブリックコメント）」では，「中期目標の実現に向けて，どのような政策を

実施すべきか（略）政策の実施に伴うコスト（規制に伴う国民や企業への負担，経済

的助成に伴う財政負担など）について，どのように考えるか」と質問し，中期目標の

判断に際して「コスト」が重大な問題であることを予め示唆したと考えられる。また，

「中期目標に求められる条件」として，「政府としては」「裏打ちのない宣言ではなく，

技術面・コスト面から見て実行可能であること」を満たす必要があると考えていると

述べることによって，高い目標水準を掲げる論者は「技術面・コスト面から見て実行

可能で」ないことを主張していると，暗に批判しているように捉えられる。

また，その中期目標決定経過について，世論調査に際し，前提として提供された情

報が誘導的であったなど，政府によって一定の方向付けがなされたとの指摘，批判が

なされている。
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これらから得られる教訓は，政策形成の場において，実効性ある市民参加が確保さ

れるためには，参加の制度的保障が深化・多様化することとともに，政策決定者側に，

政策形成に際して市民と協働しようとの意思があること，市民や住民・消費者に対し

て適切な情報提供がなされること，そして，議論の場，時間をかけた経験の積み重ね

などが必要不可欠なことである。

�４ 地域エネルギー・温暖化対策推進会議

国や自治体などが協力して，地域における取組みをバックアップするために「地域

エネルギー・温暖化対策推進会議」が，京都議定書目標達成計画に基づき，北海道か

ら沖縄までの９ブロックで設置されている。この会議は，エネルギー・温暖化対策に

関する情報交換や，地域の自主的取組みの促進を目的として，各地域において，国の

地方支分部局，域内の自治体，エネルギー関係者，経済団体，消費者，都道府県地球

温暖化防止活動推進センター，NGO などをメンバーとして開かれている。しかし，

NGO などが入っているとはいえ，中央官庁が国の政策を自治体に伝達，説明し，自

治体の取組みを報告させるという色彩が強く，形式的なものにとどまっていて，活動

実績があがっているとはいえない。

�５ 地球温暖化防止活動推進センター

地球温暖化防止活動推進センターは，都道府県にそれぞれ１つ指定される民間組織

で，啓発・広報や，民間団体活動の支援，相談，助言，調査，情報・資料の分析，分

析結果の提供，都道府県等が行う施策への協力などを行うこととされている（地球温

暖化対策推進法２４条）。民間組織としての柔軟性を活かしつつ，施策を実現して行く

狙いがあるものと考えられる。２００２年の法改正によって，財団法人，社団法人だけで

なく，NPO 法人（特定非営利活動法人・特定非営利活動促進法２条２項）も指定で

きるようになって以来，指定法人数は増加し，現在，ほとんどの都道府県で指定され

ている。京都府のセンターは，地域の木材利用促進効果もある「ウッドマイレージ CO２

を組み込んだ京都府産木材認証制度」などの試みを行っている２２。

�６ 地球温暖化対策地域協議会

地球温暖化対策地域協議会は，日常生活に関する温室効果ガス排出抑制等について

協議するため，地方公共団体や，都道府県地球温暖化防止活動推進センター，地球温

暖化防止活動推進員，事業者，住民などによって組織できる団体である（地球温暖化

対策推進法２６条）。

この協議会は，それ以前に設立された組織によって先進的な事例が見られたことを

受けて，法律で位置付けられたものという２３。協議会方式は，最近，施策実現のため

に民間の力を活用することを目指して，自然再生推進法に基づく「自然再生協議会」，

景観法に基づく「景観協議会」，中心市街地法に基づく「中心市街地活性化協議会」

などで用いられているが，この地球温暖化対策地域協議会もその１例である。

広島県の地球温暖化防止活動推進センターである「脱温暖化センターひろしま」で

＊２２ 和田武，田浦健朗『市民・地域が進める地球温暖化防止』１８２頁（学芸出版社，２００７年６月）

２３ 和田，田浦・前掲注２３）４３頁
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は，この地域協議会を TEAM（チーム）と呼んで，その立ち上げや活動を支援し，

交流・協議の場として「広島県地球温暖化対策地域協議会連絡会」（通称「TEAM

MATE ひろしま」）を組織している。

�７ 地球温暖化防止活動推進員

地球温暖化対策推進法２４条は，地域における地球温暖化の現状，対策に関する知識

の普及，推進活動に熱意と識見を有する者のうちから地球温暖化防止活動推進員を，

都道府県知事等が委嘱できるとしている。

�８ 自治体における市民参加－再生可能エネルギーの普及をめぐって

� 市民共同太陽光発電所「きょうとグリーンファンド」の取組み

NPO 法人きょうとグリーンファンドは，市民からの寄附金や，会費，補助金な

どをもとに，幼稚園，保育園，共同作業所などに太陽光発電設備を設置し，２００１年

から２００９年１月までに１２機を完成させている。設置後も，幼児，保育士，保護者，

地域住民などを対象に環境学習が行われており，その参加者が節電，環境保全に努

めるようになるなど，意識の変化が見られるという２４。

� 市民共同風力発電所「北海道グリーンファンド」の取組み

NPO 法人北海道グリーンファンドは，市民に節電を呼びかけ，市民から月々の

電気料金の５％の拠出を得て，基金として積み立て，「市民共同発電所」を建設し

（グリーン電気料金制度），２００１年に１号基を誕生させて以来，２００５年までに５基

を誕生させている。地域の参加による自発的，自覚的取組みを通して，地域に賦存

する未利用な自然エネルギーを，地域の人々の手で生活に有用な電気という財に変

え，市民風車を環境，地域経済を循環させる牽引役として地域の中に根づかせ，さ

らに，日本の自然エネルギー，エネルギー政策をも変えて行くことを構想している

という２５。

� 滋賀県野洲市の取組み－エコ SUN 山プロジェクト

滋賀県南東部に位置する人口約５万人の野洲市（旧野洲町ほか）では，�，�と

は異なり，市民団体だけでなく，自治体も加わって，地域通貨を用いて，自然エネ

ルギーの普及や，地域交流，地域経済の活性化などを目指している。

即ち，市民は，１０００円を NPO 団体「エコロカルヤスドットコム」に寄附すると，

地域通貨１１００「すまいる」を交付され，これを，地域の商店での買い物などの際に，

支払い金額の５～１０％分について，現金の代わりに使うことができる。市民から集

まった寄附金で，NPO 団体は太陽光発電所を設置する。

地域通貨を受け入れる加盟事業者等は，商品代金等の５～１０％分を実質的に割り

引いて売ることになる。これは，市民の地元商店などでの買い物が促されて地元商

店街が活性化し，事業者等は実質的にはそれ程負担になっていないという２６。ここ

では，地域通貨の流通を通じて，自然エネルギーの普及，地域交流，地域経済の活

＊２４ NPO 法人きょうとグリーンファンド（http : //www．kyoto―gf．org/index．php），和田，田浦・前掲注２３）８５頁

２５ NPO 法人北海道グリーンファンド（http : //www．h―greenfund．jp／），和田，田浦・前掲注２３）８７頁

２６ 和田，田浦・前掲注２３）２０１頁
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性化などが同時に目指されているのである。

そこに至った経緯であるが，１９９５年，旧野洲町は戦後５０年，町政４０周年を記念し

て，まちづくりの理念「ほほえみやすちょう」を提唱した。その後，２年をかけて，

市民参加のもと「地域新エネルギービジョン」を策定し，以後，このビジョンをも

とに，「エコ SUN 山プロジェクト」と名付けて，温暖化対策や，ボランティアと

森林組合の協働による里山保全等に取り組んだ。

遠藤由隆さん（旧野洲町・現野洲市職員）によれば，野洲町は，「ほほえみやす

ちょう」を提唱した際，「経済軸から生命軸へ」との意識で施策を展開して行くこ

ととした。その基本コンセプトは「生命」で，目指す社会像は「人権と環境を土台

に生きる意味が実感できる社会」であった。「生きる意味が実感できる」とは市民

活動のことだという。

環境の側面から見た社会像としては「地域の資源循環を軸とした『小規模分散型

エネルギー社会』」を想定した。エネルギーに着目したのは，エネルギーを見据え

なければ，循環型社会づくりは無理と考えたからという。その中で住民所有と経済

を重視した。エネルギーを「市民が持つ」ことを理念に掲げたのは，国主導のエネ

ルギーは，所詮，中央集権で，「エネルギーを市民が自分で持ってこその本来の主

権国家」と考えたからである。「市民が持つ」ためには「経済」がないと動かない

ので，経済に焦点を当てたという。こうした部分も含めて「住民活動の促進」とい

うことで，市民の力をいかに地域の中で発揮してもらえるかを考え，これまでの

「大規模集中型エネルギー社会」とは逆を地域の中でやっていくことを考えたとい

野洲駅前「すまいる市」店舗の写真（撮影：樋渡俊一，２００９年７月２９日）
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う２７。

野洲市（町）の試みは，単に再生可能エネルギーを普及させることに止まらず，

生命，環境，人権，地域分権，地域活性化，地域交流，市民参加・活動などをも視

野に入れた壮大な取組み，社会的実験ということができよう。野洲市は，人口数に

比べて太陽光発電の設置率が高く，また，「地域通貨」を活用する中で，市民が互

いをよく知るようになり，地域のコミュニティーも活性化したという。

� ドイツでの取組み

ドイツでは，１９９０年の電力引取法の制定以降，市民（農民）が共同して風力発電

施設を建設・運営する動きが広がり，２０００年の再生可能エネルギー法の制定後は，

太陽光やバイオマスによる発電施設の市民による設置がブームになっている。ロー

カルで小規模のエネルギー源である再生可能エネルギーは，市民が自らの手で排出

削減に貢献し，それを実感するうえで格好の手段を提供している（第２部第２の３

参照）。

�９ NGO・NPO

NGO・NPO は，国連憲章７１条やリオ宣言（アジェンダ２１）第１０原則（市民参加）

などに制度的根拠を持つ。気候変動に関する国際交渉では，国際的 NGO ネットワー

クが，情報収集力，分析力，発信力などを生かし，交渉の進展に重要な役割を果たし

てきた。

国内でも，国際的 NGO とのネットワークのもとに，国際交渉に参加し，情報公開

を求め，開示された情報に基づいて政策提言などを展開している NGO も現れている。

また，地域において，自治体や企業，市民とのパートナーシップを築き，地域の政策

づくりの中核的存在となっている NGO も生まれている。

しかし，日本の NGO は海外の NGO と比べて，資金力や人材確保に苦慮している

のが現状である。

日本の NGO の１つ「気候ネットワーク」は，地球温暖化防止に取り組む全国の市

民・市民団体のネットワーク組織で，１９９６年に前身「気候フォーラム」が結成さ

れ，１９９８年に「気候ネットワーク」として設立され，１９９９年に「NPO 法人気候ネッ

トワーク」となった。気候ネットワークは，国際会議・交渉に参加し，会議場通信

「KIKO」などで，国際会議の内容を情報発信し，他の国際的 NGO と交流，調査・

研究活動，政策提言，意見陳述，書籍発刊，シンポジウムの開催，情報開示請求訴訟

の提起，省エネラベルの普及，自治体の政策へのアドバイス，温暖化教育など，多彩

な活動に取り組んでいる２８。

＊２７ ２００４年２月２１日開催「温暖化対策を進める地域の社会システムの構築を目指して～持続可能な地域づくりに向けた

日中韓ワークショップ」での講演等から。（http : //www．gef．or．jp／２０club/J/WS２００３top．htm）

＊２８ NPO 法人気候ネットワーク（２００９年８月２９日の取得情報，http : //www．kikonet．org/about/history．html）
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７ 具体的に，どのような市民参加があるか

温暖化対策を推進するために，どのように市民参加を進めればよいであろうか。前述

のオーフス条約などを参考にしながら，わが国の市民参加のあるべき姿を具体的に考え

てみたい。

�１ 情報へのアクセスの保障（参加の前提，結果として）

温暖化問題が，科学的に複雑であり，必ずしも分かりやすいわけではないことを考

えると，（�）徹底した情報開示と，（�）「見える化」し，市民が関心を持ち，意見

を形成しやすくする必要性は，とりわけ高い。オーフス条約も，「環境情報へのアク

セス権」を重視し，これを最初に取り上げている。情報への十分なアクセスは，充実

した参加を行うための前提であり，他方，充実した参加は，情報への十分なアクセス

という結果をもたらす。

� 国等との関係での情報公開請求権

ア 地球温暖化対策推進法の算定・報告・公表制度

２００５年改正の地球温暖化対策推進法は，温室効果ガスを一定量以上排出する者

（特定排出者）に対し，温室効果ガスの排出量を算定して国に報告することを義

務付けた。国は，報告されたデータを集計・公表する。他方，何人にも情報開示

請求権が認められた。

この制度は，温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより，自ら

の排出実態を認識して自主的取組みのための基盤を確立し，排出量の情報を可視

化することにより，国民・事業者全般の自主的取組みを促すことを目指すもので

ある２９。特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律（PRTR 法）にならって，いわゆる「情報的手法」を採用し，温室効果ガス

排出量削減をねらった制度といえよう。

しかし，特定排出者が，自己の権利，競争上の地位等が害されるおそれがある

として，個別排出量を環境大臣等に通知しないよう請求できることにもなってい

る（２１条の３）。

この制度に基づく公表は，２００８年から行われており，NPO 法人気候ネット

ワークや，NPO 法人環境創生研究フォーラムなどによって分析が試みられてい

る。

イ 訴訟

省エネ法（２００５年改正前の１１条）に基づいて事業者が提出した事業所の燃料別

使用量や電気の使用量などが記載された報告書を，地方経済産業局長が，個人情

報あるいは事業者の利益侵害情報にあたるとして非公開とすることが適法かにつ

いて，訴訟で争われている。（�）名古屋地裁２００６年１０月５日判決（判例タイム

ス１２６６号２０７頁），（�）大阪地裁２００７年１月３０日判決，（�）東京地裁２００７年９月

２８日判決，（�）大阪高裁２００７年１０月１９日判決，（�）名古屋高裁２００７年１１月１５日

判決，（�）東京高裁２００９年９月３０日判決などが出ている。

＊２９ 森芳友「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」ジュリスト１３６４号６６頁（２００８年１０月）
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訴訟での主な争点は，製鉄・化学工場などの燃料別使用量，電気の使用量など

の情報が，製品コスト等，企業秘密に関する事項を推測させ，その開示は，事業

者の権利，競争上の地位などの正当な利益を害するおそれがあるのか，情報公開

法５条２号イの情報不開示理由は存在するかである。

（�）の大阪高裁判決は，工場の燃料別使用量などを記載した定期報告書が公

開されると，競業他社，取引先，専門家等による分析によって，製造コストなど，

企業秘密に関する事項が推測され，競争上の地位等が害されるおそれがあるとし

て，事業者が公開に反対していることをふまえ，近畿経済産業局長において，同

情報が事業者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると判

断して不開示決定をしたことには合理的な理由があると判示した。

他方，（�）の名古屋高裁判決は，工場等の燃料別使用量等の情報が公表され

ても，これにより，事業者に不利益が生ずる可能性は，さほど大きいものではな

く，抽象的な危惧感の域を出るものではないと評価すべきであって，情報公開法

５条２号イにいう「公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と客観的に認めることはでき

ないと判示した。（�）の東京高裁判決も，非開示とするには，「正当な利益が具

体的に侵害される危険性があり，それが法的保護に値する蓋然性を要する」とし

て，国の一般類型説の主張を排した３０。

� 事業者等との関係での情報開示請求権

地球温暖化対策推進法などにはないが，廃棄物処理法では，廃棄物処理施設に利

害関係を持つ者に対して，その施設の維持管理情報を直接，事業者に開示請求をす

る権利を認めている（８条の４，１５条の２の３）。これを参考に，市民が温室効果

ガス排出事業者に対して直接，排出情報の開示を請求できる制度を設けられないか，

検討に値しよう。

� 環境影響評価（アセスメント）

環境影響評価（アセスメント）制度も，環境影響評価法上での方法書（７条），

準備書（１６条），評価書（２７条）の公告・縦覧，説明会開催制度（１７条）などは，

その事業に関する情報を開示させる機能を有している。

� 訴訟

訴訟も，ある意味で，情報開示の機能がある。裁判官の面前などで，互いに主

張・証拠をやりとりする中で，交渉だけでは開示されない情報が開示されうるから

である。

� 以上は，一般社会における情報公開・開示制度であるが，経済（取引）社会にお

ける情報公開・開示制度として，投資・資金調達活動に関連して投資家に提供され

る投資評価資料の中に，企業の温暖化対策情報を組み込むことが考えられる。これ

は，企業行動を低炭素化に誘導するものとして注目される。有価証券報告書に，温

室効果ガスの排出情報，その企業の気候変動リスク情報，対策，対策評価などの記

＊３０ NPO 法人気候ネットワークホームページ（http : //www．kikonet．org/theme/disclosure．html）参照
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載を義務付けるよう求める動きがある（第３部第９参照）。

�２ 意思決定への参加の保障

オーフス条約は「意思決定に市民が参加する権利」を保障している。日本では，そ

の権利は，具体的にどのように保障されているのであろうか。

� 住民投票

憲法９５条は，一の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するのに，住民投

票による過半数の同意を要求している。また，地方自治法には，条例制定改廃請求

権（７４条），議会解散，議員解職，首長解職，直接請求に関する住民投票制度（７６

～８５条）などが設けられている。

しかし，環境問題に関しては，条例などに基づく住民投票がしばしば実施されて

いる。（�）高知県高岡郡窪川町（現・四万十町）の原子力発電所設置，（�）新潟

県巻町の巻原子力発電所建設，（�）沖縄県の日米地位協定見直しと米軍基地の整

理縮小，（�）岐阜県御嵩町の産業廃棄物最終処分場建設，（�）沖縄県名護市の在

日米軍普天間基地返還に伴う代替海上の移設，ヘリポート建設，（�）徳島県徳島

市の吉野川可動堰の建設，（�）新潟県刈羽村の原子力発電所のプルサーマル計画

導入，（	）山口県岩国市の厚木基地からの空母艦載機移転受け入れなどをめぐっ

てである。

住民投票は，同じテーマについて何度も実施することは事実上困難であり，また，

比較的回答しやすい形式での実施に限られようが，多数の住民の意見を反映できる

制度という特徴を有している。

ドイツでは，市民投票制度が環境政策などの転換に大きな役割を果たしている。

温暖化問題でも，石炭火力発電を推進しようとする政府（州政府）と，これを阻止

しようとする環境 NPO が，各地で激しく衝突している。ドイツ西部のザールラン

ド州のエンスドルフ（人口６７００人）では，２００７年，住民投票手続を用いて石炭火力

発電所の新設を阻止する運動が展開され，発電所の建設を阻止することに成功した

（７割の住民が自治体の土地利用計画の変更に反対）。同様の市民投票制度を用い

た運動は，ドイツ各地に広がっている（第２部第２の２参照）。


 住民監査請求，条例制定・改廃請求など

住民監査請求制度は，市民が自治体の長や職員等による違法もしくは不当な公金

の支出，財産の取得や契約の締結，公金の賦課・徴収を怠る事実などがあると考え

るときに，これを証明する書類を添えて，自治体の監査委員に対し監査を求め，必

要な措置を講ずべきことを請求する制度である（地方自治法２４２条）。温暖化問題に

ついても，違法または不当な公金の支出の差し止めを求めることが有効な場面があ

ると考えられる。違法な行為などに対しては住民訴訟を提起し，司法の判断を求め

ることもできる（２４２条の２）。

また，同じく地方自治法上の制度として，条例制定・改廃請求権（７４条），議会

解散請求権（７６条），議員または長の解職請求権（８０，８１条），主要公務員の解職請

求権（８６条）などがある。

� コンセンサス会議

コンセンサス会議は，１９８０年代半ばにデンマークで生まれた制度で，１９９０年代以
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降，ヨーロッパ，アメリカ等でも試みられている。日本では，１９９８年に遺伝子治療

をテーマに試みられたが，法制度には位置付けられていない。

デンマークでは，国会の下にあるデンマーク技術委員会が，コンセンサス会議を

開催している。まず，会議のテーマが選ばれると，会議全体のプロセスを計画し責

任を持つ運営委員会が構成され，この委員会は扱うテーマの専門家を探し，専門家

パネルを構成する。

会議の中心になるのは，公募によって選ばれた市民パネル（１４～１６名）である。

市民パネルは，そのテーマについて学び，どのような問題を議論するのかを決める。

それに従って，このテーマに関係するさまざまな専門家が説明し，市民パネルと専

門家パネルの間で質疑応答が行われる。これを受けて，市民パネルは討論を重ね，

合意（コンセンサス）に至るよう努力し，その結果をまとめ，広く公表する。なお，

市民パネルの討論以外の会議は公開で行われる。

デンマークでは，この結果はマスメディアを通じて広く報道されている。EU 諸

国等では，まだ実験段階と言ってよいが，デンマークでは，実際に社会に影響を及

ぼしているという３１。

� 審議会など

審議会構成メンバーの，行政による恣意的な選任を回避するには，その出自を決

めておくこと（例えば，産業界代表（業種別），NGO（複数），消費者代表，労働

者代表，専門家（学際的，対立する両意思を含む），各被害者代表，次世代代表，

生態系代表など），できるだけ多様な意見を集めるようにすること，賛成派と反対

派がほほ均衡するようにすること，一定割合を公募によるとすることなど，委員選

任についてのガイドラインを定める必要がある。

� 市民参加を実効あるものとする専門家（集団）の政策決定などへの関与

市民参加を実効あるものとするためには，専門家（集団）の政策決定などへの関

与が必要である。とりわけ，科学的複雑性，専門性の高い温暖化問題に関しては，

専門家の関与が重要である。例えば，IPCC（気候変動に関する政府間パネル，Inter-

governmental Panel on Climate Change）の関与が参考になる。日本でも，河川法

１６条の２第３項は「河川管理者は，河川整備計画の案を作成しようとする場合にお

いて必要があると認めるときは，河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなけ

ればならない」としているが，これは，知識・情報・経験を有する専門家の関与が，

住民・市民参加制度と並んで重要であることを示唆しているものと考えられる。

近畿弁護士会連合会が２００８年に開催した第２５回人権擁護大会では，「琵琶湖版

IPCC 創設の提言」を採択し，琵琶湖について，持続可能性の理念を基礎にした合

理的な政策決定を行うために，「縦割行政の枠を超えて，それぞれの専門家が科学

的知見に基づいて自由に討論を行ない，その結果を合理的な政策決定を担保するた

めの有力な資料として提供できる専門評価機関を創設すべきである（琵琶湖版

IPCC）」としている３２。

＊３１ 科学技術への市民参加を考える会（AJCOST）のホームページ（http : //sns．ajcost．jp/blog/blog．php?key＝２０８）

３２ 日本弁護士連合会「第２５回近畿弁護士会連合会人権擁護大会決議」自由と正義 Vol．６０―２月号１１５頁（２００９年２月）
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なお，専門家（集団）の政策決定への関与と，通常の住民・市民の参加制度との

関係をどのように築くべきかは，重要な問題である。

また，専門家組織の会議・運営等は，密室化されずに，公開されることが必要で

あろう。会議・運営等が公開されてこそ，専門家（集団）の判断の信頼性，権威は

高まるはずである。

� 環境影響評価（アセスメント）制度を通じての市民参加

環境影響評価（アセスメント）制度も，環境影響評価法で，方法書（スコーピン

グ（対象項目設定），８条），準備書（１８条）に対して市民の意見提出の機会が保障

されており，これを通じて，市民の意見を反映させられる可能性がある。意見提出

者の範囲について地域限定はない。しかし，意見表明に対して，事業者側が真摯な

検討を行うかどうかは不明で，事業内容などに影響を与える保障はない。

具体的事業の実施にともなう温室効果ガスの排出量を抑制するためには，現行の

環境影響評価法や条例に基づく環境影響評価制度に，温室効果ガスの調査・予測・

評価を義務付け，その削減措置などを組み入れることが必要である。現行の制度で

は，「温室効果ガスの排出量」は，「基本的事項」（環境影響評価法４条１０項など）

で定められる調査・予測・評価の項目の１つとされ，この調査等を合理的に行うた

めの手法等につき関係主務大臣が定める対象事業ごとの「技術指針」においても，

調査・予測・評価の対象として掲げられている。しかし，全てのアセスメント対象

事業について，温室効果ガスの排出量調査等が要求されているわけではない。全て

の対象事業に，温室効果ガスの排出量を調査等の項目に入れるべきである。

福島県いわき市に４０万 kW の石炭火力発電所を新設する計画の環境影響評価準

備書に対して，２００９年５月，環境大臣は，（�）実行可能な最大限の二酸化炭素排

出削減対策が講じられているとはいえない，（�）京都議定書の第一約束期間にお

いて相当量の二酸化炭素排出増加につながることから目達計画の達成に支障を及ぼ

すおそれがある，（�）その後も電気事業における長期的な二酸化炭素排出原単位

の低減に支障となるおそれがあり，温暖化対策上問題があり是認しがたいとの意見

を，経済産業大臣に提出した。

環境大臣は，また，経済産業省に対し，地球温暖化対策に係る協力として，

（�）中期目標の達成に向けた有効な枠組みが整備されないままに，２０１３年以降，

本計画を含む電気事業用途の新たな石炭火力発電所の運転開始が行われることのな

いよう電気事業全体による二酸化炭素排出原単位低減の枠組みを早期に整備するこ

と，（�）今後計画される石炭火力発電所は，その時点で採用可能な石炭ガス化複

合発電，二酸化炭素回収・貯留等の最高水準の技術を用いて，二酸化炭素の排出を

最大限抑制したものとすること等を要請した。

環境影響評価制度を実効的なものとするためには，事業アセスメントの実施時期

を早めるだけでなく，その上位段階で行われる戦略アセスメントの導入を環境影響

評価法において明記する必要がある。

� NGO・NPO 等による参加

NGO・NPO は，組織性，継続性，専門性等の点で，個人では行いえない対応を

可能とし，市民・消費者への情報提供，政策の決定過程や実施過程，検証過程，司
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法の場における実践などで，市民参加や民主主義の発展に貢献するものである。

とりわけ温暖化の問題は，侵害行為と結果・被害発生との間の因果関係について

空間的，時間的に大きな隔たりがあり，科学的メカニズムも複雑であるなど，普通

の公害・環境問題に比べて特殊性があるから，専門性，継続性を持つ NGO・NPO

が果たすべき役割，機能は大きいといえる。

NGO・NPO がそのような役割を十分に果たすためには，（�）組織としての継

続性，（�）組織の民主性，透明性，（�）人材確保，養成力，（�）情報収集・分

析・発信力，交渉力，政治的力（ロビーイング活動能力も含めて），ネットワーク

作り能力，調整力の向上，（�）財政的基盤の安定性などが要請される。NGO・NPO

の活動を保障するためには，（�）政策形成過程への参加の制度的保証，（�）税，

財政上の優遇措置などが必要になろう。

ドイツでは，法令の制定や重要な政策決定の際には，環境 NGO に意見表明の機

会が与えられ，議会審議でも環境 NGO の意見を公聴することが多い（第２部第２

の３参照）。

なお，NGO・NPO の活動にとって参考になるものとして，自然公園法の公園管

理団体制度がある（３１，３７条）。これは，環境大臣等が指定する「公園管理団体」

が，土地所有者と協定を締結し，公園内の登山道等施設の補修，風景地保護協定に

基づく自然風景地の保護管理や公園利用者への情報提供などを行うものである。民

間団体や市民の積極的な参加により地域に密着した公園管理を推進することをねら

いとする制度である（第５部第５参照）。対象が地球環境と自然公園という差違は

あるが，再生可能エネルギーの普及，温室効果ガス削減の取組みなどの場面で，熱

意をもって誠実に実践活動を行う団体に，一定の権限を与え，公の利益のために活

動してもらう制度として，参考になるものがある。

� 消費者として，消費者団体を通じての参加

ア 消費者は，消費過程を担う存在として，生産・流通過程を担う事業者と対比さ

れる。消費者は，生活の実体に根ざしているだけに，生産者の論理（利益重視）

とは別の論理（生存・生活・健康・生態系重視の論理）に基づき思考・行動する

（第３部第９参照）。

消費者は，情報公開請求権が十分に保障され，情報が適切に提供される中で，

消費行動や社会的活動を通じて，市場や社会に重大な影響を及ぼすことができる

（第３部第９，本人権擁護大会第３分科会「安全で公正な社会を消費者の力で実

現しよう～消費者市民社会の確立をめざして～」報告書参照）。

その消費者の論理，行動こそ，持続可能な社会・低炭素社会の実現に不可欠な

ものである。最終消費段階で使用される製品や住宅などについての消費者による

選択，使用段階での排出削減行動は，温室効果ガスの排出削減のために重要な役

割を果たす。また，生産・流通過程を担う事業者に関する情報公開や，事業者の

排出削減行動を誘導する面での消費者の役割も期待される。生活の実情に根ざし

た消費者が，「消費者市民社会」を形成していく過程は，低炭素経済・社会の実

現に不可欠である。

イ 消費者の政策提案権と行政側の応答義務
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消費者・市民は意見を言い放すのではなく，意見に対して応答されることによ

り，行政・事業者との対話が始まる。対話，意見や主張のキャッチボールがあっ

てこそ，参加は充実，実質化するのである。

現行消費者法制度には，その点，参考にすべきものがある。例えば，消費生活

用製品安全法９３条１項は，「何人も，消費生活用製品による一般消費者の生命又

は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一

般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは，

主務大臣に対し，その旨を申し出て，適当な措置をとるべきことを求めることが

できる」と措置請求権を定めている。そして，同条２項は，「主務大臣は，前項

の規定による申出があったときは，必要な調査を行ない，その申出の内容が事実

であると認めるときは，この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければ

ならない」と，応答・措置義務を定めている。

同様の規定は，家庭用品品質表示法第１０条にもある。これらの制度を実質化し，

拡大して行くことは，低炭素経済・社会を実現する上で重要である。

ウ なお，消費者法の分野ではないが，都市計画法２１条の２は，地権者，まちづく

り NPO 法人に対し，都市計画決定等の提案権を認めている。都市再生特別措置

法３７条以下も，都市再生事業者による都市計画等提案制度を設けている。提案が

あった場合，都道府県等や都市計画決定権者は，遅滞なく，または速やかに判断

を行わなければならないとされている（都市計画法２１条の３，都市再生特別措置

法３８条）。

�３ 司法アクセス権の保障－司法制度を通じての市民参加

� 司法には，市民参加が不十分な場合に，これをチェックする権能がある。前述の

オーフス条約は，市民の情報へのアクセス権が確保されなかった場合や，市民の参

加に異議がある場合に，司法にその再検討を求める司法アクセス権を保障している。

� また，環境法違反の私人または公的機関の作為および不作為について，市民が司

法手続によって争う権利もオーフス条約は保障している。司法には，行政や私人に

違法行為がある場合などに，それを統制・是正し，法の支配を貫徹する権能がある。

アメリカ連邦最高裁は，２００７年４月２日，環境保護庁に，大気汚染防止法による

CO２排出規則制定権限があることを認める判断を行い，行政に対する司法のコント

ロール権を行使した（第２部第２の５参照）。

� さらに，司法制度自体を通じても，市民参加は保障，拡充される。即ち，訴訟自

体が，裁判所という議事進行役の整理のもと，公開法廷などで主張・立証活動等が

展開され，合理的，理性的な論戦が交わされることを制度的に保障している。公開

の司法手続を通して十分な討論を尽くしていくことで，市民に議論の焦点を明確に

提示し，国や事業者に情報開示を求め，科学と正義に基づき，温暖化の被害拡大を

防止する政策の強化につなげていくことや，それらが報道され，多くの人に知られ，

議論の素材が社会に提供されることを通じて，法廷外での多くの市民や専門家を巻

き込み，社会的コンセンサスの形成に寄与することが期待される。

地球温暖化被害の拡大防止のために，市民による司法制度の活用が促進されるべ

きである。
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そのためには，環境アセスメントにおける温暖化防止の視点からの評価基準を導

入するなど，司法審査の基礎となる制度の整備も必要となる。また，行政訴訟にお

ける訴えの利益，原告適格の拡大，処分性の拡張（最高裁大法廷平成２０年９月１０日

判決は，土地区画整理事業の事業計画に「処分性」を認定した），行政裁量統制の

実質化，執行停止権限の拡張など，司法の権限，行政統制（コントロール）機能の

強化がなされてしかるべきである。

� 団体訴訟制度

環境法違反や条例違反などがある際に，一定の団体に，その違法等の是正を求め

て訴訟提起・遂行等することを可能とする制度として団体訴訟制度がある。これは，

環境法違反や条例違反などの状態が，個人の権利・利益に還元しにくいか，あるい

は，できない場合（個人が訴訟提起しにくいか，できない場合）であっても，司法

判断・介入の道を開くことによって，司法の行政・事業者等へのコントロール機能

を拡大し，法の支配を貫徹することを狙いとしている。

団体訴訟制度については，２００４年（平成１６年）の行政事件訴訟法の改正に際して，

行政事件一般に関する団体訴訟制度の立法化が検討されたが，実現しなかった。し

かし，消費者問題の分野では，２００６年（平成１８年）改正消費者契約法１２条等で，消

費者団体訴訟制度が導入され，適格消費者団体が原告となって，消費者全体の利益

のために，事業者に対して不当行為の差止や損害賠償を求める訴訟を提起できるこ

ととなった。これによって，消費者団体の役割が注目され，活動が活発化している。

温暖化は，その影響が，まず，自然生態系の異変として現れる。その段階での影

響の拡大防止措置を怠れば，回復できない被害をもたらすおそれがある。旧来型の

個人の被害概念でとらえきれない温暖化被害を防止していくために，将来世代の利

益擁護のための訴訟や自然生態系保全のための訴訟を提起できることが必要である。

他方，温暖化問題に関しては，前記のとおり環境 NGO 気候ネットワークが，情

報公開法に基づき，省エネ法定期報告情報の開示を求め，その非開示決定の取消を

求める訴訟を提起し，事業所ごとの排出量や燃料別消費量の開示を推進してきた。

それにより，日本の温室効果ガスなどの排出実態がより明らかになり，効果的な排

出削減対策の策定に寄与してきた実績がある。

このように，NGO・NPO など，民間公益団体に訴訟提起を認める団体訴訟制度

は，温暖化問題解決の手法としても不可欠であり，早急に導入すべきである。また，

団体訴訟制度を実効性あるものにするためには，弁護士費用の片面的敗訴者負担制

度の採用を検討する必要がある。

� その他，アメリカの市民訴訟条項のように，怠惰な行政庁や事業者を被告として，

私人が裁判所に提訴できる制度を導入することも，温暖化問題への司法のコント

ロール，法の支配を拡大するために検討されるべきである。

８ まとめ

以上見てきたとおり，低炭素経済・社会実現の問題は，地球，国のあり方を決定する

問題であって，同時に，地域のあり方を決定する問題である。現世代の人権・権利だけ

ではなく，将来世代の人権・権利，さらには生態系の保全などにかかわる問題でもある。
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したがって，一部の人々だけで解決すべき問題でも，できる問題でもない。多くの市民

が情報に自由に接することを保障し，徹底的な「見える化」を図りながら，住民投票，

住民監査請求，コンセンサス会議，審議会，環境影響評価（アセスメント）制度，

NPO・NGO，消費者等が十分に役割を果たせるようにし，また，司法制度を充実させ，

市民がさまざまな形で，主体的に，政策の決定・実施・検証などのプロセスに関われる

ようにすること，そのために法制度，条件を整えることが必要，重要である。

市民が，容易に，積極的に政策決定・実施・検証の過程に参加できるためには，とり

わけ，市民に身近な地方自治体の政策決定権限，財政権限が拡充され，その活動が活発

化することも重要である。
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第４部
原子力を捨てて，
再生可能エネルギーを拡大しよう

第１ はじめに

第３部で見たとおり，原因別に見た場合，日本の CO２排出量の９３％以上が化石燃料の燃

焼に起因している。また，排出者別に見た場合，わずか８８の発電所が，直接排出の約３０％

を占めている。直接排出でみた時，１９９０年以降の日本の排出量増加量の過半がエネルギー

転換部門の排出量増加によるものであり，その主たる要因は石炭火力発電による排出であ

る。

図４－１ １次エネルギー消費に占める割合（２００６年度）
資源エネルギー庁「エネルギー白書２００８年度版」１０８頁より作成

図４－２ 発電電力量の構成（２００５年度）
資源エネルギー庁「エネルギー白書２００８年度版」１２８頁より作成
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なぜ，このような事態が生じてしまったのか。それは，原子力発電所の稼働率の低下に

よる影響である。即ち，２００２年に発覚した原子炉機器・配管のひび割れ隠し，２００４年の美

浜原発の配管減肉による死亡事故，２００７年の中越沖地震による柏崎・刈羽原発１～７号機

全ての運転停止等，原子力発電所の稼働率の低下は顕著であり，これら原子力発電所の運

転停止の結果，不足した電力の穴埋めとして，CO２を大量に排出する石炭火力発電所が

「大活躍」したのである。

では，エネルギー転換部門の排出量をどのようにしたら減らせるのか。

原子力発電所の稼働率を上げれば良いと単純には言えない。日本の原発は徐々に老朽化

しつつある。また，日本は世界有数の地震国であり，地震による事故の影響を考えた場合，

原子力発電に CO２削減の役割を努めさせるリスクは，あまりにも大きいと言わざるを得な

い（第２で述べる）。

世界の趨勢は，再生可能エネルギーに向かっている。日本においても再生可能エネル

ギーを飛躍的に増加させるべきであるが，これまでその普及を阻んできたのが，同じく原

子力なのである（第３～第５で述べる。なお，バイオマスについては第６）。

一方で，石炭火力発電所から排出される CO２を補足し閉じこめるという技術も開発され

つつあるが，その実現にはなお課題が多い（第７で述べる）。

エネルギー問題においては，こうした供給側の話ばかりでなく，むしろ需要側，即ち使う

量を減らす，効率を上げることも重要である（第８で述べる）。

当連合会は，２０００年に開催した第４３回人権擁護大会において，持続可能なエネルギー政

策はエネルギー消費の削減こそ基本であると決議した。この基本原則の意義は，今日もい

ささかも揺らいではいない。

この第４部では，エネルギー分野において排出削減が進まない構造的な原因を探り，再

生可能エネルギーを拡大していくための方策について検討する。なお，エネルギー分野に

おける排出削減策としては，再生可能エネルギーの拡大とともに，排出量取引や炭素税な

どの方策が非常に重要であるが，これらの方法による排出削減については第３部に譲る。

第２ 原子力は地球温暖化防止対策に寄与しない

１ 日本のエネルギー政策における原子力発電の位置付け

�１ 温暖化対策を理由とする原子力推進政策

１９５５年に原子力基本法を制定して本格的推進に乗り出して以来，原発はエネルギー

安定供給確保のための施策とされてきたが，１９９０年代以降は，地球温暖化対策として

の位置付けがなされている。

１９９０年１０月に地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定された「地球温暖化

防止行動計画」は，「温室効果ガスの排出を抑制するため，安全性確保を前提に原子

力の開発利用を推進する。」として，原子力の推進を地球温暖化対策の中に位置付け

た。そして，同年政府が策定した「石油代替エネルギーの供給目標」では，１９８９年度

には全体の８．９％であった原子力電力供給量を，２０年後には３０％台に引き上げるとい

う目標が設定された。

経済産業大臣（旧通商産業大臣）の諮問機関である総合資源エネルギー調査会が策
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定する「長期エネルギー需給見通し」においても，１９９０年６月の改定以降，地球環境

問題への対応の必要性が原子力の推進の根拠とされるようになった。

１９９７年１２月の COP３京都会議開催を受けて，１９９８年６月に政府の地球温暖化対策

推進本部が定めた「地球温暖化対策推進大綱」では，エネルギー需給面の地球温暖化

対策の柱として，省エネルギーや新エネルギーと共に「安全に万全を期した原子力立

地の推進」を掲げ，２０１０年度までに原子力発電電力量の１９９７年度比５割以上増が政策

化された。２００２年３月に改定された同大綱でも，２０１０年度までに原子力発電電力量の

２０００年度比約３割増が打ち出されている。

２００５年４月に閣議決定された「京都議定書目標達成計画」においてもこうした方針

は引き継がれ，２００８年３月に全部改定された同計画では「発電過程で二酸化炭素を排

出しない原子力発電については，地球温暖化対策の推進の上で極めて重要な位置を占

めるものである。」として，核燃料サイクルを含む原子力発電の着実な推進をうたっ

ている。

また，２００５年１０月に閣議決定された「原子力政策大綱」においても，原子力発電に

ついて「二酸化炭素排出については，発電過程では排出せず，発電所建設から廃止ま

でのライフサイクル全体で見ても太陽光や風力と同レベル」との認識が示され，「地

球温暖化対策に貢献する有力な手段として期待できる」との位置付けがなされた。さ

らに２００６年５月，資源エネルギー庁が定めた「原子力立国計画」でも，原子力推進は

「地球温暖化対策の切り札」などとされた。

さらに，上記「原子力政策大綱」を踏まえて原子力委員会が設置した地球環境保全・

エネルギー安定供給のための原子力のビジョンを考える懇談会が，２００８年３月に原子

力委員会に対して提出した報告書の中では，世界全体で原子力発電を火力発電に置き

換えると，世界の CO２排出量は年間４％程度（１１億トン）増大し，逆に今後世界で導

入が計画・構想されている３５０基の原発が稼働すれば，火力発電を利用する場合より

２０億トンの排出量が抑えられるとされている。そのうえで，同報告書は，原子力推進

が地球温暖化対策として不可欠であるとの共通認識を国際社会全体に広げ，原子力を

京都議定書のクリーン開発メカニズム（CDM）や共同実施（JI）の対象に組み込ま

せ，京都議定書後の次期温暖化防止の枠組みにおいても原子力を有効な温暖化対策と

して位置付けることを働きかけ，原子力の世界的拡大のため近隣のアジア地域を中心

に積極的に援助を行うとしている。また国内においても，原子力発電所の新増設や核

燃料サイクルを推進するとしている。

�２ 温暖化対策を理由とする原子力推進政策の法制化の動き

上記の原発推進の流れの中で，従来いわゆる電源三法（「電源開発促進税法」「電源

開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」）に基づく交付金制度により

推進されてきた原子力立地について，２０００年に原子力発電施設等立地地域の振興に関

する特別措置法が制定され，推進体制が強化された。さらに近年，地球温暖化対策の

観点からより一層の原子力推進を図ろうとする法整備の動きがみられる。

民主党は，２００９年４月に参議院に再提出した「地球温暖化対策基本法案」で，「安

全を基本とした原子力発電に関連する技術」を温室効果ガス排出の抑制に資する技術

の１つと位置付けた。他方，自民党と公明党も２００９年７月に「低炭素社会づくり基本
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法案」を提出したが，ここではさらに踏み込んで，原子力発電所の設備利用率の向上，

新増設の促進，核燃料サイクルの確立，高速増殖炉サイクルの早期実用化を掲げてい

る。

２ 原子力発電は温暖化対策の「切り札」か

このように，わが国の政策において，原子力発電の推進は，省エネルギーや新エネル

ギーの導入と並ぶ地球温暖化対策の重要な柱ないしは「地球温暖化対策の切り札」とし

て位置付けられており，近年その傾向はますます顕著となっている。しかし，その政策

的な妥当性について，これまで十分な検証が行われてきたとはいいがたい。

以下，この問題に関して，次の３項目の課題について検討する。

� 原子力発電は，本当に CO２排出を減らすことができるか。

� 原子力発電は，省エネ（節約とエネルギー効率化）に資するか。

� 原子力発電は，緊急の対策として実行できるか。

�１ CO２排出防止，低減の限界

� 原子力施設建設・稼働に伴う CO２の排出

原発の増設は，自ずとその上流と下流を形成する核燃料サイクル施設の拡大をも

たらすことになる。ウラン採掘から始まり，燃料の加工・製造（ウラン加工・濃縮

工場），これらの運搬（以上が「上流」），原発の建設，そして，使用済燃料の運搬・

貯蔵施設，再処理工場，高速増殖炉，MOX 燃料加工工場の建設，原発・再処理工

場から排出される放射性廃棄物の運搬，処理・処分施設の設置（以上が「下流」）

などが用意されなければならない。

その建設・操業・保守の過程では，大量のコンクリート，鉄鋼，石油製品，化石

燃料が使用されているし，核物質・放射性廃棄物の輸送に大量の石油が消費され，

専用港湾の建設にも莫大な石油エネルギーが投入される。このように，原子力発電

が温室効果ガスの排出を増大させている事実を忘れてはならない。

� 運転中，運転停止に伴う CO２の増大

原発は，出力調整ができないベースロード電源（出力はゼロか１００か）であるた

め，出力調整用の火力発電所を常設しておく必要が生じ，CO２の排出が増加する。

また，事故や不祥事で運転が停止したときに備えて，予備（バックアップ）電源

を用意せざるを得ない。停止によって不足した電力は，主として火力発電によって

補われるため，その分，CO２の排出量は増加することになる。２００２年～２００３年にか

けて発覚した東京電力の不正隠しにより東京電力の全原発（１７基）が停止したが，

このときも CO２は４．８％増加したとされている。既存原発の老朽化により，今後事

故・故障は増えるであろうし，原発を新・増設すれば，それに比例して原発の停止

頻度が増加する事態は避けられない。

要するに，原発の新・増設によって火力発電が減るのであれば，CO２の削減効果

があったと言えるが，実際には原発の増加に比例して火力発電を増やさざるをえな

いから，温暖化防止に役立っていないのが現実である。

� まとめ

確かに，原発の発電過程自体から CO２は排出されないが，原子力発電による CO２
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の削減は極めて困難であり，原子力発電が「低炭素エネルギーの中核」１であると

の宣伝は鵜呑みにできない。

�２ 原子力は，省エネに寄与しない

温暖化防止は，エネルギーの大量消費・大量廃棄をやめ，無駄遣いを極力無くさな

ければ達成できない。その観点から見た場合，原子力は，省エネ（節約とエネルギー

の効率化の向上）に資するものではなく，反対に逆行するものである。

前述のように，原発はベースロード電源であるため，電力需要の変化に合わせた細

やかな出力調整ができない。そこで，需要の少ない夜間でもフル運転させなければな

らず，作られた電力は消費を迫られることになる。この余剰電力は揚水発電所の揚水

に利用されたり，オール電化住宅の促進や深夜電力の利用が推奨されたりしている。

オール電化住宅は CO２排出削減につながらないとの指摘がある。

発電部門のエネルギー効率は約４０％にとどまるが，なかでも原子力発電はエネル

ギー効率が悪く，約３５％を超えることはない。残りの約６５％は廃熱となり，その大半

は温発水として海洋や河川に廃棄され，温暖化促進の一因となりうる。

また，原発は電力の大消費地から遠く離れた遠隔地・過疎地に立地されるため，発

電量の約８％が送電中にロスしてしまう。

さらに，原発は火力発電所に比べて倍以上の建設費がかかるが，事故等で近年の設

備利用率は６０％にも下がるなど変動が著しく，CO２排出削減対策の基本と位置付ける

ことはできない。

原発のような大規模集中型発電システムは，このようにエネルギーの無駄遣いとエ

ネルギーの大量消費を促して温暖化を助長することになる。

それに引き換え，再生可能エネルギーを利用した分散型エネルギー供給システムを

採用すれば，需要に応じた電力供給を可能にし，送電ロスを小さくできる。これに

コージェネレーションを導入し，排熱を冷暖房・給湯・蒸気などに有効利用すると，

エネルギー効率は８０％以上に向上し，１次エネルギーの電力部門の燃料供給量と CO２

の排出量を大幅に削減することができる。

�３ 原子力は緊急の対策たり得ない

温暖化防止対策の実行には緊急性が求められている。

平均気温の上昇を産業革命以前（１８５０年頃）から２℃未満に抑えるためには，直ち

に温室効果ガスの排出を削減する方策を講じ，この１０年ほどの間に世界全体の排出量

を減少に転じさせるとともに，２０５０年までに１９９０年比で５０％削減することが必要であ

る。

しかし，緊急性を要するこの１０年間に，温暖化防止に有効な基数の原発を新たに増

設することは極めて困難な状況にある。「京都議定書目標達成計画」は，「現在稼働中

の５５基に加え，建設中の２基（泊３号，島根３号）を２０１２年度時点で着実に稼働する

よう，事業者の取組をフォローアップする」と唱っているが，わずか原発２基の増設

しか見込めない現状では，目標達成は事実上不可能である。

＊１ ２００８年洞爺湖 G８サミット・福田ビジョン
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前政権のもとでの日本政府の長期目標は，２０５０年までに２００５年比６０～８０％削減であ

り，政権交代後の新政権の政権公約は２０５０年までに１９９０年比６０％以上という目標であ

る。この長期目標を達成するために，火力発電を原子力発電に置き換えようとすると，

膨大な数の原子力発電所の建設，稼働が要求される。国際エネルギー機関（IEA）の

「エネルギー技術展望２００８」によると，２０５０年までに世界の CO２の排出量を半減する

シナリオを，原子力による発電量を現在の４倍に増すことで達成しようとするなら，

毎年３２基（毎月２．６基）を建設する必要がある。これは全く現実性のない想定である。

このように，わが国において，原発が温暖化防止に寄与する効果はほとんど期待で

きないと言わざるを得ない。

３ 世界はクリーンでリスクのないエネルギーを求めている

�１ 原子力依存のリスクとクリーンエネルギーの選択

温暖化防止の対策が，かえって地球環境を汚し，人類の生存と福祉に悪影響をもた

らすものであってはならない。

しかし，原発とそれを取り巻く核燃料サイクル施設は，日常的に放射能を環境に放

出するとともに，チェルノブイリ原発事故が証明したように，万が一事故を起こせば

その被害は広範にわたり甚大なものとなる。

しかも，放射線被ばくの後遺症は，晩発性障害として長く後世に引き継がれる。特

にわが国は地震の多発国であり，予想もしない大地震によって施設が破壊され，大事

故が起こる危険性がある。これは柏崎・刈羽原発を襲った新潟県中越沖地震が教訓を

示している。

さらに，原子力施設の稼働によって，大量の低レベル・高レベルの放射性廃棄物，

使用済燃料が生み出される。しかし，現時点では，その処理・処分を安全に行える技

術が確立しているとは言えない。

このように，原子力発電・核燃料サイクル技術は決してクリーンなものではない。

日本広告機構が電気事業連合会のクリーン広告に「発電時に CO２を出さないことだけ

をとらえてクリーンと表現すべきではない」と裁定した（２００８年１１月２５日）のは，国

民の常識を代弁したものと言えよう。

温暖化のリスクを減らすために，原子力のリスクを増大させるのは本末転倒な議論

であり，地球温暖化防止は，再生可能エネルギーを中心として生み出されたクリーン

エネルギーによって達成されなければ意味をなさない。

�２ 地震によるリスク

� 日本は，ユーラシアプレート，北米プレート，太平洋プレート，フィリピン海プ

レートの４つのプレートが押し合っている地域に存在し，プレート間地震，スラブ

内地震，内陸地殻内地震のいずれも頻発する地震国である。日本の原発は，それら

の地震発生地帯の上に建設・運転されている。

原発の機器・配管等が地震動により損傷され，放射性物質の外部流出事故が発生

することは，「万が一にも」あってはならない。そのために，耐震設計審査指針に

より原発の耐震安全性を確保しようとしているが，現実に起きた地震は耐震安全性

評価の不備を明らかにしている。
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即ち，２００７年７月１６日発生した新潟県中越沖地震により東京電力柏崎刈羽原発が

甚大な被害を受けたが（東京電力によると，２００８年７月末で，不適合情報は３４９０件），

同地震のマグニチュードは６．８，震源の深さは約１７km，柏崎刈羽原発までの震央距

離は約１６km であった。それまでの地震動の評価方法によれば，この地震がそれほ

ど大きな地震動になる筈はない。ところが，現実の地震動は想定した最大の地震動

図４－３
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（４５０ガル）をはるかに超える地震動（１６９９ガル）であった。その原因は（ア）震

源の影響（約１．５倍），（イ）深部地盤における不整形性の影響（約２倍），（ウ）古

い褶曲構造による増幅（約２倍）の３つであると国と電力会社は説明したが，その

真偽は不明であるうえに，地震発生後に作られた説明であり，これらを予測できな

かったこれまでの耐震安全性評価の不備を明らかにしている。中越沖地震がマグニ

チュード６．８より大きかったならば，取り返しのつかない事故になったかもしれな

い。

東海地震の発生が切迫している浜岡原発でも，２００９年８月１１日の駿河湾地震によ

って，一部（５号機）で設計用基準地震動を超える地震動を観測した（詳細は現時

点では不明である）。この駿河湾地震のマグニチュードは，わずか６．５である。

東海地震はマグニチュード８（最大では８．５）と予想されており，東海地震が発生

した場合，設計用基準地震動をはるかに超える地震動に襲われることは確実である。

� 現在，各原発の耐震安全性の再評価がなされているが，原発の設置許可を取り消

さざるを得ないような地震動にならないよう，国と電力会社は原発の耐震安全性の

否定につながるような活断層の存在を否定し，あるいは，活断層の長さを値切る等

の評価を繰り返している。こうした評価は，時間的，空間的に取り返しのつかない

事故に至らせる危険性をはらんでいる。

�３ 老朽化によるリスク

原子力発電所の老朽化問題は極めて深刻であり，これには，応力腐食割れ（SCC），

減肉，中性子照射による脆化等がある。

２００１年１１月７日に起きた，浜岡原発１号機の余熱除去系配管の爆発事故は，原発の

老朽化を最も端的に示す事故である。この事故は，厚さ１１mm もあった炭素鋼の配管

が爆発し，一瞬にして木っ端みじんに吹き飛び，原子炉を手動停止したというもので，

極めて深刻で重大な事故であった。この事故は，SCC 対策のために水素注入や貴金

属注入を行った結果招かれたという本末転倒であった（なお，浜岡１号機は，この事

故で停止して以来運転を再開することなく，２００８年１２月，２号機とともに廃炉が決定

された）。

その後，２００２年８月２９日に，東京電力によるひび割れ隠しの不正事件が発覚した。

同年９月２０日には，中部電力でも同様の事実が発表され，この問題は一挙に BWR 型

（沸騰水型）原発を運転する電力６社合計２９機の問題へと拡大した。こうして，東京

電力の原発は２００３年４月１５日に全１７機が停止し，中部電力でも２００２年９月２０日に全４

機（当時）が停止した。

このほか，２００４年８月９日には，関西電力美浜原発３号機（PWR 型（加圧水型））

でも，二次系配管の破断によって作業員１１人が死傷する事故が起こった。破断の原因

は「エロージョン／コロージョン」，即ち機械的作用による浸食と化学的作用による

腐食との相互作用によって発生する減肉であった。

このように原発が事故・トラブルで停止するたびに，火力発電のバックアップによ

り，CO２の排出が増加することになる。そして，原子力発電所の老朽化は今後もます

ます深刻化する一方であり，この構造は現在も全く変わっていない。原発が，CO２排

出の抑制に寄与しないゆえんである。
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�４ その他のリスクの増大

原発の新・増設及び核燃料サイクルの開発・推進は，テロの危険性を増やし，核不

拡散の流れに逆行するものである。

いわゆる原子力先進国が国内で原発を新・増設することは，経済的にも社会的にも

限界をきたしている。２００６年５月の原子力立国計画（資源エネルギー庁）によると，

「２０３０年以後……１３基の新・増設を目指す」とされているが，その実現は厳しい。

このような状況のもとで，原子力技術の海外輸出が活発になっている。しかし，必

ずしも核物質防護や国際原子力機関（IAEA）の保障措置が十分実施されていない国々

に核物質が拡散し，原子力施設が建設・稼働することには，テロリストによる核物質

の強取，施設の破壊など，極めて憂慮すべき事態を招来させる。

原子力発電の拡大は，軍事利用転換の危険性を内包しているし，再処理政策を選択

した場合には，原子爆弾の材料となるプルトニウムが抽出・保有されることになり，

核不拡散の時代の潮流に逆行する。

�５ 「原子力は気候を保護しない」～ドイツ環境省の見解～

ドイツでは，２００２年４月に原子力発電の段階的廃止のための政策転換と法整備がな

され，各原発に３２年の稼働寿命が設定された。これを経過した原発は順次廃止される

政策がとられ，その後も維持されている。２００７年には既に２基の原子力発電所が閉鎖

された。２００８年現在，１２箇所の原子力発電所で１７基の原子炉が稼働中である。

ドイツ連邦環境，自然保護及び原子力安全省（BMU）は，２００８年８月に「原子力

―高くつく迷路」（Atomkraft―ein teurer Irrweg）と題するパンフレット２を発行した。

その中で，「原子力は気候を保護しない。原子力発電所は電力を供給するのみであり，

輸送や暖房を起因として排出される CO２を減らすことができないので，その反対こそ

が真実である。」として，原子力は CO２の重要な排出源となっている輸送や暖房につ

いては排出削減効果がないことを指摘して，原子力が地球温暖化対策に有効であると

の見解を否定した。

さらに，「世界中の事故は核災害がどれ程我々の間近にあるのかを繰り返し示して

いる」として，２０００年以降も世界各地の原発で事故が起こっている事実を指摘すると

ともに，「世界中のどこにも原子力発電所から出た高レベル放射性廃棄物の認可され

た最終的な貯蔵庫はない」，「新しい原子力発電所からの電力は，キロワット時当たり，

石炭・ガス火力発電所からの電力の約２倍の費用がかかる」として，廃棄物処理の問

題や発電コストの面からも原発の維持に合理性はないことを指摘している。

�６ スウェーデンにおける脱原発政策の継続

ドイツと同じく脱原発政策を取るスウェーデンで２００９年２月に政府が発表した「エ

ネルギー政策及び温暖化対策に関する与党合意」は，日本では「スウェーデンが路線

転換，原発新設へ」と伝えられた。

しかし，この与党合意はあくまで既設原発が寿命を迎えた際の更新を可能にすると

いうものにすぎず，脱原発政策の「路線転換」の合意ではない。

＊２ http : //www．bmu．de/english/nuclear_safty/doc/４２５９４．php
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スウェーデンでは，１９７２年から１９８５年にかけて１２基の原発が稼働したが，１９７９年の

スリーマイル島原発事故をきっかけとして１９８０年に国民投票が行われた。その結果，

原発の段階的廃棄に対する賛成が多数を占め，原発の新設を禁止するとともに２０１０年

までに原発の段階的廃棄を定めた「原発廃棄法」が制定された。２０１０年とされたのは，

最後の原発の耐用年数が２５年であることを前提としたものであった。

しかしその後，原発の耐用年数が６０年と考えられるようになったため，２０１０年を絶

対的な期限年とはせず，安全性が保証されるとの条件の下で，代替エネルギーが確保

できるまで使用し続ける方針へと転換することになり，現在までのところ閉鎖された

原発は２基にとどまっている。

今回の合意では，原発を利用している現状はあくまで「移行期間」にすぎないこと

を明記した上で，既設の原発が技術的・経済的寿命に達した場合に新しいものに順次，

取り替えられるようにすることで，その移行期間を延長するとされている。また，新

設の場所も現在，既に原子炉がある場所のみに限り，総数も現在の１０基を限度として

いるのであり，これを越えて原発を増設し，原発に対する依存度を今よりも高めよう

とするものではない。

なお，スウェーデンでは，政府は２００８年３月に，温暖化対策として２０２０年までに全

消費エネルギーに占める再生可能エネルギーの比率を５０％に高めるとの中期目標を打

ち出しており，２００９年２月の与党合意の中でも，再生可能な電力の発電量を２０２０年に

２００２年比で２５TWh（スウェーデンの電力供給及び需要は年間約１４５TWh）増加させ

るという新たな目標も盛り込まれている。

４ マラケシュ合意に反する政府内の動き

�１ マラケシュ合意

２００１年，モロッコのマラケシュで開催された COP７において，京都議定書の運用

ルールである「京都議定書第６条実施のためのガイドライン」が合意された（第２部

第１参照）が，このマラケシュ合意では「附属書�締結国が第３条第１パラグラフの

約束達成に原子力施設により発生する排出削減単位を使用することを控えるべきこと

を認識」することが合意され，原子力施設により発生する排出削減単位は CDM や JI

に使うことを控えるべきものとされた。

�２ 日本政府の方針

ところが，日本政府は，前述のように原子力を CDM や JI の対象とする方針を取

ろうとしている。２００８年６月に，原子力委員会が設置した地球環境保全・エネルギー

安全供給のための原子力のビジョンを考える懇談会は，２００９年３月，温暖化対策とし

て原子力を積極的に活用することとし，「原子力エネルギーを CDM や JI の対象に組

み込む働きかけを国際社会に積極的に行うべし」との意見報告をした。この方針は，

明らかにマラケシュ合意を反古にするものであり，国際的な温暖化防止対策に逆行し

ている。

５ むすび

以上概観したように，原子力発電の推進は，温室効果ガスの低減に寄与するものでな
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いし，緊急の温暖化防止策となりえない。逆に，原発の新・増設は，火力発電量を増や

し，原子力災害の確率を高め，核廃棄物による地球環境への負荷を増加・助長する。そ

の上，核テロ，核拡散のリスクを伴う。

私たちは原発への回帰を行うのではなく，エネルギー源の持続性，安全性，廃棄物対

策など，どの観点から見ても，再生可能エネルギーの普及と省エネの促進を図るという

選択をすべきである。

第３ 遅々として進まない再生可能エネルギーの利用

１ 日本における再生可能エネルギーの現状

�１ 太陽光発電

わが国で太陽光発電の研究開発が始められたのは，１９７４年に発表した「サンシャイ

ン計画」（石炭液化，ガス化，太陽電池，風力発電などの技術開発）からである。こ

の計画は，１９７３年の第１次石油ショックの経験を踏まえて策定されたものであるが，

太陽電池製造コストの低減を目標として，結晶シリコン電池の開発などが推進された。

また，１９８０年には，新エネルギー総合開発機構（現在の新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO））と新エネルギー財団が設立された。

１９９２年には，電力会社による太陽光発電の余剰電力買取制度が開始され，翌９３年に

は逆潮流を可能とする系統連系技術要件ガイドラインも策定された。同じ年，「ニ

ュー・サンシャイン計画」が新たに発足し，それまで別個に推進されていた，新エネ

ルギー，省エネルギー及び地球環境技術の３分野の技術開発を総合的な観点から推進

することになった。こうして，太陽光発電導入のための環境が整備されていった。

１９９４年には，新エネルギー財団により住宅用太陽光発電システムモニター事業が開

始され，システムの購入者に対して経費の５０％を補助する制度が立ち上げられ，普及

のさきがけとなった。わが国の太陽光発電の導入量は，その後長年にわたり世界一の

座を占め続け，２００４年度には累積で１１３．２万 kW にのぼった。これは当時の世界の太

陽光発電の導入量の約４３．６％に当たる。

しかし，上記の補助制度は２００５年度末で終了するとたちまち失速し，単年度では

２００４年，累積では２００５年にドイツに抜かれた。その後はさらに差が広がり，単年度導

入量ではスペインにも抜かれた。

こうしたなか，政府は，２００８年に閣議決定した低炭素社会づくり行動計画での

「２０２０年に１０倍増」という計画に基づき，特に太陽光発電に力を入れる方針を打ち出

した。そして，２００８年度補正予算において，住宅用太陽光発電への補助制度を新たに

開始した。しかし，その目標は不十分であり，その不十分な目標の達成のためにもさ

らに追加措置が必要な状況である（その後の動きについては，後記２�３参照）。

太陽電池の生産において，一時，日本は世界の５０％以上を占め，その将来が有望視

されていた。日本の２００６年度の累積導入量は１７０．９万 kW で，世界の導入量の３０％を

占め，２００６年末の生産量は世界の３６．８％で世界１位であった３。しかし，その後の国

＊３ 資源エネルギー庁「エネルギー白書２００８年度版」１３３頁，１７１頁
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際競争の激化により，２００７年にはドイツの Q セルズ社が太陽光発電システム生産量

のトップ企業となり，日本企業の合計のシェアは２５％に急落した。これをシェア２２％

の中国，シェア２０％のドイツが肉薄している状況にある（環境エネルギー政策研究所）。

太陽電池の生産量は近年急激に増加しており，２００８年の生産量は前年比８７％増の６９４１

MW となった。同年の日本の太陽電池出荷量も前年比３６％増となる約１１５０MW に達

した。

図４－４ 太陽光発電の設置量MW
出典：REN２１

図４－５ 各国の太陽光発電量（累積）（飯田哲也氏作成）
２００７～２００８年のラインの上方から順番に，米国，ドイツ，
スペイン，インド，中国，デンマーク，日本を示している。
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�２ 太陽熱利用

太陽熱利用機器は，１９７９年の第二次石油ショックを経て，温水器と集熱器で利用さ

れるようになった。温水は一般家庭の屋根に設置され主として風呂への給湯を行ない，

また集熱器は，給湯以外に冷暖房用にも利用された。その生産量は温水器が７５万台

（１９８０年），集熱器が約２０万台（１９８３年）に達し，１９９４年にピークを迎えた。しかし，

その後，円高や１９９０年代の石油価格の低位安定，競合する他の製品の台頭を背景に普

及台数は年々スローダウンし，１９９６年当時でピーク時の約４分の１にまで減少した４。

�３ 風力発電

風力発電は，１９７４年にスタートしたサンシャイン計画により導入された。当初は電

力会社やメーカーによる試験研究用であったが，１９９０年になり，電気事業法関連法案

の改正による設置手続の簡素化，環境問題意識の高まりを背景に地方公共団体などで

導入されるようになった。その後，１９９２年の余剰電力買取制度，１９９３年の系統連系技

術要件ガイドラインの整備による電力売却措置，１９９８年より電力会社が風力発電事業

に対し長期間にわたり固定売電価格で購入する決定をしたことなどが要因となって急

速に普及していった。民間においても市民風車が続々と建設されるようになった。

その導入量は，１９９９年からの４年間で約８倍に達し，２００４年度末現在で９２４基，出

力約９２．７万 kW であり，日本は２００４年１２月時点で世界８位の導入量となった。地域

別に見ると，風況に恵まれた北海道，東北地方への設置が約５８％（２００５年３月末現

在）を占めた。

風力発電用機器の大型化，事業規模の拡大に伴い，発電コストも大幅に低下してお

り，本来であれば一層普及が拡大する筈である。しかし，２００３年の RPS 法（電気事

業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）の施行後，日本の風力発電の

伸びにブレーキがかかっており，２００６年末現在の風力発電の導入量は，１３１４基，出力

約１４９万 kW（NEDO 調べ：設備容量１０万 kW 以上の施設で稼動中のもの）にとどま

っている。世界の中で見ると日本の風力導入量は２００６年末時点において世界１３位で，

ドイツ，アメリカ，スペインなどの諸国とは大きな格差が生じている４。２００７年度末

でわが国の導入量は１６７．５万 kW となった。２００８年時点での導入量は，アメリカが世

界１位，ドイツが第２位，スペインが第３位となっている。

電力会社における風力発電の受入れ状況は表４－６のとおりである。

平成18年度以降平成17年度まで電力会社

解列条件付で５万kW（北海道），蓄
電池併設条件で５.５万kW （東北）

３年前まで限度枠付きで受け入れて来
たが，この３年系統安定化を理由に受
け入れせず

北海道・東北

引き続き積極的受入。自らもRPS対
策で適地開発実施

RPS目標高く，積極的に受入表明する
が，好風況地域少なし（系統容量は巨
大で問題無し）

東京・中部・関西

＊４ 資源エネルギー庁「エネルギー白書２００８年度版」１３４頁，１３５頁，１７１頁

表４－６ 電力会社における風力発電の受入れ状況
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５万kW（中国），２万kW（北陸）
積極的に受入して来たが，系統が小さ
い為にそろそろ限界

中国・北陸

受け入れせず
系統容量少なく昨年より限度枠（５万
kW）を決め受け入れ

四国

５万kW
この２年，系統安定化理由に限度枠（５
～６万kW）を決めて受け入れ（抽選）

九州

１.１万kW２万7175kWの応募あり沖縄

�４ 地熱発電・地熱エネルギー

１９８０年，NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）による地熱

開発促進調査，地熱発電所調査井堀削補助金制度が始まり，１９８５年には地熱発電開発

費補助金制度が制定された。しかし，コスト面などの制約から２００４年３月現在の発電

設備（最大出力）は約５４万 kW（２００４年度発電電力量では全体の約０．３％）にすぎず，

設置は停滞している。将来的にはヒートポンプ（気化時に熱を奪い，凝固時に熱を放

出する原理を使い，夏は地中に熱を逃し，冬は地中から熱を取る）の利用に活路を見

出そうとしている。

�５ バイオマスエネルギー

バイオマスエネルギーは，古来より直接的な燃料として使用されてきたが，日本に

おいて新エネルギーとして認知されるようになったのは２０００年代に入ってからである。

利用形態としては，直接利用のほかに，メタン発酵，エタノール発酵，液化，ガス化

など多様である。

バイオ燃料の導入については，ガソリンにエタノールを３％混合することが認めら

れており，バイオエタノールの導入促進に向け，バイオエタノールの製造とエタノー

ル３％混合ガソリンの流通・利用に関する実証試験や，ETBE 混合ガソリンの試験

販売（２００７年４月より開始，２０１０年度には全国導入を計画）等が行われている。

また，２００８年３月のバイオ燃料技術革新計画（バイオ燃料技術革新協議会）に基づ

き，非食用植物から生産する「第２世代バイオ燃料」等を多量かつ低コストで生産す

る新たな研究開発への取組みを進めることになっている。

バイオディーゼルについては，自治体や食品関連業者等で廃食用油を回収してバイ

オディーゼルを利用する取組みや，休耕田や転作田で菜の花を栽培して菜種油を生産

し，食用に利用したのち廃食油を回収して利用する取組み等が進められている。

国産バイオ燃料の生産拡大はエネルギー安全保障を強化する面で重要であるが，そ

のためには原料となるバイオマスを低コストで安定的に供給することが必要となる。

このため，食料と競合しないセルロース系のバイオエタノールを優先して開発・実用

化を進めようとしている。製造コストについては，稲わらや林地残材等農林業から発

生したものを主体原料とする製造コストを２０１５年に１００円／�，大量に生産可能な資

源作物等を利用した原料からの製造コストを同じく２０１５年に４０円／�とすることを目

標としている。

なお，わが国は「京都議定書目標達成計画」において，２０１０年度までに原油換算５０

万 k�（国産，輸入を問わず）のバイオ燃料の導入を図ることを目標としており，ま

た，石油業界では，ETBE のガソリンへの混合により，２０１０年度にバイオエタノー

ル３６万 k�（石油換算２１万 k�）の導入を目標にしている。２００６年にはバイオマスに
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ついて重点課題や施策を明記した「バイオマス・ニッポン総合戦略」を，２００８年３月

には「バイオ燃料技術革新計画」を策定し，エタノールを中心に技術開発を進めるこ

ととしている。

バイオマス利用の現状と問題点については第６で述べる。

�６ その他の「新エネルギー」

国際社会において「再生可能エネルギー」に該当するとして合意されているのは，

風力，太陽光発電，太陽熱利用，バイオマス，地熱，小規模水力利用などである。こ

れらは，持続的であると同時に，長期的な環境への負荷がより少ないと考えられるエ

ネルギー源である。

再生可能エネルギーに該当するかどうかで問題になるのは，廃棄物発電（ゴミ発

電）と大規模水力発電であるが，この２つは新たな環境負荷を与えることから，一般

的に再生可能エネルギーには含まれないものとされており，この報告書でもその考え

に立つ。ところが，日本政府は，「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」

（新エネ法）にあるように，「再生可能エネルギー」という言葉を使わずもっぱら「新

エネルギー」との言葉を使用している。この法律は，いわゆる石油ショックの経験か

ら「エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため，国民による新エネル

ギーの利用促進，新エネルギーの円滑な導入」を目的として制定されたものであり，

そもそも環境負荷の軽減を目的としたものではない。この法律でいう「新エネルギー」

とは石油代替エネルギーのことであり，具体的には政令で定められている太陽光発電，

風力発電，クリーンエネルギー自動車，廃棄物燃料製造，廃棄物発電，廃棄物熱利用，

温度差エネルギー，天然ガスコージェネレーション，燃料電池，太陽熱利用，バイオ

マス，雪氷冷熱がこれに該当するとされている。このように「新エネルギー」には廃

棄物発電やコージェネレーションといったエネルギーそのものの形態ではなく，エネ

ルギーの効率化に属するものも含まれており，政府の発表する統計や政策ではこの括

りに拠っているのが通常であるため，再生可能エネルギーの実情把握は難しい。

さらに，最近では「非化石エネルギー」という用語を用いて，再生可能エネルギー

と原子力を地球温暖化防止のために有効なエネルギーとして共通の範疇に取り込もう

とする法概念も用いられるようになっており（エネルギー供給構造高度化法），状況

はますます混乱している。その点，注意して検討すべきである。

以下に，その前提で，再生可能エネルギー以外の「新エネルギー」の現状について

概観する。

� 廃棄物発電

１９６５年，大阪市西淀清掃工場で廃棄物焼却による日本最初の発電が行われ，その

後，１９７０年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行により廃棄物発電が本

格的に普及するようになった。廃棄物は家庭などから排出される一般廃棄物と産業

廃棄物に二分される。２００３年度における前者の発電出力は１３４．９万 kW，後者のそ

れは２０．５万 kW である。２０１０年における廃棄物発電の導入目標は４１７万 kW が見込

まれている。その反面，この廃棄物発電に主眼がおかれることによって，真の意味

でのバイオマスエネルギーの促進が疎外された一面も見逃せない。

２００５年度におけるわが国の廃棄物発電の施設数は一般廃棄物については３１５万
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kW，産業廃棄物については６９万 kW となっている５。

� 水力発電

水力発電の歴史は古く１９世紀後半から開始され，運転コストが安いことから１９２０

年代以降の発電方式の主流となった。しかし，１９５０年代からは急増する電力需要を

賄うために，建設費が安く出力規模の大きい火力発電にシフトが移り，２００４年度現

在，水力発電は総発電電力量の約１０％を占めるにすぎない。

一般水力及び揚力を含む全水力発電の設備容量は２００６年末で４７３７万 kW に達し

ており，年間発電電力量は８００～１０００億 kWh を推移している６。なお，大規模水力

発電は多大な自然破壊をもたらすが，発電目的のダムを作らないような小規模の水

力発電は環境負荷が少なく，再生可能エネルギーとして評価できるものである。

� 未利用エネルギー

「未利用エネルギー」とは，夏は大気よりも冷たく，冬は大気よりも暖かい河川

水・下水などの温度差エネルギーや，工場などの排熱などの未利用エネルギーを指

すが，近年，ヒートポンプ技術などを活用し，熱需要に対応させることが可能とな

った。

具体的な未利用エネルギーの種類としては，（ア）生活排水や中・下水の熱，

（イ）清掃工場の排熱，（ウ）超高圧地中送電線からの廃熱，（エ）変電所の排熱，

（オ）川水・海水の熱，（カ）工場排熱，（キ）地下鉄や地下街の冷暖房排熱，（ク）

雪氷熱などがある。

特に雪氷熱は，古くから，北海道，東北地方，日本海沿岸部を中心とした降雪量

の多い地域において，雪氷を夏期まで保存し，雪室や氷室として農産物などの冷蔵，

あるいは，病院，老人介護保健施設，公共施設，集合住宅などの冷房などの用途に

利用されている７。

２ 立ち遅れる日本の再生可能エネルギー政策

�１ 再生可能エネルギーの拡大に向けて動く諸外国

温暖化ガス排出削減のためには，エネルギー効率の改善や省エネルギーを進めると

ともに，化石燃料への依存から脱却し再生可能エネルギーを大幅に導入していくこと

が不可欠である。こうした認識のもとで，欧州諸国等においてはすでに再生可能エネ

ルギーの導入が進展している（表４－７）。最終エネルギー消費に占める再生可能エ

ネルギーの割合は，例えば，２００５年度の実績は，スウェーデンで３９．８％，デンマーク

１７％，フランス１０．３％，スペイン８．７％，ドイツの２００７年度実績は８．６％となっている。

政　　策国　　名

州レベルでは，再生可能エネルギー割り当て義務制度エネルギー政策法で「2012
年に152億ガロン，2022年に360億ガロンの再生可能燃料の使用」を義務化

アメリカ

表４－７ 諸外国における再生可能エネルギー政策の例
各国エネルギー関連省庁発表資料等より作成（資源エネルギー庁「エネルギー白書２００９」）

＊５ 資源エネルギー庁「エネルギー白書２００８年度版」１３８頁

６ 脚注５同

７ 資源エネルギー庁「エネルギー白書２００６年度版」
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2000年施行の「再生可能エネルギー法」により，電力供給事業者に再生可能電力
の固定価格による買取りを義務化

ドイツ

2002年に施行した「再生可能エネルギー購入義務指令」により，再生可能エネル
ギー電力の割り当てを設定。2010年から，５ＭＷ以下の再生可能エネルギー発電電
力に対して固定価格買取制度を導入予定

英国

２００２年４月のヨハネスブルグサミット（WSSD）において，有志国によって「再生

可能エネルギーに向けた前進」（The Way Forward Renewable Energy）が宣言さ

れ，２００４年にはボンで，２００５年には北京で，２００８年にはワシントンで，再生可能エネ

ルギーに関する国際会議がそれぞれ開催されるなど，導入拡大に向けた国際的取組み

が進展していった。

２００９年１月２６日には，ボンにおいて，国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の

創設会議が開催された。IRENA は，再生可能エネルギーを「世界的なエネルギー需

要の伸び，地球温暖化，及びエネルギー価格高騰に対する魅力的かつ行う価値のある

解決策である。」と位置付け，同機関が地球規模での広範かつ持続可能な再生可能エ

ネルギーの導入と迅速な転換に向けた推進力になることを目的としている。そのため

に，再生可能エネルギー政策や投資等に関する知識の普及と支援，再生可能エネル

ギー投資資金調達に関する助言，人材育成等の具体的活動を行うこととされている８。

２００９年６月２９日にエジプトで行われた会議において，日本も IRENA に加盟し，同日

現在の加盟国は１２９カ国となっている。

このように，再生可能エネルギーの導入に向けた各国の努力や，国際的な取組みが

行われる状況において，日本の再生可能エネルギー政策は立ち遅れており，一次エネ

ルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合は，２００５年度で５．９％に留まっている。

わが国に今必要とされているのは，再生可能エネルギーの導入を飛躍的に高めるた

めの統合的な政策である。

�２ 日本の再生可能エネルギー政策

１９９４年１２月，「新エネルギー」に関するわが国最初の全体の基本方針である「新エ

ネルギー導入大綱」が総合エネルギー対策推進閣僚会議で決定された。

その後，１９９７年６月には，新エネルギーの一層の普及拡大を促進するために「新エ

ネルギー利用等の促進に関する特別措置法」（新エネ法）が施行された。この法律で

規定された内容は大きく分けて次の２点である。

第１は，政府が新エネルギー利用等を総合的に推進するための基本方針を策定・公

表し，エネルギー使用者やエネルギー供給者は基本方針を踏まえ，その促進のために

努力する責務を負うことが定められた。これにより，国全体としての取組み体制が明

確になった。

第２は，新エネルギーを事業活動で利用する者に対して，債務保証など金融上の支

援措置を講じることである。

同年度から，エネルギーセキュリティの確保，CO２排出抑制対策など環境問題への

＊８ IRENA「Founding an international Renewable Energy Agency」（２００８年１０月）
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積極的な対応の観点から，新エネ法に基づき認定を受けた計画に従って，新エネル

ギー導入事業（熱供給事業関係においては，例えば温度差エネルギー，天然ガスコー

ジェネレーション，廃棄物熱利用等）を行う者に対する助成及び地域における対策の

ための地方自治体に対する助成が行われている（２００２年１月には新エネ法の政令改正

によりバイオマス及び雪氷冷熱が対象に加えられた）。

１９９７年９月には，新エネ法に基づいて，同法の趣旨を具体化するために「新エネル

ギー利用等の促進に関する基本方針」が決定された。

さらに，１９９９年１２月，今後のエネルギー政策について議論する総合資源エネルギー

調査会に新エネルギー部会が設けられ，２００１年６月，「新エネルギー部会報告書～今

後の新エネルギー導入対策のあり方について～」が取りまとめられた。この報告書で

は，新エネルギーの導入状況や新たな新エネルギー導入目標（２０１０年度），新エネル

ギー導入に向けて各主体に期待される役割，国の施策のあり方などが盛り込まれた。

そして，２００２年には，電気事業者に対して毎年その販売電力量に応じた一定割合の

再生可能エネルギー等から発電される電気の利用を義務付けた RPS 法（電気事業者

による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）が制定された（この法律の内容と

その問題点については第４で論ずる）。

�３ 近時の新しい方向性～太陽光発電の固定価額買取制度の導入とその問題点

２００８年７月に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」において，太陽光発電

の導入量を２０２０年に現在の１０倍，２０３０年に４０倍にするとの目標が掲げられた。この太

陽光発電の大幅な増大のため，打ち切られていた補助金を再開することになった。

２００８年９月，総合資源エネルギー調査会の新エネルギー部会は，緊急提言「新エネ

ルギー政策の新たな方向性－新エネルギーモデル国家の構築に向けて－」において，

新エネルギー導入促進政策の提案を行い，再生可能エネルギーの導入増大の提言，＜

太陽光世界一プラン＞，＜環境対応車・グリーン家電の普及促進＞などの目標を掲げ

た。

２００９年２月，二階経済産業大臣（当時）は，家庭における太陽光発電の余剰電力分

を固定価額で買い取る「日本型」の買取制度を導入すると発表した。但し，この固定

価額買取制度は従前の RPS 制度に代わるものではなく，従前の制度に継ぎ足す形で

導入することを予定したものにすぎない。また，買取りの対象も家庭での自家消費分

を除いた余剰電力に限られるものであった。

そして，この太陽光発電の固定価額買取制度を基礎づけるものとして政府が国会に

提出したのが，いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」（正式名称は「エネルギー

供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の

促進に関する法律」）である９。

このエネルギー供給構造高度化法は，エネルギー供給事業者に対し，非化石エネル

ギー源の利用と化石エネルギー原料の有効利用を促進することを目的としている。経

済産業大臣は，「非化石エネルギー源の利用の目標」や「再生可能エネルギー源の利

＊９ この法律案と同時に，石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の改正案も提出された。
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用に係る費用の負担の方法その他の再生可能エネルギー源の円滑な利用の実効の確保

に関する事項」などについて「判断の基準」を定め，こうした判断の基準を勘案して

エネルギー供給事業者（但し政令で対象を限定）に対して「非化石エネルギー源の利

用について必要な指導及び助言をすることができる」とされている（５，６条）。さ

らに，判断基準に照らして「著しく不十分であると認めるとき」には勧告を行い，「正

当な理由がなくて」勧告に従わないエネルギー供給事業者に対しては命令を発するこ

とができるとされている。

この法律は２００９年７月１日に成立し，太陽光発電の一部について日本でも固定価額

買取制度が導入されることになった。

しかし，このエネルギー供給構造高度化法は多くの問題をはらんでいる。この法律

の仕組みは基本的に省エネ法にならったものであるが，法律には肝心の固定価額買取

制度が全く登場しない。全ては経済産業大臣が定める「判断基準」に委ねられており，

いわば「白紙委任」する内容となっている。このため，発電電力の買取りが法的には

全く保証されていないほか，買取対象，買取価額，買取期間，買取に伴う消費者の負

担など，国民の権利義務に係わる事項が法律には全く定められていない。さらに，こ

の法律は，「非化石エネルギー源」という括りのもとで再生可能エネルギーだけでな

く原子力その他の非化石エネルギー源をあわせて促進する内容になっている。法律の

目的は，依然としてエネルギーの安定供給であり，経済産業大臣が策定する「基本方

針」でも「エネルギー需給の長期見通し」などを勘案するとされている（３条）。CO２

の排出削減には全く言及されず，「環境の保全に留意しつつ」基本方針を定めるとい

う全く消極的な表現にとどまっている。

このように，今般成立したエネルギー供給構造高度化法も再生可能エネルギーの拡

大への展望を全く抱くことができない内容となっている。

第４ 何が再生可能エネルギーの拡大を阻んできたのか

何が日本における再生可能エネルギーの拡大を阻んでいるのか。以下で，その要因につ

いて検討していく。

１ RPS法

�１ 現行RPS法の概要

RPS（Renewables Portfolio Standard）制度とは，電気事業者に対して毎年その販

売電力量に応じた一定割合以上の再生可能エネルギー等から発電される電気の利用を

義務付ける制度（固定枠制度）である。日本における RPS 法といわれるものは，２００２

年６月７日に制定され，２００３年４月１日から施行された「電気事業者による新エネル

ギー等の利用に関する特別措置法」のことであり，概略は以下のとおりである。

「新エネルギー」とは，再生可能エネルギーのうちその普及のために支援を必要と

するものと定義され，このうち RPS 法の対象とされるのは風力，太陽光，地熱，水

力（水路式で１００kW 以下のもの），バイオマスを熱源とする熱，その他石油を熱源と

する熱以外のエネルギーである（法２条）。

経済産業大臣は，総合資源エネルギー調査会の意見を聞いて，電気事業者による新
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201420132012201120102009200820072006200520042003年度

160.0150.5141.0131.5122.0103.392.786.783.480.076.673.2
利用

目標量

エネルギー等電気利用目標を４年ごとに（当該年度以降の８年間について）定める（３

条）。電気事業者は，その年の４月１日から翌年の３月３１日までの１年間に利用する

ことを予定している新エネルギー等電気の基準利用量を経済産業大臣に届け出る（４

条）。

電気事業者の基準利用量は以下の計算式による。

基準利用量＝電気事業者の電気供給量（前年度）×利用目標率（当該年度）

利用目標率＝全国の利用目標量（当該年度）／全国の電気供給量（前年度）

電気事業者は基準利用量以上の量の新エネルギー等電気を利用しなければならず

（利用義務）（５条），基準利用量に達していない場合には，経済産業大臣が勧告・命

令を発する（８条）。

新エネルギー等電気には，「電気」自体と，新エネルギーの価値（環境価値）相当

分の「新エネルギー等電気相当量」の２つの価値が含まれている。「電気」と「新エ

ネルギー等電気相当量」は一体あるいは別々に販売することができる。したがって，

電気事業者は，�自ら新エネルギー等電気を発電する，�他から新エネルギー等電気

を購入する，�新エネルギー等電気相当量を取得する（６条），の３つの方法のいず

れかにより，当該年度の利用義務を履行する。さらに，当該年度の新エネルギー等電

気相当量が過剰であれば，翌年に持ち越して翌年の義務量に充当すること（バンキン

グ）が認められている。

�２ RPS法の問題点

RPS 法は，再生可能エネルギーの普及を阻害する方向に働かせることが可能な以

下のような問題を有している。

� 低い利用目標量（固定枠）で普及を阻害している

２００３年１月２７日に，新エネルギー等電気の向こう８年間の利用目標量が告示さ

れ，４年後の２００７年３月３０日にさらに告示されたが，２００３年度から２０１４年度までを

順次並べると，利用目標量は微増を目指しているに過ぎない。

経済産業省の「長期エネルギー需給見通し」では，新エネルギーの発電電力量に

占める割合は最大導入予測をしても２０２０年度は２％，２０３０年度は４％と低い数値で

ある。

現時点でも，新エネルギーの発電可能性は利用目標量を大きく上回ってお

り，２００７年度の調整後基準利用量は，６０．７億 kWh であるところ，２００８年度へのバ

ンキング総量は６７．６億 kWh に達し，２００７年度基準利用量相当がバンキングとして

翌年度に持ち越しできる状況，即ち，実際は利用しなくても可とする状況にある。

バンキングが増え続ければ，当該年度の現実の利用量は減少し，新エネルギー等発

電事業者は，購入される予定の立たない新エネルギー等を発電することを迫られ，

表４－８ 新エネルギー等電気の利用目標量 （単位：億 kWh／年）
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新エネルギー等発電の拡大は望めない。

� 普及を妨げる低価格設定が可能な制度

新エネルギー等電気は，電気自体と環境価値（新エネルギー等電気相当量）を分

離して取引が可能である。新エネルギー等電気相当量の価格は，事業者間の相対取

引により決定されるが，上限価格は１１円／kWh と設定されている１０。他方電気その

ものの価値は各電気事業者が独自に設定してよいことになっているので，電力会社

は燃料の焚き減らし分と称して，安い価格で買い取っている。

図４－１０
出典：環境エネルギー政策研究所

＊１０ 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長通知「電気事業者による新エネルギー等の利用に関

する特別措置法の運用に関する留意事項等」（２００３年２月１３日）

図４－９ 義務量と供給量の関係
出典：環境エネルギー政策研究所
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利用目標量が低く設定され，その量を超えた新エネルギー等電気については電気

事業者が購入する義務はないのであるから，電気事業者は余分な新エネルギー等電

気の価格を買い叩くことができることになる。採算性の合わない価格で購入される

ことが予想されれば，発電は抑制される。新エネルギー等電気の価格を相対取引で

形成させる制度は，低い利用目標量と相まって自然エネルギー発電事業の普及を阻

止する役割を担っている。

� 新エネルギー電気事業者に優先接続権がない

これは，RPS 法そのものの問題ではないが，RPS 法による普及制限を機能的に

支えているものである。即ち，新エネルギー電気事業者は，電力１０社が所有してい

る送電線を使用せざるを得ず，新エネルギー等電気に優先接続権がないので，電力

１０社が電気の質を理由に接続を拒否することも可能な状況である。したがって，電

力１０社が望まなければ，新エネルギー等電気の普及は制限され，新エネルギー電気

事業者に優先接続権がないことが，RPS 法による普及の制限を機能的に支えるこ

とになっている。

２ 系統連系問題を口実とした再生可能エネルギー導入の制限

わが国の電力会社の多くは，風力発電などに対して「系統への影響」を理由として，

その導入量を制限している。各電力会社は，２００８年に連系可能量の見直しを行ったが，

いまだ最大出力に占める割合は５％程度と低く抑えられている。このことで，風力発電

などの再生可能エネルギーの促進は，著しく阻害されている。

風力発電規制量（万kW）最大出力（万kW）（2007）電力会社

31（2008）（４.８％）650北海道電力

85（2008）（５.１％）1680東北電力

15（2006）（１.８％）811北陸電力

25（2008）（３.８％）666四国電力

62（2008）（５.２％）1183中国電力

100（2008）（５.１％）1972九州電力

表４－１１ 各電力会社のホームページから作成

３ 電力会社の優越的地位と支配

�１ 発電と送配電の未分離の問題点

わが国で再生可能エネルギーの導入が進まない理由の１つとして，発電事業者であ

る電力会社が送配電網を独占し，その優越的な地位から支配的・裁量的に再生可能エ

ネルギーの電力をその送配電網に接続することを拒んでいる現状がある。

�２ 電力会社の「独占」

わが国では全国を１０の地域に分け，それぞれの地域を１つの電力会社が独占してお

り（地域独占），さらに，その１つの電力会社が，発電から送電，配電，売電までの

機能を独占している（垂直独占）。

わが国において２０００年から部分的な電力自由化が進められた。さらに２００４年には各

電力会社の送配電部門に会計分離が導入され，送配電のルール策定・監視等を行うた
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めの中立機関（電力系統利用協議会）が創設された。しかし，独占の実態はほとんど

変わっていない。

�３ 電力会社の優越的地位と支配

このように，日本の電力会社は，発電から送配電までを独占しているために，非常

に強い優越的地位を有しており，他の発電事業者の電気を自分の送配電線で消費者に

送配電することを管理・支配することができる地位にある。

欧米では再生可能エネルギーに対して，優先的に送電網を解放する原則が確立され

ているが，いまだ発展途上にある再生可能エネルギーによる電力を導入・促進してい

こうとするならば，再生可能エネルギーによる電力が優先的に送配電網を利用できる

ようにしなければならない。

しかし，わが国は再生可能エネルギーに対して消極的な姿勢であり，電力会社は系

統に対する影響を口実に風力発電の導入を制限し，さらには，蓄電池の設置を義務付

けるなどして，系統からの締め出しをしているという状況である。

例えば，当連合会による聴き取り調査によると，北海道グリーンファンド（HGF，

１９９９年７月に設立され，グリーン電気料金制度，市民共同発電所（市民風車）づくり

に取り組む NPO 法人）は，２００１年９月の北海道浜頓別町における風車をはじめ，石

狩市などで市民風車づくり活動を続けているが，電力会社の系統連系問題を口実とし

た締め出しの弊害を直接に被っていることが分かった。

風力発電においては，アメリカ，中国の投資など世界的に伸びが著しいのに対して，

日本では系統連系問題など多数の問題を抱え低迷しているのが現状である。それらは

結局全て電力会社の送電線の運用の問題に起因している。

４ 再生可能エネルギーの熱利用政策の欠落

事業所や家庭で使用する暖房や給湯などの低温熱は，環境負荷が小さく分散型の太陽

熱，地中熱，バイオマスなどの再生可能エネルギー，発電後の廃熱などで賄うことが十

分に可能である。しかしながら，日本ではこの分野でも化石燃料が主流を占めてきた。

これは，日本においては，「需要側」からのエネルギー政策が欠落し，温熱分野での

再生可能エネルギー導入政策が全くなされてこなかったためである。

５ 原子力偏重のエネルギー政策

�１ エネルギー政策基本法

わが国のエネルギー対策において，地球温暖化のための対策，とりわけ再生可能エ

ネルギーの促進政策が実現しない根源には，エネルギー政策そのものの原因がある。

そして，その根源となっている法体系が「エネルギー政策基本法」である。

この法律は，２００２年６月に制定されたが，これに先立つ２００２年３月，当連合会は

「エネルギー政策基本法案」に関する会長声明を出し，同法案の内容には，以下のよ

うに多くの問題点があると指摘した。

� 国会での議決を経ない非民主的なエネルギー基本計画の策定

� 地方自治体の自主的なエネルギー政策を不可能にしてしまう危険性

� 安定供給の必要性を過度に強調し，電力市場の自由化と再生可能エネルギーの推
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進を阻害する問題

こうしたエネルギー政策基本法の問題構造は，現在でもそのまま変わっていない。

このことこそが，地球温暖化防止に軸足を置いたエネルギー政策が展開されてこなか

った理由と重なる。

�２ 非民主的なエネルギー基本計画の策定

エネルギー政策基本法では，エネルギーの需給に関する基本的な計画である「エネ

ルギー基本計画」を定めることとされている。この基本計画は，経済産業省資源エネ

ルギー庁の総合資源エネルギー調査会の答申に基づいているが，この調査会のメン

バーの多くはエネルギー業界と経済界によって占められてきた。

しかも，この総合資源エネルギー調査会から答申された基本計画は，ほぼそのまま

国のエネルギー政策として決定されてきた。つまり，エネルギー政策という国家的重

要政策が審議会だけで調査・審議され，国会の審議を経ることなく，国会への報告の

みで済まされ，決定されてきたのである。

また，２００８年５月に，エネルギーの安定供給及び温暖化対策として「長期エネル

ギー需給見通し」が策定され，その後の温暖化対策を含む各種エネルギー関連政策を

事実上拘束している。しかし，この長期エネルギー需給見通しもエネルギー業界や経

済界代表を多くのメンバーとする総合資源エネルギー調査会需給部会で審議・答申さ

れ，これを受けた総合エネルギー対策推進閣僚会議で決定するという扱いになってい

る。

国民を代表する国会の審議もなく政策が決定されるこのプロセスは，諸外国と比べ

極めて特異なものである。例えば，アメリカのエネルギー政策は連邦議会による法律

の形式を取っており，スウェーデンのエネルギー政策は国会で決定されている。

これまで，市民参加の手法として，審議会への委員としての参加，パブリックコメ

ント制度が導入され，国民対話・タウンミーティングなどが試行されてきた。しかし，

審議会は行政主導の政策形成の隠れ蓑との実態を超えるに至っておらず，政策決定の

非民主性には基本的な変化はない。

�３ 原子力偏重のエネルギー基本計画

こうして決定されたエネルギー基本計画では，エネルギーの安定供給が重視され，

その観点から原子力発電が偏重されている。２００３年１０月に策定され，２００７年３月に改

訂された同計画は，その冒頭にも記載されているように，「原子力政策大綱」（原子力

委員会，２００５年１０月策定）や「新・国家エネルギー戦略」（経済産業省，２００６年５月

策定）を踏まえた計画とされている。

「原子力政策大綱」はいうまでもなく原子力発電推進を謳い，�２０３０年以後も原子

力発電が発電電力量の３０％～４０％程度以上の役割を期待するとし，�核燃料サイクル

を着実に推進し，�高速増殖炉の２０５０年の早期実用化を目指すことを基本目標として

いる。

また，新・国家エネルギー戦略も原子力立国計画の実行をその内容としているが，

資源エネルギー庁が２００６年８月に策定した原子力立国計画では，原子力政策大綱の目

標を実現するとしている。

これらを踏まえたエネルギー基本計画も，原子力立国計画の実現に向けた政策を展
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開するとして，当然のごとく原子力偏重の計画となっている。

現に，エネルギー基本計画では「エネルギー政策における原子力の位置付け・考え

方」の項において，「原子力は，供給安定性に優れ，準国産エネルギーとして位置付

けられるエネルギーである。また，発電過程で二酸化炭素を排出することがなく地球

温暖化対策に資するという特性を持っている」とし，「原子力発電については，今後

とも基幹電源として位置付け推進する」としている。即ち，原子力発電を基幹電源と

して位置付け，原子力の開発及び利用を促進するとしているのである。

その結果，国家予算は原子力に厚く配分されている。例えば，２００９年度の原子力関

係政府予算は，原子力委員会のまとめによれば４５５７億円である。内訳として注目され

るべきは，原子力の技術開発のための機関である日本原子力研究開発機構に対して

１８４８億円が，原子力発電施設等の電源立地対策費として１９４３億円が支出されるとされ

ていることである。これに対し，再生可能エネルギーの推進予算は１３０２億円にすぎず，

省エネ推進予算もほぼ同額の１３０８億円であり，いずれも原子力関係予算の３分の１に

も達しない。原子力関連予算は明らかに偏重されているのである。

�４ 原子力偏重による再生可能エネルギーの阻害

以上のような原子力発電所の推進は，再生可能エネルギーの導入・発展の阻害につ

ながっている。

これまでのわが国のエネルギー供給の推移をみればわかるように，原子力発電量は

右上がりで異常に増加しているのに対して，再生可能エネルギーによる発電量は新エ

ネルギー全体としてもその伸びはわずかにとどまっている。

再生可能エネルギーに潜在的可能性があるにもかかわらず実績が低いのは，国が本

腰を入れてその普及を進めないからである。現に，エネルギー基本計画の中で「新エ

ネルギー」を「現時点では，エネルギー変換効率や設備利用率も上がらないなど競合

するエネルギーと比較してコストが高く，出力の不安定性や電力品質の確保など事業

性確保に向け未だ多くの課題を抱えている」として否定的な評価をし，あくまで補充

的なエネルギーとしての位置付けしか与えていない。原子力発電所が「基幹電源」と

されていることと対比すると，その重要度は著しく低いのである。

その結果，日本における再生可能エネルギーの導入目標は，RPS 法の下でも，前

年度繰り越し分で当年度初期に目標達成となってしまうようなささやかな目標のまま

据え置かれている。これと対比して，EU では２０２０年までにエネルギー消費量の２０％，

米国でも２０２０年までに２０％（但し，省エネを含む）目標とする法案が審議されている

など，高い目標が設定される傾向にあり，飛躍的に再生可能エネルギーを拡大させて

いる中国，インドなどからも，遅れが顕著となっている。

第４部 原子力を捨てて，再生可能エネルギーを拡大しよう

－ 191 －



第５ どうやって再生可能エネルギーを拡大するか

１ 法的拘束力のある中長期的な高い導入目標値の設定を

�１ 目標値設定の必要性

持続可能なエネルギー構造への転換のためには，再生可能エネルギーについて，法

的拘束力のある中長期的な高い導入目標値を設定することが必要である。

EU では，再生可能エネルギー利用促進指令（２００９年４月）において，EU２７ヶ国

全体で，総エネルギー消費量（但し，発電所での電力消費分，送電ロス分を含む）に

占める再生可能エネルギーの割合を２０２０年までに２０％まで拡大する目標を設定し，加

盟各国ごとに一定割合の導入を義務付けた。具体的な割り当ては，ドイツ１８％，イギ

リス１５％，フランス２３％，スペイン２０％，イタリア１７％，デンマーク３０％，スウェー

デン４９％などとなっている。各国は EU 指令に基づいて，２００９年中に目標達成のため

のアクションプランを提示することになっている。この EU 指令を受け，ドイツで

は，２００８年６月，連邦議会において，２０２０年までに電力分野で少なくとも３０％，熱利

用分野で１４％という再生可能エネルギーの利用目標値が法律に明記された。

また，中国でも，２００５年に再生可能エネルギー法を制定（２００６年１月に施行）し，

一次エネルギーにおける導入目標を２０２０年までに１５％とすることを決定した。

これらの数値目標の設定は，用途区分（利用形態）に応じたエネルギー利用分野（電

力，熱，燃料）ごとに行うことが必要である。ことに，政策的な効果の大きい電力分

野については，このような数値目標が重要である。

また，国レベルの数値目標の導入と並んで，地方自治体レベルでも積極的な目標の

設定が望まれる。東京都は，２００６年３月，「東京都再生可能エネルギー戦略」を策定

し，省エネルギー等によるエネルギー消費の削減を行いつつ，「２０２０年までに東京の

エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を２０％程度に高めることをめざ

す」としている。

�２ 日本における導入目標の設定

� 導入可能量の評価

日本における再生可能エネルギーの導入見込み量については，総合エネルギー調

査会新エネルギー部会などの有識者会議，官民の研究機関，事業者団体などの主体

による，様々なシナリオに基づく評価がなされてきた。

ア 国の「長期エネルギー受給見通し」における「最大導入ケース」

２００５年４月２８日閣議決定「石油代替エネルギーの供給目標について」では，太

陽エネルギー・風力発電等「その他石油代替エネルギー」（水力を除く）の２０１０

年度の供給目標を，原油換算で２４００万 kW，一次供給に占める割合は７．６％と設

定した。

２００５年３月，総合エネルギー調査会需給部会は，「２０３０年のエネルギー需給展

望」をとりまとめ，２０１０年度における供給サイドの新エネルギー導入見通しは，

「追加対策ケース」（当時の地球温暖化対策推進大綱に掲げる施策を着実に実施

し熱分野を中心とする追加対策を行った場合）においては，原油換算で１９１０万 k

�（一次エネルギー供給に占める割合は３％程度）と試算した。
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同部会が２００８年５月，新たに公表した「長期エネルギー受給見通し」における

「最大導入ケース」では，再生可能エネルギーの導入見込み量は２０２０年に石油換

算で２０３６万 k�（一次エネルギー供給に占める割合は８．２％），２０３０年に石油換算

で３２０２万 k�（一次エネルギー供給に占める割合は１１．１％）とされている。

しかしながら，これらは，いずれも原子力推進を前提とする試算であり，実際

には，次のように，これを上回る試算も公表されている。

イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による潜在量の試算

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が，２００５年，総

合資源エネルギー調査会新エネルギー部会の２０００年１月及び２００１年６月の試算，

経済産業省ホームページから作成した試算表「新エネルギーの賦存量」によれば，

新エネルギーの「物理的限界潜在量」（新エネルギーの導入にかかる時間的制約

や社会的条件等を捨象した単純な家庭の下での究極的なエネルギー量）は，供給

サイドの新エネルギー（水力を除く）で，原油換算にして１万３１００k�とされて

いる。

同試算表では，「実際的潜在量」として，「物理的限界潜在量」の５０％導入仮定

ケースでは６３５０万 k�，２５％導入仮定ケースでは３６５０万 k�と試算している。

ウ 低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策検討委員会の試算

環境省に設置された「低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策検

討委員会」は，２００９年２月，これらの既存の評価を基に，再生可能エネルギーに

ついて「経済性等の諸要因を考慮した現実的に導入可能な量」を改めて総合的に

試算し，「２００５年で一次エネルギー供給量の約５％（原油換算２９３３万 k�（大規

模水力含む））である再生可能エネルギーの割合を２０２０年で約１０％（原油換算５３２９

万 k�（大規模水力含む））に高めていくことができると見込まれた。」とした。

また，「再生可能エネルギーによる発電電力量が発電電力量全体に占める割合

を２００５年の約９％から２０２０年で約１８％に高めていくことができると見込まれ

た。」と評価した１１。

エ 環境エネルギー研究所による試算

２００８年６月には，民間の研究所である環境エネルギー政策研究所が，再生可能

エネルギー関係団体や研究者らが再生可能エネルギーごとに試算した結果を用

い，２０５０年までに最大限導入しうる可能性を評価し，国内エネルギー需要の５０％

以上を自然エネルギーで自給することが可能であるとの結果を公表した。

同評価では，電力分野において，太陽光，バイオマス，風力，水力，地熱によ

り，再生可能エネルギー比率を６７％まで導入が可能であり，熱分野においては，

バイオマス，太陽熱，地熱，地中熱等により，再生可能エネルギー比率３１％まで

導入が可能であるとしている１２。

＊１１ 低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策検討会「低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方

策について（提言）」２００９年２月）

＊１２ 環境エネルギー政策研究所「２０５０年自然エネルギービジョン～持続可能な低炭素社会の実現を目指して～」（２００８

年６月３日）
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� ２０２０年２０％に

再生可能エネルギーの導入目標値は，再生可能エネルギー導入促進のための支柱

として位置付けられるものである。将来目標とすべき社会の想定から，遡って現在

の対策を考えることが必要であり（バックキャスティングの手法），その道しるべ

となるものが導入目標値にほかならない。

EU における CO２削減目標も，このバックキャスティングの考え方に基づいて設

定されており，日本における導入目標の設定も，このような手法に基づいて設定さ

れるべきである。そして，

ア 前述した潜在的な導入可能量に関する試算結果を踏まえ，

イ 将来の再生可能エネルギー利用技術の展開の可能性，

ウ 導入促進に向けた将来の社会的基盤の整備を考慮した上，

エ EU などの諸外国の導入目標値にならい，

２０２０年までに再生可能エネルギーを一次エネルギー供給量の２０％とするとの目標を

設定すべきである。再生可能エネルギーの導入を阻んできた従来の誤った政策から

の転換を図り，導入促進のため具体的手段を適用すれば，２０２０年に２０％の導入は可

能である。

２ 再生可能エネルギー政策において必要とされる視点

再生可能エネルギーの推進のためには，従来のエネルギー政策とは異なる以下の視点

が必要である。

� 需要側からみた用途区分ごとのグリーン化戦略に基づいた政策策定

従来からの日本のエネルギー政策は，電力，ガス，石油各事業者など，エネル

ギー産業の「供給側」「上流側」の視点から構築され，各事業者を育成拡大しよう

というアクセル的な「エネルギー供給事業者施策」となってきた。

しかし，持続可能なエネルギー構造への転換を図るためには，需要側からみた用

途区分（利用形態）ごと（電力，温熱，燃料（交通・産業））に，それぞれ，省エ

ネルギーと再生可能エネルギーの導入を図るという方向へ，政策の視点を転換しな

ければならない。ことに，分散型エネルギーという再生可能エネルギーの特質に鑑

みるとき，「需要側」からの利用形態に応じた「電力政策」「熱政策」「燃料政策」

という視点からの導入促進策の立案が極めて効果的である。

再生可能エネルギー導入政策を「需要側」から立案し，その特質を活かした利用

形態を取ることは，地域と市民が，再生可能エネルギーの利用の在り方を選択し，

その利用に参画していくことを可能とし，ひいては再生可能エネルギーの導入を推

進していくことにつながっていくのである。

既に触れた東京都の「再生可能エネルギー戦略」は，地域のイニシアティブで再

生可能エネルギーの導入を推進することを選択した成功例の１つである。

� 再生可能エネルギーの特質を活かした利用・導入形態

再生可能エネルギーは，太陽の熱や光，森林，風力など，自然の力を活用するも

のであることから，これらの特質を活かした利用・導入方策を取ることが必要であ

る。
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特に，再生可能エネルギーは，地域ごとに利用可能なエネルギーの種類やその利

用方法が異なっており，このような特質を考慮し，地域の農林業などの振興も視野

に入れた「分散型」の導入が適切である。政策の立案については，「分散型」導入

の視点が必要である。

� 経済的インセンティブの付与など

再生可能エネルギー事業の財政面でのリスクを低減し，導入を促進するためには，

固定価格買取制度，地域開発や建物の新・改築時の再生可能エネルギーの利用義務

化，官公庁による率先した導入など，需要の創出やコスト回収の保証措置によって，

投資家の視点からみて長期的に安定した市場構造を確立することが必要である。

他方，化石燃料や原子力に対する補助金については段階的に廃止し，再生可能エ

ネルギーの開発や導入に向けた財政的支出を優先させ，その金額を増大させること

や，環境税や炭素税などを活用して化石燃料にかかる外部コストを内部化していく

ことが必要である。

� 非経済的障壁の除去

バードストライクや景観など，自然保護にかかる他の問題との調整，慣習的権利

との調整，電力分野における系統連系問題等，再生可能エネルギーの導入を阻害す

る非経済的障壁の除去も必要となる。このうち系統連系の問題については後にまと

めて触れる。

� エネルギー・経済政策と温暖化対策の政策を統合的に企画推進する行政組織体制

の構築

持続可能な社会に向け，再生可能エネルギー導入を促進するためには，エネル

ギー・経済政策と温暖化対策の政策を統合的に企画推進する行政組織体制が必要で

ある。

３ 固定価格買取制度の導入を

�１ ドイツにおける固定価格制度の成功

ドイツでは，再生可能エネルギー（水力，風力，太陽光，地熱，バイオマス）と炭

鉱ガス（石炭採掘時に炭鉱内で発生するガス。高濃度のメタンガスを含有する）によ

る発電を対象とした再生可能エネルギー法が２０００年に制定されている（２００４年，２００８

年改正）。この再生可能エネルギー法には，再生可能エネルギーを普及させるため，

以下のような条項が置かれている。

「電力供給における再生可能エネルギーの割合を２０２０年までに最低でも３０％にし，

その後持続的にさらに高めていくことを目標とする」（１条）。法律に目標値を規定し，

しかも，非常に高い目標値を規定していることが，日本と大いに異なる。

「配電事業者は，再生可能エネルギー及び炭鉱ガスによる発電施設を優先的に配電

網に接続させ，優先的に引き取らなければならない。」（２条）。「配電事業者は，再生

可能エネルギー等による電力の引き取り，伝送，配電を確実にするために配電網を拡

充しなければならない」（９条）。「配電事業者が配電網の拡充義務を怠ったことによ

り接続要望者が損害を被った時は，配電事業者に損害賠償を請求できる」（１０条）。こ

うした優先的な引取義務，配電網の拡充義務の定めによって，再生可能エネルギーは
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発電されただけ供給することが可能となっている。

「配電事業者は，再生可能エネルギー又は炭鉱ガスによる電力を操業開始後２０年間

買取らなければならない。」（１６条）。２０年間という長期間の買取り義務を課すことに

より，投資の回収，事業としての安定性を保証している。

また，法律で買取価格の下限が，再生可能エネルギーの種類，発電施設の容量に応

じて細かく規定されている（２７条，３３条）。ここでは，施設の設置と運用のために必

要なコストを勘案されており，投資の確実な回収が可能となっている。

ドイツは，このような固定価格制により，２００７年度の一次エネルギー消費に占める

再生可能エネルギーの割合が８．６％，発電に占める再生可能エネルギーによる発電の

割合が１４．２％になり，再生可能エネルギーで約１．１５億トンの CO２削減を果たしている。

再生可能エネルギーの代表例である風力発電を例にとってみると，１９８８年にドイツ

と日本は導入を始めたが，２００７年度の導入量はドイツが２３００万 kW 超であるのに対

し，日本はわずか１００万 kW 超にとどまっている。両国は，再生可能エネルギーの普

及の成功例と失敗例になっている。

�２ RPS法を廃止し固定価格買取制度の導入を

ドイツと同じく固定価格制を導入したスペイン，デンマークは非常に導入効果が大

きく，RPS を導入した英国，ベルギー，イタリア，スウェーデンは導入効果が極端

に小さい。

欧州委員会は「良く調整された固定価格制度は，一般的に，再生可能電力の普及に，

最も費用効率的かつ効果的な支援スキームである」（２００８年１月２３日）と評価し，国

際エネルギー機構（IEA）も「自然エネルギー技術の促進には一般的に固定価格制が

固定枠制よりも効果的である」（２００８年６月），「固定価格制は，太陽光発電のように，

まだコスト差が大きい技術の普及に適する」（２００８年１０月）と評価している。再生可

能エネルギーの促進のためには，固定価格制が適しているとの認識は，世界の本流の

認識である。

日本の現行の RPS 法が再生可能エネルギーの普及を阻害していることは前記のと

おり明らかであり，また，固定価格制が再生可能エネルギーの普及促進のために優れ

ていることも検証されているのであるから，日本も再生可能エネルギー促進のために，

ドイツ法制をモデルとした固定価格制を導入すべきである。

４ 系統連系問題の解消

�１ 系統とは

系統とは，発電所から送られた電力が，変電所・配電線を経て一般家庭などの需要

家に送られるまでの電気設備のシステムの総称である。系統は，送電線・変電所・配

電線などのハードウエアだけではなく，電力の需要と供給のバランスを調整している

ソフトウエアや社会経済的なルールをも含んだ概念である。

わが国には１０の電力会社があり，各電力会社はそれぞれの地域で系統を構築してい

る。沖縄電力を除き，各電力会社間の系統は一点で縦列に連系しているが，連系が細

く，各電力会社は実質的に単独で系統を構成している状態である（単独，串型系統）。

これに対し，欧米では系統を多点で連系しており，近隣諸国や諸州間で大きな電力網
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を構築している。

�２ 系統への影響の解決策

� 局地的な影響

まず，系統への影響として，いわゆるチラつきなどの現象として現れる局地的な

影響がある。これに対しては，「系統連系ガイドライン」と呼ばれる一定の技術基

準を守れば，技術的には特段の問題は生じない。対策に要する費用に関しても，現

時点では基本的に再生可能エネルギー業者が負担しており，基本的に経済的な問題

もない。

� 系統全体に生じる交流の周波数への影響

次に，系統全体の交流周波数に対する影響がある。即ち，電気は貯蔵できないた

め，生産量と消費量が常に同じであることが必要であり，このバランスが崩れると

周波数が変動してしまうのである。

ア 変動に対する周波数調整

周波数に影響を与える電力の需要と供給のバランスは，刻一刻と生じている全

体の変動に対して，様々な手段で対応している。短周期の変動に対しては，各発

電機が持つ「調速機」によって自動的に対応したり（ガバナフリー制御），その

調速機の設定を自動もしくは手動で変更する「負荷周波数制御」（Load Frequency

Control ; LFC）によって対応している。

長周期の変動に対しては，さまざまな発電所に対する給電指令が行われる。

イ 風力発電だけではなく系統全体の電力の需給バランスが問題である

周波数変動とは風力発電などを含めて，刻一刻と生じている需要の変動やほか

の発電機の変動を全て合成したものである。風力発電などを系統連系した場合に

生じる周波数への影響は，全体の変動の合成値に対してそれぞれの系統が持つ周

波数調整能力の範囲内で調整されることになる。したがって，風力発電などの再

生可能エネルギーだけを取り出して，その影響を過大に評価することは妥当では

ない。

ウ 系統を大きくすれば，容量は大幅にアップする

このように，周波数変動は交流で連系している系統全体で生じており，風力発

電の規模が５％程度と相対的に小さい場合には，周波数に与える影響はほとんど

無視しうる。そこで，東北電力だけを１つの系統としてみると受入れが難しい場

合でも，東京電力との間の連系線を利用し，その合計値（最大負荷約７５００万 kW，

最低負荷約３０００kW）という大きな系統として見れば，容量は大幅にアップし，

まだまだ風力電力を受け入れることは十分に可能である。

このように，通常は連系線を風力発電のための調整に使用し，周波数調整能力

を高め，風力発電の受入能力を高めるべきである。

�３ 政府の系統連系問題に対する解決策では再生可能エネルギーは育たない

政府は小委員会を設けて風力発電の系統連系問題を議論してきたが，最終的な結論

は「解列」と「蓄電池」であった。

「解列」とは，電力需要が小さい季節や時間帯に発電中の風力発電を一方的かつ全

面的に停止することをいうが，風力発電などを積極的に取り入れていこうとする世界
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的な動きとは全く逆の発想である。

「蓄電池」は，１つひとつの風車に安定化装置としての蓄電池を備え，短周期側の

出力変動を抑える方法であるが，蓄電池は現状で２０万円／kW 程度の費用がかかり，

風力発電の設置コストが現状の倍近くに跳ね上がってしまう。蓄電池を義務付けるの

であれば，風力発電を適切に伸ばしていくために大幅な補助が必要である。

�４ 今後，電力の質をどうするか

系統側で周波数や電圧の変動をどの程度に抑えるべきか（電力の質）という点も問

題である。

現在，家電機器などはインバーター等で多少の周波数のぶれは問題にならない。産

業用では，高品質の電力が必要な IT 工場などについては自ら電力の質を高めている

し，逆に，電気炉などの大電力消費者は，現状ほどの高品質で高価な電力など不要で

ある。

このような現状を考えると，どこまで電力の品質（周波数や電圧の変動）を確保す

る必要があるかということも，今後検討していかなければならない。

５ 発電と送配電の分離の重要性

再生可能エネルギー電力について，発電すれば全て固定価格で買い取るという制度を

機能的に保証するために，発電と送配電を分離し，送配電網へは自由にアクセスできる

ようにすべきである。電力会社から送配電機能を分離することは，日本における再生可

能エネルギーの飛躍的な拡大を図る上で，不可欠である。

６ 再生可能エネルギー熱政策の必要性

�１ 再生可能エネルギー熱政策の具体例

ドイツでは，熱市場が温室効果ガス排出の４０％を占めているとの認識のもと，熱

利用分野における再生可能エネルギーのシェアを２０２０年までに１４％とする目標達成

のために，２００８年６月，「再生可能エネルギー温熱法」が制定された。この法律は，

新築建物において，一定割合の熱需要を再生可能エネルギーで賄うことを義務付け

ている。

スペインでは，２００６年９月以降に新築・改修する一定の建物に対し，太陽熱温水

機器の設置が義務付けられた（ソーラー・オブリゲーション）。

東京都の「再生可能エネルギー戦略」（２００６年）においても，熱政策を再生可能

エネルギー導入の重要な政策と位置付け，利用した熱に応じて，インセンティブが

受け取ることができるような「グリーン熱証書」の導入が検討されている。

また，森林資源の豊富な和歌山県においては，林野庁の「森林・林業・木材産業

づくり交付金」を活用し，施設内の給湯と温泉の加温を行う木質チップボイラーを

導入した田辺市龍神村総合交流拠点施設「季楽里（きらり）龍神」が，再生可能エ

ネルギー利用と地域振興・林業活性化の双方における成功例として知られている。

�２ 再生可能エネルギー熱政策の在り方

これらの事例にならい，日本においても，

� 「熱」の「需要側」からの取組みとして，建物の新築・改修時に，暖房や給湯
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などの低温熱需要の一定割合乃至全部を太陽熱で賄うことを義務付けるソー

ラー・オブリゲーションや導入検討義務

� 利用した熱に応じてインセンティブを与える「グリーン熱証書」の導入

� 導入に際しての事業者への適切な財政的支援

� 地域の農林業などの振興も視野に入れた地域分散型熱源の導入

などの再生可能エネルギー熱政策を推進すべきである。

７ 再生可能エネルギー法の制定を

�１ 再生可能エネルギー法の制定の必要性

日本で再生可能エネルギーの利用を拡大するためには，既存のエネルギー政策の枠

組みを脱し，低炭素経済への移行を促すための新たなエネルギー政策へ転換すること

が不可欠である。そのためには，一刻も早く RPS 法を廃止し，真に再生可能エネル

ギーの利用を促進するための「再生可能エネルギー法」を制定しなければならない。

２００９年５月に当連合会が提言したところ１３であるが，新たに制定される「再生可能

エネルギー法」においては，以下の事項を定めるべきである。

� ２０２０年までに一次エネルギー比で２０％，電力内の割合で３０％を再生可能エネル

ギーによって賄うとの目標を明記する。

� 全ての再生可能エネルギーによる発電電力について，固定価額買取制度を導入

し，１０年程度で投資回収が図れるよう，再生可能エネルギーによる発電電力の全量

を，電源ごとに，一定期間，固定価額で買取ることを義務付ける。

� 再生可能エネルギーによる発電電力について，送電網への優先的な接続権を保証

する。

� 再生可能エネルギーの熱利用について普及促進や大口事業者への導入義務などを

定める。

再生可能エネルギーの利用の拡大政策は，国民を巻き込んだダイナミックな力を引

き出す「起爆剤」としての可能性を秘めている。ドイツは再生可能エネルギー法の制

定によって，国民の間に再生可能エネルギーのブームを引き起こし，既存のエネル

ギー構造を転換して低炭素経済・社会に移行していくための道を切り開くことに成功

した（第２部参照）。日本もこの成功に学び，既存のエネルギー供給構造に捕らわれ

た現在のエネルギー政策から脱却し，「再生可能エネルギー法」を制定して積極的に

再生可能エネルギーの導入をはかっていく必要がある。

�２ 再生可能エネルギーが照らす明るい未来

再生可能エネルギーの導入が，�エネルギーの輸入依存の削減によるエネルギー安

全保障，�持続可能で環境負荷の少ないエネルギー供給，�温室効果ガスの削減など

に資するばかりか，再生可能エネルギー関連産業における�雇用創出拡大の効果，�
経済成長，�輸出シェアの拡大などの様々な経済的・社会的な便益をもたらすことは，

既に国際的な共通認識となっている。

＊１３ 日本弁護士連合会「『気候変動／地球温暖化対策法』（仮称）の制定及び基本的内容についての提言」（２００９年５月

８日）
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再生可能エネルギー政策が立ち遅れれば，導入のもたらすこれらのポジティブな効

果を享受することはできないばかりか，技術開発や産業育成などの面において国際的

な競争力を喪失するおそれがある。こうした懸念は日本の政策の立ち遅れのなかで，

既に現実化している。

わが国には，三菱重工など古くから風車製造を行う企業が存在するが，こうした企

業はマーケットの大きいアメリカに商品を出し，日本市場を視野に入れていないのが

現状である。また，日鋼，日立，富士重工など，近時に風車製造を始めた会社も中国

市場狙いで国内市場には期待していない。日本の企業は，ベアリングなど風車製造部

品の製造能力が高いにもかかわらず，こうした技術は国内ではほとんど生かされてい

ない。

国内での再生可能エネルギーの拡大政策によって，国内市場を活性化させることは

日本の産業育成のためにも必要である。海外ではデンマークもドイツも当然のごとく

自国市場に力を入れ，それが国際競争力の基盤にもなっている。

風力発電に関して言えば，例えば道路財源等のほんの一部をまわして北本連系線を

増設して系統を大きくするだけで，相当量の風力発電の設置が可能になる。送電線の

地域独占や電力会社の優越的地位による系統連系問題を解消すれば，再生可能エネル

ギーの利用は飛躍的に促進され，市場の活性化も期待できる。

なお，近年，地方自治体や民間事業者等から大規模風力発電の設置に関する提案が

増えているが，大規模な風力発電施設は，景観を著しく改変する恐れがあるとか，野

生生物に影響を与えること，特に野鳥の風車への衝突（バードストライク）が懸念さ

れるとの意見がある。風力発電施設は環境影響評価法の対象外であり，いまだ野鳥に

対する影響をきちんと調査されたものはなく，海外でも報告例は少ない。風力発電な

ど再生可能エネルギーは持続可能な地球環境の保全に極めて重要なものであり，野生

動物の保護等と究極的には共通の目的を有するものであるところから，互いのバラン

スをどのようにとりながら，再生可能エネルギーの促進を進めていくかは，今後の課

題である。

第６ バイオマスの利用とその問題点

１ バイオマスとは何か

「バイオマス」という言葉は，もともとは生態学において「人間自身も含む生物体と

それから生じる有機物の全て」という意味で使われていた用語である。しかし最近，温

暖化問題が論じられるなかで，再生可能なエネルギー，原材料という意味で用いられる

ことが多くなった。本稿でも，バイオマスという用語を温暖化，地球環境の問題の文脈

の中で捉えることとし，「光合成による炭素循環のなかで，大気中の CO２を増加させず

に生物が継続的に生産し，人間に供給できる食糧以外の物質」という意味で用いること

にする。

２ バイオマスが「カーボンニュートラル」である理由

石油や石炭などの化石燃料も太古の生物に由来している。しかし，これは現在の生態
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系の中で循環しているわけではなく，再生可能ではない。われわれが石油を燃やすとい

うことは，石油や石炭が生成される数千万年前の生物由来の，その時点での光合成によ

り固定された CO２を大気中に放出するということである。これがまた植物に吸収されて，

石油や石炭に変わるということは，人類史的な時間のスケールでは考えられない。バイ

オマス，例えばトウモロコシ由来のアルコールを燃焼させることによっても CO２が大気

中に放出されるが，それはトウモロコシが生育する数ヶ月の間に吸収された大気中の

CO２を放出するに過ぎない。トウモロコシの再生産が行なわれるならば，放出されたの

と同量の CO２が再び吸収される。木材の場合は樹木の生育期間である数十年間の CO２の

吸収が放出されるが，また植林をするならば樹木の生長により CO２が吸収されるのであ

る。光合成を介した炭素の循環がある限り，大気中の CO２は増えもしなければ減りもせ

ず循環するのである。これを「カーボンニュートラル」という。

バイオマスはカーボンニュートラルという特徴をもち，化石燃料に代わる持続可能な

生産が確保された循環型資源なのである。

３ バイオマスの利用～「カスケード利用」～

バイオマスには，原材料としての利用とエネルギー源としての利用という２つの利用

方法がある。生産・廃棄の際の廃棄物と有害物質を減少させるために，バイオマスはで

きる限り原材料としての利用が考えられなければならない。例えば，間伐材をいきなり

燃料にするのではなく，建材，家具材，あるいはチップ化して紙として利用する。紙の

利用はできる限りリサイクルを繰り返す。再利用が困難になったら化学的に分解して，

バイオプラスチックの原料にする。この経路でも再利用が困難になったら，エネルギー

源として使うというように，上位の利用から下位の利用に流れていくように再利用され

なければならない。こうした利用方法を「カスケード利用」という。このような利用を

可能とするような社会的システムを作り上げていく必要がある。

４ バイオマスの長所と短所

バイオマスの長所と短所をまとめると，以下のようになる。

�１ 長所

� 再生可能であること

� カーボンニュートラルであること

� 他の再生可能エネルギーと比較して備蓄がたやすいこと

� 原材料，液体燃料としても利用が可能であること

� 地域的に偏在しないこと

� 廃棄物の減少，廃棄が容易

� 燃焼時の大気汚染物質が少ない

前述のカスケード利用がなされれば廃棄物の減少になる。また，バイオマス由来

の原料は，廃棄してもいずれ微生物によって分解されるし，廃棄，燃焼の際の有害

物質の環境への放出も少ない。また，エネルギー源として燃焼させてしまえば，廃

棄物は大きく減少する。そのため，廃棄が容易である。

� 木質バイオマス利用による森林整備の推進
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木質バイオマスの利用が進み，間伐材等への需要が生まれれば，それをきっかけ

にして森林整備が進むことになる。

�２ 短所

短所としては以下の点が上げられる。

� エネルギーレベルが低い

バイオマスは生物由来であるが故に水分を含んでいる。焼却するにしても，水分

の蒸発に費やされるエネルギーは，利用できない無駄な部分である。また，エネル

ギー転換ができない部分があり，燃やすと灰になって残る。化石燃料と比較して，

エネルギーレベルが低くなる原因である。

� 扱いにくい

薪や木質ペレットと灯油，ガスと比較した場合，木質バイオマスは運搬供給にお

いても，利用者による保管においても扱いやすさの点で劣る。

� 原料収集の困難性，コストが高い

長所�は，その反面で原料収集の困難性という短所につながる。前述のエネル

ギーレベルの低さ，扱いにくさの克服のために加工を行なおうとすると，それがコ

スト高になって表れる。

�３ 短所を克服するためには

短所として指摘される事項は，技術，コスト，システムの問題に帰着する。短所�
は技術の問題であり，バイオマスをいきなり燃やすのではなく，醗酵を利用した液体

化，気体化の過程を経ることによって克服可能である。それとともに，この短所は，

エネルギー効率が低くても化石燃料よりも経済的に有利になれば克服できる問題であ

る。短所�の問題は技術の問題であるとともに，地域における集中エネルギー生産シ

ステムの構築等によって克服できるのであり，システムの問題である。短所�の問題

は，地域ごとに散在するバイオマスエネルギー源をいかに効率よく，収集，運搬し，

利用するかというその地域の特性に応じたシステムの問題であって，同時にコストの

問題である。技術面でも，バイオマス利用が企業にとって利益の出る分野であれば自

ずと技術開発が進む。これはシステム構築の面でも同じである。

このようにバイオマス利用を進めるためには，バイオマス利用が化石燃料よりも経

済的に有利になるようなシステムの構築，バイオマス利用によるコスト増を社会的に

平等に負担するシステムの構築が不可欠であって，いくら，温暖化防止の必要性を声

高に訴えても，このシステムの構築なしにはバイオマスの利用は進まない。

５ わが国のバイオマスエネルギー政策（バイオマスニッポン総合戦略）

�１ バイオマス・ニッポン総合戦略の内容

わが国のバイオマス政策の根本戦略を規定するものに，バイオマス・ニッポン総合

戦略がある。２００２年１２月に第１次戦略が策定され，さらに２００６年３月に改定された。

同戦略は，まず，わが国のバイオマス利活用の現状について，変換技術の開発が不

十分であること，事業の採算性の問題などにより充分な活用がなされていないことな

どの原因により，わが国の気候条件からかなりのバイオマスの賦存量が見込まれると

しながらも，その利用が低レベルにとどまると分析する。
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そして，バイオマス・ニッポンの進展シナリオとして「バイオマスの種類に応じた

展開方向」「利活用技術の展開方向」「広がりに応じた展開方向」を示す。

次に「バイオマス・ニッポン」実現に向けた基本戦略を示している。この中で本稿

との関連で重要なのは，バイオマスタウン，即ち，市町村が独自に地域の実情に合っ

たバイオマスタウン構想を作成して，地域独自のバイオマス普及を目指す取組みであ

る。２００９年８月２日現在，２１７の市町村が名乗りを上げている。

�２ 総合戦略の問題点

� 数値目標の不徹底

この戦略にはわが国の２０３０年を見据えたバイオマス政策の目指す方向性が書かれ

ている。しかし，実際に，２０３０年にどのような社会を目指すのか，具体像は見えて

こない。それは数値目標の表現が曖昧であるからである。「『バイオマス・ニッポン』

実現に向けた具体的目標」という項目が立てられているが，「廃棄物系バイオマス

について，相当部分が利活用されることが期待される（下線部筆者）」「未利用バイ

オマスについて…一定の部分が経済的に成り立ちうる形で利活用されることが期待

される（同）」などと「期待」が述べられる。引き続いて，「こうしたことから，廃

棄物系バイオマスが炭素量換算で８０％以上利活用され，未利用バイオマスが炭素量

換算で２５％以上利活用される」という文章が続くが，これは前後の文脈から，「期

待」が実現した場合の結果について述べているようにしか読み取れない。引き続き，

「２０１０年度までに原油換算で３０８万キロリットルと見込む」と単なる「見込みが」

述べられて，「具体的目標」の項は締めくくられている。

� 不十分な戦略

これに続く具体的戦略も不十分である。

戦略として真っ先に掲げられているのは「国民理解の醸成」である。確かにバイ

オマスの普及には，国民的な理解が必要であることは否定しないが，戦略の冒頭に

掲げられるべきことなのかについては大いに疑問である。

続いて「システム全体の設計」として「生産，収集，変換，利用の各段階が有機

的につながり，全体として経済性がある循環システムを構築することが重要」とシ

ステムの設計について強調されるが，設計されたシステムの導入に対する公的な支

援については何も触れられていない。

「バイオマスタウン構築の推進」の項では，「バイオマスの利活用は，最終的に

は，事業者の自由な創意と工夫による競争的な活動によって進められることを目指

さなければならない」として，事業者の自由競争が求められる一方で，国の役割に

ついては，「地域の取組をコーディネートすることができる人材の育成やその人材

を有効に活用する体制を整備する必要がある」として，情報提供と人材育成に役割

を限定する。また，都道府県に対しては，「市町村に対しバイオマスタウン構想の

推進を働きかけるなど，自ら責任をもって積極的な役割を果たすべきである」と，

経済的な支援を含めて，特に積極的な役割が期待されている。

同様に，「関係者の役割分担・協調」の項でも，国の役割が情報提供にとどまる

のに対して，都道府県，バイオマス供給・利用者，農林漁業者の役割が強調されて

いる。
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このように，バイオマスの利用がそもそも経済的に成り立ちにくいにもかかわら

ず，事業者の競争的な活動と都道府県の積極的な役割，国民の努力が期待されるだ

けである。しかし，まず国に対して求められているのは大きな制度設計ではないの

か。バイオマスの普及に向けて，例えば，税制をどのように再構築するのか，補助

金制度をどう立ち上げるのか，その財源の公平な負担をどのように図るのか，これ

らの大きな制度的な枠組みなしに，単に情報提供と人材育成に自らの役割を限定し

てしまっては，決してバイオマスの普及など望み得ないのである。

�３ バイオ燃料法

総合戦略の１つの具体化として「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料として

の利用の促進に関する法律」が制定され，２００８年１０月１日から施行された。この法律

は，国が農林漁業資源からのバイオ燃料利用に関する基本方針を作成し，基本方針に

基づいて農林漁業者とバイオ燃料製造事業者が生産製造連携事業計画を立て，国がこ

の計画を認定して支援するという内容となっている。

６ バイオマスによる地域づくりの実例

�１ 高知県梼原町～生きものに優しい低炭素なまちづくり

では，実際にバイオマスタウンに名乗りを上げた市町村の取組みはどのようになっ

ているのであろうか。当連合会は，２００９年５月に高知県梼原町を訪れて，バイオマス

に対する取組み等のヒアリングを行なった。梼原町は愛媛県との県境，四万十川の源

流部分に位置し，面積２万３６５１ha，人口４０１０人，高齢化率４１．１１％（６５歳以上人口

比）という，過疎化が進む山村地域である。町内の森林面積は９１％であり，林業を主

産業とした地域である。森林組合が FSC の森林認証の取得を進めており，環境に配

慮した持続可能な森林経営を目指している。

梼原町では２００６年４月７日にバイオマスタウン構想を発表した。同構想は目指す地

域像として，「資源循環的なシステムの維持や再生可能資源を移出する産業の育成等

により，雇用の確保を図るとともに地域の中で経済が回る仕組みを作る」「持続可能

な森林経営や生活廃棄物等の資源の循環を図ることで，山や川等の自然環境を推進す

る」ことをあげる。

同町におけるバイオマスは，木質バイオマスと，生ゴミ，し尿，農業廃水汚泥，農

業残渣によるバイオマスの大きく２つの柱に分けられるが，ここでは主に木質バイオ

マスについて紹介する。木質バイオマスは製材所廃材と林地残材・切捨間伐材が利用

対象となるが，製材所から集中的に排出される製材所廃材の利用は比較的容易である。

後者はさらに「林道端・山土場周辺で発生する林地残材（１６８３トン／年）」と「林地

内に放置された切捨て間伐材等（切捨て間伐材３５，５５８トン／年，林地残材１７１０トン／

年）」に分けられるが，前者は比較的収集が容易で，利用も進んでいる。これに対し，

後者は経済的に運び出す方法が確立されておらず，多くが未利用のまま放置されてい

る。このため，切り捨て間伐材を林道脇に運び出す作業に補助金を交付するなどの方

法が考えられている。

２００８年には町も出資する第三セクターが経営する木質ペレット工場が稼働を始めた。

工場では間伐材や製材工場端材を燃料として利用しやすいようにするために，破砕し
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乾燥させて成型してペレット化している。現在のところ，ペレットは町営宿泊施設や

福祉施設のボイラー用が主である。次段階として民間企業での導入も考えられている。

一般家庭への導入はこれからであるが，ペレットストーブは１台３０万円～４０万円もす

るため，補助金の支給も検討課題となっている。ハウス栽培の農家がハウス暖房用に

ペレットボイラーを導入すれば，需要も増えてペレット利用の促進がはかられる。

原材料の木材購入価格は４０００円／トンであり，ペレット売却価格は１kg３０円であ

る。ペレットの熱量は重油の約２分の１なので，重油価格がキロ６０円を上回れば，ペ

レット導入の採算が合うと考えられている（なお，２００９年５月現在，重油価格は１�
当たり６０円強となっている）。原料となる間伐材は「林道端・山土場周辺で発生する

林地残材」に限られている。トン当たり４０００円の木材仕入れ価格では，森林内に放置

してある切捨間伐材を運び出すと採算が取れない。

ほかに，高知県がバイオマス収集運搬経費に３０００円／トン（今年度１万トン＝予算

３０００万円）の助成を行なっている。

工場は，年３１０万円程度の赤字となっているが，間伐材搬出や廃材利用に対して資

金を与えることにより，森林整備につながるという公益的価値が産み出されているこ

とを，町としては評価している。

生産量は年度ごとに需要・供給バランスを考えて，調整されている。一方的に生産

量を増やしても，受入れ先がなければ大きな赤字となるし，また，大きな需要者が現

れても，急に生産量を増やすことは不可能である。

�２ 長野県信濃町～地燃料への取組み～

長野県信濃町では２００５年２月に「信濃町地域新エネルギービジョン」を策定し，バ

イオマスの利用にも積極的に取り組んでいる。同町では「地酒」をもじった「地燃料」

と称して，東大や民間会社との共同によるバイオエタノール生産の実験棟が造られて

いる。エタノールの原料は，町内で排出されるコメを収穫した後の稲ワラ４５００トン，

もみ殻１２００トンである。この半分を原料として５７０から６００k�のエタノールを作り，

町内の年間ガソリン消費量の１０％をまかなう計画である。休耕田を活用して食用米と

は異なる多収量の飼料米からエタノールを抽出する実験も行なわれている。エタノー

ルを作るボイラーの燃料にはリンゴの刈り込み枝を使用するという，徹底した町内で

梼原町の木質ペレット工場
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のエネルギー循環が構想されている１４。注目される取組みである。

�３ スウェーデン，ヴェクショー市～化石燃料ゼロ宣言のまち～

続いて，海外の事例を紹介する。当連合会は，２００８年６月にスウェーデン，ヴェク

ショー市を訪問して，同市の化石燃料節減施策についてヒアリングを行なった。ここ

では，主に木質バイオマスの利用について報告する。

同市はスウェーデン南部に位置し，人口は約８万人，ガラス，家具，アルミ，IT

を中心とした工業都市であり，周囲には針葉樹林が広がっている。同市は１９９６年に化

石燃料ゼロ宣言を行い，１人あたりの CO２の排出量を，１９９３年比で，２０１０年までに

５０％削減，２０２５年までに７０％削減の目標を立てて，積極的に取り組んでいる。

同市では地域温水供給システムが整備されており，ヴェクショー市が経営している

公営企業であるエネルギー供給公社が天然チップバイオマスによって作る温水は，市

内各所に張り巡らされた配管を通して各家庭に供給され，人口８万人のうち５万人程

度の世帯をカバーしている。そのエネルギー源は１９７９年までは石油のみを使っていた

が，１９８０年からバイオマスを使うようになった。現在では９５％がバイオマスエネル

ギーであり，目標は１００％にすることである。

同市はこの地域温水供給システムの運営に，他からの補助金を受けていない。企業

体として採算の取れる経営が可能である。それでもエネルギーの消費者（企業，家庭）

に対して，エネルギーコストが石油の半分ですむというメリットが生じている。この

事業に炭素税等の環境税の導入はプラスになったという。

また，同市のエネルギー供給公社ではバイオマス発電も行なっている。その電力は

ヴェクショー市全体をカバーしている。

また，同市では木造の高層住宅（７，８階程度）を作る取組みも行っている。市が

木造住宅しか建ててはいけない地域の設定をし，木造高層住宅の普及を図っている。

木造のプレハブ住宅を開発して，家の部品を輸出することも行っている。これは原材

料としてのバイオマスの利用である。

＊１４ 産経新聞長野県版「町内完結サイクルを～信濃町で地燃料生産実験進む」（２００８年９月１８日）

ヴェクショー市 地域温水供給システム
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７ 必要とされる政策～いかに需要を増やし安定的な供給体制を築くか～

木質バイオマスの利用に関して事例を紹介した高知県梼原町とスウェーデン，ヴェク

ショー市を比較してみよう。もちろん，取組みの浅い梼原町と１０数年の歴史を持つヴェ

クショー市とを対等に比較することはできない。バイオマス導入を行なう前から，地域

温水供給システムのインフラが整備されていたヴェクショー市の取組みを日本にそのま

ま導入することは不可能であるし，森林ひとつをとってみても，平地に広大な針葉樹林

帯が開け，樹木の伐採，搬出に機械化が進んだ北欧，スウェーデンと，急傾斜の山地に

森林が形成され，機械化が困難な日本とでは，木材調達コストに大きな差が生じること

は如何ともしがたい。

梼原町では，原料として使用されているのは，林道脇に放置されている林地残材であ

り，森林内の残材にまでは手が回っていない。ペレットの原料供給のために間伐を行な

っているわけではない。しかも，前述のようにこのようにバイオマスの供給，利用のシ

ステムの運営に関して様々な公的支援が不可欠である。

一方でヴェクショー市では，補助金等は全く投入されていないが，スウェーデンにお

いては，炭素税等の環境税が導入されていることを忘れてはならない。これは補助金と

は異なっているが，バイオマス等自然エネルギーの推進に寄与する制度であることは間

違いない。

私たちは梼原町の事例が日本の典型と断定するほど多くの事例に当たっているわけで

はない。しかし，わが国におけるバイオマス利用の多くの事例において，公的な援助が

必要とされているのが実態であろう。しかし，もしわが国においても何らかの形で炭素

税等の環境税や電力の固定価格買取制度が導入されていれば，バイオマスの導入はもっ

と容易であり，また，拡大のために必要とされる補助金は不要になるか，減少するであ

ろう。補助金の原資を炭素税に求めれば，税の趣旨に適った使途となる。しかし，バイ

オマス・ニッポン総合戦略においても，事業者の自由な創意と工夫による競争的な活動

が求められ，都道府県の役割が強調されるだけで，国がこのような基盤整備を行なうと

いう意気込みは見られない。

また，需要をどうやって作るかという工夫は引続き求められる。梼原町の事例でもペ

レットの需要は村営宿泊施設，その他公共施設が中心である。しかし，地域の実情に応

じて，火力発電所における混焼発電（但し，この取組みを新たな石炭火力発電所建設の

免罪符にしてはならない），ハウスによる野菜栽培などへ用途を広げることは可能であ

ろう。また，北欧のように都市全体の温熱供給システムを作ることを目指して，温熱供

給の範囲を特定の施設（公営の温泉施設や温水プールなど）から，団地，工場，学校等

大規模施設へと拡大していくことも必要である。

８ バイオマス利用において重要となる視点

バイオマスの利用を考える場合には以下の基本的な視点を忘れてはならない。

� まず，バイオマスが持続的に再生産されなければならないということである。こ

れは主に木質バイオマスに当てはまることであるが，森林を伐採してバイオマス燃

料にした場合に，跡地に植林しなければ，放出された CO２は再吸収されず，大気中

に残ることになる。
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� 次に，他の環境要素あるいは人間社会そのものに負荷を与えないという意味でも，

持続可能社会の形成に寄与するものでなければならない。バイオマスの生産，加工，

運搬，利用に関してもやはり化石燃料を使用せざるをえないのであるから，トータ

ルで見てバイオマスの利用が生産，加工，運搬，利用の過程で排出される化石燃料

由来の CO２を考慮してもなお，環境負荷を減ずるものでなければならない。海外で

大量の CO２を排出させて生産された安いバイオマス燃料を輸入するなどということ

は，カーボンニュートラルとは言えない。

� また，バイオマス生産の過程における自然破壊により生物多様性を損なってはな

らない。バイオ燃料ブームの影響で，マレーシアやインドネシアでの石油代替資源

としてのパームオイルの生産に拍車がかかっているが，パームオイルのプランテー

ションは熱帯雨林を焼き払うなどして造成されるため，熱帯林を破壊し多くの野生

生物を危機に追いやっている。ブラジルでもサトウキビ畑の拡大がアマゾンの熱帯

林を破壊するという同様の現象が起こっている。CO２の大きな吸収源である熱帯林

の破壊は，CO２濃度を増加させる。化石燃料を減らすためのバイオ燃料作物の生産

が逆に CO２濃度を増加させるという皮肉な結果につながっている。

� バイオマスの製造により，地球上の人類の生存に必要な食糧生産に支障が生じて

はならない。しかしながら，近年，飼料作物への需要増大とともにバイオ燃料のた

めの需要が増大しているため，大豆やトウモロコシの価格が急騰している。

米国の２００６年のエタノール生産はブラジルを抜いて世界一の５０億ガロンに達した。

そのほとんど全てがトウモロコシを原料とするものであり，ブームを当て込んでト

ウモロコシの作付面積が増加している。この影響で，１年おきに輪作されてきた大

豆の作付面積が大きく減少して，１９９６年以来の最低となった。トウモロコシ・大豆

の輪作体系が崩れることによる，地力の低下と地力を維持するための肥料の多投入

の弊害が指摘されている。

食糧を原料とするバイオアルコールによって節約できるガソリンは微々たるもの

である。２５ガロンの SUV 燃料タンクをエタノールで満たすために必要な穀物は，

年に１人の人間を養う。２週間ごとにタンクを満タンにするための穀物は，年間２６

人を養うという試算もある。OECD の研究によれば，米国が輸送用燃料の１０％を

オイルパームプランテーション（マレーシアサバ州）
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バイオ燃料に置き換えるには，穀物・油料種子・砂糖作物の総収穫面積（２００４年で

８６７０万 ha）の３０％（２５７９万 ha）をバイオ燃料用に当てる必要があるとする試算も

ある。

また，プランテーションによるバイオ燃料作物の生産は，土地所有を益々大規模

化して，貧富の差を拡大し，奴隷的な農業労働者を増加させているという。発展途

上国の GNP の増大に寄与しても，その果実が農民や農業労働者には行き当たらな

いどころか，貧富の差は益々拡大していくのである。

以上の問題点を考えるならば，食糧を原料としたバイオ燃料は，考え直さなくて

はならない。

� バイオマスは経済的な意味でも再生産可能でなければならず，バイオマスの生産，

流通が経済的に成り立たなければならない。しかし，現実には日本国内でのバイオ

マスの生産，利用が，化石燃料使用に比較して経済的に優位に立つということは考

えにくい。バイオマスの普及のためには何らかの，公的な支援措置が必要になって

くる。また，海外でのバイオマス生産に関しては，主に発展途上国の貧しい労働者

を搾取することによって，安いバイオマスの製造を行なうなどということがあって

はならない。このようなシステムは，社会的に見て決して持続可能とはいえない。

９ バイオマス利用に関する国際的な取組み

�１ 国際的な枠組みの必要性

以上見てきたとおり，バイオマスの商業的な大規模生産，大量消費は，弊害が多い

と考えられる。バイオマスによって化石エネルギーのかなりの部分を代替させようと

すれば，前述したような他の弊害が生じる。バイオマスを持続可能なエネルギーとし

て手放しで礼賛することはできない。

バイオマスが真に他の環境要素，社会経済的な要素と両立して，持続可能，再生産

可能な資源となるためには，地域の住民が地域に存する資源を原料として，地域エネ

ルギーの自給を目指す方向での小規模生産，小規模利用こそ，推進されるべきである。

しかし，現実にはバイオマスの大量生産は今後も続いていくことが予想され，原油価

格が高騰すれば益々その勢いを増すと思われる。

こうしたなかで，国際的にバイオマスの利用に関し，ルールや認証制度を確立させ

ようとする試みがなされている。

�２ EU，国連の取組み

EU では，２００９年４月，２０２０年までに輸送燃料におけるバイオ燃料の使用割合を

１０％まで高めることを各国に義務付ける指令（「再生可能エネルギーの利用促進のた

めの指令」）が制定された。また，前述のようにバイオエネルギーの使用促進が，か

えって森林破壊等 CO２の排出につながったり，生物多様性等他の環境要因の破壊につ

ながったりすることを防止するために，バイオ燃料に関する「持続可能性基準」を設

けて，その基準を満たさないバイオ燃料を使用しても再生可能エネルギー使用とは認

めないことになった。同基準によれば，２００８年１月時点での原生林，自然保護区，生

物多様性の高い土地，湿地や森林などの炭素がたくさん蓄積されている土地や泥炭地

で生産された原料ではないことが定められている。ドイツでは，２００９年８月，この

第４部 原子力を捨てて，再生可能エネルギーを拡大しよう

－ 209 －



EU の基準を満たすバイオ原料を認証するためのシステムを定めた政令が制定された。

ただ，EU 指令が定めるバイオ燃料１０％という基準を満たすためには，現在の穀

物・油料作物・砂糖作物の収穫面積に対して米国で３０％，カナダで３６％，EU で７２％

の耕地面積が必要との試算もなされている。今後，セルロース系バイオ燃料（第２世

代バイオ燃料）の安価な製造技術が確立しない限り，EU が持続可能性基準を満たし

ながらこの数値目標を達成するためにはかなりの困難を伴うと予想される。

また，国際連合食糧農業機関（FAO）の中に国際バイオエネルギー・パートナー

シップ（GBEP）が設けられ，「バイオエネルギーの持続可能性に貢献するため科学

的な基準と指標の作成」，「バイオ燃料利用による温室効果ガス削減効果測定に係る各

国共通のチェックリストの作成」に向けた取組みがなされている。

１０ 日本におけるバイオマスのあり方

日本においては，バイオマス原料の生産による食糧生産との競合や自然環境の破壊と

いう現象は生じていない。それはバイオマスが基本的に小規模な地産地消のレベルにあ

るからである。

今後もわが国のバイオマス利用が，食糧生産との競合や自然破壊を引き起こさないた

めにも，農山村地域の潜在的な資源の利用を第１にすべきであろう。農山村地域には耕

作放棄地や休耕地が多数存在している。水田耕作の裏作も可能である。これらの土地は

バイオマス作物の栽培地となりうる。また，農林水産物の生産・加工に伴う非食用部，

林地残材，サトウキビの搾りかすなどの副産物が，充分に活用されないままでいる。こ

れらを資源として活用すべきである。これらの資源を地域で加工し利用すれば，CO２が

削減されるだけでなく，地域における付加価値の生産と雇用の増大につながり，地域起

こしにもなるのである。

ただ，バイオマス生産に適した未利用地をどう見るかによっては，今後問題が生じな

いとは限らない。例えば，次のような指摘をする文献がある１５。

「天然林では生産されたバイオマスが利用されずに腐朽するばかりで，バイオマス資

源としての生産性はない。放置人工林でも同様であり，これらはバイオマス利用の立場

から言えば完全な未利用林である。このように日本において，森林の８７パーセントが未

利用林として残っているというのは，世界的にも珍しい現象といえる」

確かに，天然林は人間にとって未利用であるが，生物多様性の保全の観点からは利用

されず手付かずで残されることが望ましい土地である。「腐朽する」倒木，枯木とて多

くの野生生物の住処，餌となるのであり，残されなければならない。人間が利用してい

ないから即，未利用としてその利用を考えるべきとする考えがあるとしたら，それは他

の環境要素を考えない危険な考え方である。この文献の筆者も「これらの未利用林が全

伐採に耐えられないとしても，間伐材の巨大な産出資源としての期待可能性はあり，そ

の有効利用は今後の課題である」と述べており，未利用林を全てバイオマス資源として

利用すべきだと言っているわけではないが，森林の利用に関しては常に，生物多様性保

＊１５ 小宮山宏ほか『バイオマス・ニッポン日本再生に向けて』６７頁（日刊工業新聞社，２００３年４月）
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全等，森林の持つ他の機能との調整が必要となることを忘れてはならない。

また，わが国のバイオマスの普及を考える場合，海外からの安価なバイオエネルギー

の輸入により日本のバイオエネルギー事業が太刀打ちできなくなるという恐れもある。

海外から熱帯林破壊のサトウキビから作られた安価なバイオアルコールが「環境に優し

いエネルギー」と銘打って大量に輸入されたら，日本のバイオエネルギーへの取組みは

たちまち経済的に成り立たなくなるであろう。実際に海外からの低価格品の流入を規制

することは困難を伴うであろうが，この影響を低減させるためにも，日本でも EU 並み

の「持続可能性基準」を設定するほか，環境に配慮したバイオマスの生産者，利用者に

対する経済的支援，バイオエネルギー電力の高価格買取制度なども検討されなければな

らない。

これらの観点に注意しながら，今後もバイオマスを大量生産，大量消費とは一線を画

した，地域における小規模な資源の循環システムとして普及させ，CO２の削減と中山間

地域の振興を図っていかなければならない。

第７ 石炭火力発電所と炭素貯留技術（CCS）

１ 継続する石炭の導入及び利用方針

エネルギー政策基本法に基づき策定される「エネルギー基本計画」には，石炭の利用

を促進する以下の記載がある。

「石炭は，過去２０年余りにわたり我が国の一次エネルギー供給の約２割を担っている。

我が国は，現在，石炭のほぼ全量を輸入に依存しているが，可採埋蔵量が１５０年以上と

豊富に存在するエネルギー源であり，世界各国に幅広く分布する等，他の化石燃料に比

べ供給安定性が高く，経済性にも優れている。このため，エネルギー安定供給の観点か

ら，石炭は今後とも不可欠なエネルギーと位置付けられる。特に電力供給においては，

長時間継続して運転を行い安定的に電気を供給する電源として重要な役割を果たしてき

ている。」

ここでは，石炭においても，原子力と同じように安定供給の観点が強調され，特に電

力については重要な電源であるとされている。

こうしたエネルギー政策のもとで，石炭火力発電は，設備容量では１９９０年度７％から

２００５年度１６％に，発電電力量でも１９９０年度１０％から２００５年度２６％へと原子力発電に次ぐ

高い伸びを示した。

２ 石炭火力発電所の新増設は認めるべきでない

しかし，石炭火力は CO２排出源の最たるものであり，このような石炭重視の施策は

CO２の排出量の大幅増につながっている。即ち，石炭火力発電による CO２排出量は１９９０

年の７８００万トンから，２００５年の２億１５００万トンへ，実に１億３７００万トンも増加した（第

３部参照）。

石炭は，エネルギー量あたりの CO２排出量が天然ガスの約２倍であり，地球温暖化を

促進するだけでなく，大気汚染物質排出，重金属汚染等環境負荷が格段に大きい。化石

エネルギーの中でも最も大きな問題がある技術である。
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日本では，現在，大型石炭火力発電所が計画，建設，運転中であるが，このような発

電所建設の是非について，幅広い市民の間での討論がなされてきたとは言い難い。

欧米においては石炭火力発電が大きな政治的な争点となっている。イギリスで

は，２００７年１０月，国際環境保護団体グリーンピースのメンバーが地球温暖化防止を訴え

るために石炭火力発電所の煙突にのぼって意思表示を行い，器物損壊罪などで起訴され

た。しかし，同国南部ケント州の裁判所は「抗議には合法的な理由があった」などとし

て起訴された６人に対して無罪判決を言い渡した。この裁判は陪審制で行われ，陪審員

の多数が無罪を支持したという。ドイツにおいても，石炭火力発電所の建設計画をめぐ

り，環境 NGO や市民グループが激しい反対運動を展開している（第２部参照）。

日本においても，２００９年４月２６日，斉藤鉄夫環境大臣（当時）が福島県いわき市に計

画中の石炭火力発電所「小名浜火力発電所（仮称）」について，「温暖化対策に及ぼす影

響がきわめて大きいことから計画の内容は是認しがたい」として，環境影響評価（アセ

スメント）に基づき計画案を認めないとする環境大臣名の意見書を経済産業相に提出し

た。同計画は，「小名浜パワー事業化調査」が日本化成小名浜工場内に２０万 kW の石炭

火力発電設備を２基新設し，１号機は２０１２年，２号機は２０１４年に運転を開始するもので

ある。意見書では，「実行可能な最大限の CO２削減対策が講じられているとはいえず，

京都議定書の目標達成計画に支障を及ぼすおそれがあることに加え，電気事業における

長期的な CO２排出低減の支障となる恐れがある」としたうえで，「電力事業全体として

石炭火力における長期的な方針がないことが本質的な問題である」として，電気事業全

体による CO２排出削減の枠組みの早期整備を要請した。

石炭火力は原発の停止中のバックアップ電源と考えられている。したがって，地震や

安全上の問題で原発が一時期に停止した場合には，石炭火力を起動させるほかなく，結

果として大幅な CO２の排出増加につながる。日本におけるバックアップ電源としては，

より排出量の少ない天然ガスを中心に考えるべきであり，石炭火力発電所の新増設は原

則として認めるべきではない。

３ 炭素貯留隔離（CCS）

石炭火力発電とセットで提案されている新たな地球温暖化対策に，炭素貯留隔離の技

術（CCS，Carbon dioxide Capture and Storage）がある。CCS 技術とは，発電所や天

然ガス鉱山など大規模な排出源で発生する CO２を，他のガスから分離・回収し，安定し

た地層に貯留したり，海洋に隔離することにより，CO２を大気から長期間隔離する技術

のことである。

地中貯留は，もともと地中にあった化石燃料などの CO２をもう一度地中に戻して，大

気から隔離しようとするものである。一方，海洋隔離は，分離・回収された CO２を海洋

に溶け込ませたり，深海底の窪地に貯留したりして，大気から隔離しようとするもので

ある。このような技術は開発途上であり，その技術的な有効性，技術のもたらす潜在的

な危険性は未解明である。完全に封じ込めることができるかどうか，封じ込められてい

た高圧の CO２が突然噴出するような事故発生の危険性がないかも検討しなければならな

い。

また，CCS は石炭火力以外には意味がほとんどなく，石炭火力技術の延命のための
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技術であることは明らかである。

むしろ限られたリソースは，このような巨大技術にではなく，再生可能エネルギーの

方に投じるべきであって，CCS 技術の展開については慎重な上にも慎重な検討が必要

である。

第８ エネルギー効率の向上策

１ 不十分な省エネルギー政策

わが国のエネルギー政策に不十分なのは省エネルギーの視点である。

エネルギー政策基本法は，第３条の環境への適合の項で，エネルギーの消費の効率化

を図るとしている。しかし，同法に基づき策定されるエネルギー基本計画では，民生・

運輸部門は別として産業部門では省エネはほぼ基準に達しているとの認識のもとで，次

のようなあいまいな対策しか述べていない。

「日本経済団体連合会環境自主行動計画を始めとする産業界による地球温暖化問題へ

の取組みは，その多くが省エネルギーに関するものであり，国はこうした産業界の自主

的な取組みの実効性を高めるべく進捗状況のフォローアップや支援を行う。」

しかし，エネルギーがどのように生産され，どのように消費されているのかという，

エネルギーフローの観点から注目すべき点は，有用エネルギーとして実際に利用されて

いるのが３７％であり，供給されたエネルギーの３分の２に当たる６３％が損失とされてい

ることである。３分の２の損失はあまりにも大きく，この損失を削減することこそ最大

の省エネルギーである。

とりわけ，この観点から重要なのは，大量に廃棄される熱についての政策である。し

かし，エネルギー基本計画ではこの点が欠如している。

１９７０年代の石油ショックによって省エネルギーが声高に叫ばれたが，社会全体は省エ

ネルギーの方向には向わず，かえってエネルギーロスの多い社会となっていた。その最

大の要因は，エネルギーを電力として使用する割合（電力化率）が増えたことにある。

１９７６年には発電に使われたエネルギーが２６％だったが，２００６年の時点ではそれが４３％ま

で伸びているのである。

電力は極めて使い勝手の良いエネルギーではあるが，現在使われている火力・原子力

といった発電システムはエネルギーの転換効率が極めて悪いシステムである。例えば原

子力発電所では電気しか作れない。「なんでも電気で」という考え方を見直すことが大

幅な省エネルギーにつながるのである。

さらに，日本のエネルギー政策においては，エネルギー消費の増大に応えることが最

優先とされてきた。エネルギー消費を抑えることの政策順位が低く，エネルギーの効率

化をエネルギー源とする視点も欠如していた感がある。

現行の省エネに対する政策は「自主的な取組みの支援」が中心であり，熱政策も十分

ではなく，電力化率に対する対策もない。また，需要サイドのエネルギー効率化を図る

DSM（デマンド・サイド・マネジメント）などを積極的に保障するものともなってい

ないなど，大きな問題を抱えている。

こうした日本のエネルギー政策は，基本的に，いわゆる右肩上がりの需要増大をあた
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かも自然現象であるかのように前提として，その需要をどう賄うかとの発想から出発し

ている。しかし，エネルギー需要をコントロールするという発想なくして，エネルギー

政策の焦点が総消費量の削減に向かうはずがない。

２ １次エネルギーの利用効率の高度化への方策

エネルギー消費を抑える１つの方策は，１次エネルギーの利用を効率的に行うことで

ある。そのために重要なのは，１次エネルギーを消費し発電する際の効率化を図ること

である。特に，発電の際の熱エネルギーを利用するコージェネレーションを普及するこ

とが有効である。また，電力が送電されるに際してのエネルギー喪失（送電ロス）を最

小限にすることも重要である。

これらのことは，技術的な問題だけではなく，社会的システムとして考えるべき課題

である。具体的には，コージェネレーションシステムに関してのインフラ整備を行う必

要がある。わが国の導入実績をみれば，１９９４年の時点で約３０万 kW にすぎず，同年の

オランダが国内発電の約３０％がコージェネレーションによるものであり，３４０万 kW の

実績であったのと比較するといかにも少ない。その後，わが国でもコージェネレーショ

ンが若干ながら普及しているが，２００５年で６０万 kW に過ぎない１６。

また，送電ロスを少なくするためには，現在のような巨大発電所から遠く離れた電力

消費地への送電システムを，地域分散型のエネルギー供給システムに変えることが有効

である。地域分散型エネルギーシステムは，コージェネレーションや自然エネルギーに

とって有効であり，同時に CO２の排出削減にもつながる。

この社会的システムを充実するにあたって，壁となっているのが，１０電力体制である。

現在わが国の発電は既存の１０の電力会社に独占されており，従来からの発電システムを

とり続けている。既に述べた地域分散型エネルギーシステムを試みる新しい事業体は，

この独占体制の中で逼塞している状態にある。現在，電力の自由化が進められているが，

まだ不十分であり，電気事業への参入規制の緩和が一層必要である。

３ 需要サイドからのエネルギー管理方法の導入

電力需要については，既に述べたように削減のための方策を盛り込んだ計画を策定す

ることが必要であるが，その手法として注目されているのが，デマンド・サイド・マネ

ジメント（DSM=Demand―Side Management）と言われるものであり，省エネルギー

とロード・マネジメント（負荷管理）のために行われる電力会社の計画や手段のことで

ある。このことにより，将来の電力需要を抑制し，化石燃料の消費削減による CO２排出

を抑制することができる。

この DSM を積極的に進めるには，個々の電力会社の自発的な活動に任せるだけでな

く，現在アメリカで行われているような IRP（総合資源計画）を国が策定し，電力会社

による安易な設備投資を抑制することが必要である。なお，この IRP とは，LSP＝費

用最小化計画と言われ，発電設備の新設だけでなく，買電や省エネルギー，エネルギー

の効率利用，コージェネレーション，地域暖房，自然エネルギーなどの包括的な全ての

＊１６ 日本コージェネレーションセンターのコージェネ関連情報による
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選択肢から，環境への影響などの社会的費用，エネルギー資源の多様性，消費者の受け

止め方などを考慮し，最小のコストで適切で信頼性の高いサービスを消費者に提供する

ために，新しいエネルギー計画を立案することである１７。このような計画策定を電力会

社にも義務付けることが DSM を進めるうえで必要である。そして，また，DSM への

投資に対し税制優遇を定める等で，投資にインセンティブを与える制度を導入すること

によって現実化するものである。

４ エネルギー消費削減制度の強化

現在の地球温暖化防止推進法では，エネルギー消費削減にあたって省エネ法（エネル

ギー使用の合理化に関する法律）を位置付けている。しかし，省エネ法がエネルギー消

費削減に一定の役割を果たしているとはいうものの，工場等への規制はエネルギー使用

量の消費量の報告や計画策定などの義務付けにとどまっており，行政は一定の判断基準

を提供するのみである。実際の省エネ策の実施は，事業者の自主的な判断に委ねられて

いるという限界がある（第２部参照）。

地球温暖化対策に対応したエネルギー消費量の削減のためには，省エネ法の抜本的な

改正を行うか，新たに法制度を制定し，そのなかで一定の基準によりエネルギー消費量

の割り当てを行うなどの規制的手段を強化することが必要である。

第９ まとめ

わが国において，再生可能エネルギーの導入が決定的に遅れた理由は，原子力偏重の

エネルギー政策が国策として採用され続けてきたことにある。

確実な CO２削減のためには，電力会社にも，キャップ＆トレード型の排出量取引制度

を導入するべきである。運転停止のリスクを常に抱えている原子力発電に頼り，運転停

止に追い込まれた場合には，代替の石炭火力発電に依存する仕組みを温存するのではな

く，一刻も早くわが国も再生可能エネルギーに舵を切らなければならない。

真の再生可能エネルギー政策においては，固定価格買取制度の導入が不可欠である。

経済産業省は RPS 法のもとでむしろその導入を阻んできた張本人であり，エネルギー

政策の全体を経済産業省のコントロールのもとに置く限り，再生可能エネルギーの真の

促進を望むことは困難である。再生可能エネルギーの所管を環境省とし，またはエネル

ギー気候変動省を新たに設置してその所管とするなどして，ドイツをモデルにしながら

明確な導入目標を設定し，固定価格買取制度を中核とする「再生可能エネルギー法」を

日本においても制定することが必要である。

また，独占企業体である電力会社が，送配電が一体のまま，また膨大な原子力発電所

を抱えている下では再生可能エネルギーの発展は困難であり，送配電を分離することは

必須である。再生可能エネルギー法においては，系統への優先接続，送電事業者に対す

る施設拡充の義務付けについても定めることも不可欠である。

＊１７ 長谷川公一『脱原子力社会の選択－新エネルギー革命の時代』（新曜社，１９９６年７月）
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第５部
低炭素社会における森林のあり方

第１ 森林の多面的な機能

１ 森林とは

森林とは，ある程度以上の樹木がまとまって生育している場所をいう。FAO（国連

食糧農業機関）による定義では，樹冠の投影面積が地表の１０％以上を占める土地で，農

業や他の土地利用に主に利用されていない立木のある土地とされる。２００１年に開催され

た気候変動枠組条約第７回締約国会議で採択されたマラケシュ合意では，森林を炭素吸

収源として利用するために定義がより厳密にされ，最低２～５m，樹冠率１０～３０％以上

の樹木のある最低０．０５～１．０ha の土地の区域が森林と定義された。

森林は多面的な機能を持つと言われている。木材などの林産物の供給機能のみならず，

土壌保全や水源涵養など人の生活を広く支える機能，動植物の生息・成育の場を提供す

る機能，森林浴を始めとした保健・レクリエーションの場を提供する機能，地球環境を

保全する機能などである。これら多面的機能のうち，地球温暖化対策に関して森林の有

する機能を概観する。

２ CO２吸収源

地球温暖化効果をもたらす CO２は大気中に約７６００億トン（炭素換算）存在している。

自然界や人間活動から排出された炭素は，そのまま大気に蓄積されるのではなく，多く

が森林や海洋に吸収されて貯蔵され，一部は一定期間の後に再び大気中に排出されてい

く。これが炭素循環として知られている仕組みである。

植物は光合成することによって大気中の炭素を取り込んで成長する。木材の炭素量は

樹種によって異なるが，IPCC ガイドラインでの既定値では，材積１�当たり容積密度

は０．４５t／�（絶乾重量）とされており，そのうち炭素含有率は０．５であるから，１�の

木材は０．２２５t（０．４５×０．５）の炭素を取り込んでいることになる。森林の幹や枝葉，根

や土壌，そして林産物は，大きな CO２の吸収源となるものであり，地球上の植生や土壌

が蓄積している炭素は，約２兆３０００億トンにも上り，大気中の蓄積量をはるかに上回っ

ている。もちろん炭素は海水中にも溶解して蓄積されており，海洋もその大きな吸収源

となるものであるが，そのメカニズムは科学的に十分解明されていない。このため，植

生の大部分を占める森林吸収源が温暖化対策のため注目されてきたのである。

森林吸収源と言っても，森林が吸収した CO２は未来永劫そこに封じ込められるわけで

もなく，一時的な吸収源となるに過ぎない。成長期にある若い森林は CO２の吸収力が大

きいが，成熟した森林は新たな吸収量がほとんどなくなってしまう。また，樹木が枯死

したときには，有機物が土壌中に供給され動物の餌になったり微生物などの力で分解さ

れたりすることによって，あるいは，森林火災の発生や，林業や開墾，開発などのため

の森林伐採等によって，ひとたび吸収した炭素が再び大気中に排出されることとなる。

したがって，長期的に見て森林量が変わらなければ，成長した森林による吸収と，枯
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死や伐採などによる排出とによって，炭素収支はプラスマイナスゼロとなる。しかし，

森林を増大させたり，また伐採して生産した木材を長期間利用したりすれば，それが炭

素ストックとして蓄積されることとなる。

IPCC 第４次評価報告書によれば，産業革命以来の温室効果ガスの地球温暖化への影

響のうち，森林減少やバイオマス減少による CO２の排出が１７．３％をも占めており（これ

に対して化石燃料使用による CO２排出は５６．６％），その影響は非常に重大である。この

ため，新規植林や再植林による森林の増大や，既存の森林の健全な整備や管理が必要で

あるとともに，天然林の破壊を防いで保全することなどの対策が必要となる。

京都議定書は，植林などの森林活動が CO２の吸収源となることに着目し，これを温暖

化対策の１つと位置付けた。その詳細は後述することとするが，森林が CO２吸収源とし

て地球的に極めて重要な価値を有するということと，これを温暖化ガス排出削減などの

対策と併置して温暖化対策の１つとして利用することの限界，つまり，これが一時的な

吸収源となるに過ぎず，しかもその吸収量の算出に不確実性が高いこと等については，

明確に区別して論ずることが必要である。

３ 木材，バイオマス資源供給

�１ 木材製品の利用

森林の産出物は，最終的に焼毀されたり，微生物によって分解されることによって

大気中に CO２を排出することとなっても，もともとの成長過程で吸収した CO２を排出

するに過ぎない。この排出と吸収のサイクルが安定している限り，大気中の CO２の量

は一定である。これをとらえてカーボンニュートラルと呼ばれる。即ち，森林産出物

は持続可能な生産が確保された循環型または再生可能型資源と言える（詳しくは第４

部第８参照）。したがって，森林生産物の有効な利用は，温暖化対策にも極めて重要

な意義があるといえる。

木材製品は，長期間利用することによって，大気中から吸収した CO２を固定する機

能がある。のみならず，金属やセメント，化石資源などによる産品はその生産過程で

排出する CO２が大量であることから，木材製品の利用は生産過程における温暖化ガス

排出削減にも貢献することとなる。ただし，伐採木材製品（Harvested Wood Prod-

ucts ; HWP）は，廃棄された時点で再び大気に炭素を放出することとなるため，その

長期にわたる利用に対する監視が必要であり，木材製品の国際的な取引や消費の過程

を管理しなければならない。京都議定書の運用ルールでは，伐採して搬出したときに

炭素排出とみなすという IPCC デフォルト法（IPCC Default Approach）を採用して

いるが，これでは木材製品の利用が考慮されないことから，次期枠組みでは新たな算

出方式が課題となっている。

�２ 木質バイオマス

バイオマスとは，「再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」１で

あり，廃棄物系資源，未利用資源，資源作物が含まれるが，木質バイオマスは，その

＊１ 政府「バイオマス・ニッポン総合戦略」２００２年１２月閣議決定，２００６年３月改訂
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うち林産物に由来するもので製材工場等の残材や林地残材（間伐材を含む）及び建設

発生木材である。特にわが国では，林地残材はその約９８％が未利用のまま放置されて

おり，資源として注目されている。

これまで用材等として利用価値がなく，伐採して搬出すると経済的に見合わないた

め林地に放置されていた残材が，木質バイオマスとして，ペレットやチップなどに加

工されて，発電材料や暖房燃料に利用する取組みが進められている。これらはカーボ

ンニュートラルであり，化石燃料によるエネルギー供給から代替することによって炭

素の排出を間接的に削減することが可能となる。これらの具体的な取組みについては，

海外ではスウェーデンのヴェクショー市，国内では高知県檮原町などの取組みを別項

で紹介した（第４部第６参照）。

４ 水源涵養と国土保全，洪水対策など

森林は古くから，「緑のダム」として極めて重要な役割を持っていることが知られて

きた。地表に植生がないと，降雨は地表面を流れて地表流を発生させ，これが表層の土

壌を浸食する。これに対して森林に覆われた山地においては，孔隙に富む土壌が形成さ

れており，そこでの降水はそのまま流出することなく，地下に浸透し，風化土層や岩盤

に到達し，その後，時間をかけて湧水地点からわき出して河道に至り，これが幾本も合

流することによって河川となる。水資源の大部分を河川水にたよるわが国では，森林の

保全は水資源の維持利用の観点からも極めて重要である。

また，斜面が植生などで覆われていると，雨水は土壌層に浸透するが，その下の岩盤

などは透水性が低く，その境界面の水流により斜面の崩壊が生じることがある。これを

表層型崩壊と呼ぶ。しかし，森林で集積される表土は樹木の根系と一体となって強度を

保持し，また一部の垂下根や斜出根は岩盤の亀裂，風化部分にも進入するため，森林の

発達は表層型崩壊をも防止する役割を果たしている。

急峻な地形で降水量が多いわが国の自然条件のもとでは，洪水や渇水，山崩れ，土石

流，地滑りなどの自然災害が発生しやすくなるが，森林の水源涵養，土壌保全の能力は，

これら災害防止の機能を果たす点も重要である。

地球温暖化の進行は，地球の大気循環に大きな影響を与え，降雨分布に変化をもたら

し，ある地域では降水の強度が高まる一方で，またある地域においては干ばつが強まる

などの影響が予測されている。特に日本などの温帯モンスーン地域においては，降水量

や降水強度が増すといわれている。わが国でも近年すでに記録的な集中豪雨や，極めて

限局された地域に激しい雨が降るゲリラ豪雨なども多く観測されるようになってきてい

る。梅雨の末期頃の豪雨も地球温暖化が影響しているといわれ，２００３年７月の熊本県水

俣市宝河内地区での土石流災害，２００４年７月の信濃川氾濫，２００５年７月の熊本県小国町

の土石流災害，２００６年７月の長野県岡谷市の土石流災害，鹿児島県川内川氾濫など，毎

年のように大きな水害が発生している。

地球温暖化を一定限度に抑制しなければならないとしても，産業革命期以降の温暖化

ガスの増加によって，現時点においてすでにある程度の温暖化は不可避となっている。

したがって，これ以上の温暖化の予防と同時に，避けられない温暖化に対処する「適

応」のための策も講じなければならない。森林の持つ水源涵養や土壌保全などの機能の
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維持，強化は温暖化対策の上でも不可欠といえる。

５ 生物多様性保全

生物多様性は，人類の生存に不可欠な生物資源の供給源であるのみならず，生態系の

プロセスの制御により生活環境を保全する機能を有し，またその精神的，倫理的価値と

いった文化的サービスの淵源ともなるものである。

地球温暖化は，サンゴ白化現象の増加や種の分布範囲の変化，森林火災リスクの増加

などをもたらし，生物の生息環境に多大な影響を及ぼす。例えば，地球の気温が４℃上

昇した場合，同じ気候域は緯度にして約６００㎞極地側に移動し，高度にして約７００m 上

昇することになることから，気候に適応して生息域を移動させるスピードの遅い植物な

どは絶滅する危険がある。このように温暖化は，少なくない種や個体群などに存続の危

機を生じさせつつある（第１部第２参照）。生物多様性は，地球温暖化により最も深刻

な影響を受けるおそれのある価値の１つであるといえる。

したがって，地球温暖化の防止は，生物多様性の保全にとっても喫緊の課題である。

しかし，生態系は温暖化の影響を最も受けやすいゆえ，地球温暖化防止の取組みを行う

だけではなく，温暖化対策とは別個の独自の生物多様性保全の取組みを進めることもま

た不可欠である。

森林は，生物多様性の宝庫である。日本は南北に細長く，多様な気候と地形の変化に

富んでいることから，豊かな生態系に恵まれており，既知の動植物種数は９万種以上と

いわれる。また，中米の熱帯域にあるコスタリカは，熱帯雨林や熱帯乾燥林，熱帯雲霧

林などに恵まれており，わずか５万１０００km２（日本の７分の１以下）の国土に約８万

７０００種，地球上の生物種の約５％が生息しているといわれる。森林の豊かな地域には多

様な生物種が存在するのであり，森林の保全は生物多様性の保全にも重要な役割を演ず

ることとなる。したがって，炭素吸収源としての森林を維持保全していくことは，同時

にこのような森林の持つ生物多様性を保全することとなるのである。

６ 温暖化対策としての森林保全の多面的な必要性

以上のとおり，健全な森林の保全は，炭素吸収源としての森林の機能という直接的な

温暖化ガス削減の効果を有するのみならず，森林資源の利用を始め，森林の水源涵養や

土壌保全，生物多様性の維持などの多面的な機能により，温暖化ガスの間接的な削減や

温暖化した気候への適応といった様々な効果をもたらすものであり，温暖化対策の１つ

の重要な柱といえるのである。
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第２ 日本の森林管理の現状

１ わが国の森林の現状，木材自給率

�１ わが国の森林面積は，約３７８０万 ha の国土面積中，約７割に相当する約２５１０万 ha

を占めている。世界で最も森林率が高いフィンランドは７３．９％であるが，それに次ぐ

数値である。森林区分は，人工林が約１０３５万 ha（約４１．２％），天然林が約１３３８万 ha

（約５３．３％），そして，無立木地・竹林が約１３７万 ha（約５．５％）である。これらの森

林を所有形態別にみると，国有林が約３割，民有林（私有林６割と公有林１割）が約

７割を占めている。森林面積に占める人工林の割合である人工林率が高いことが日本

の森林の特徴である。

�２ 森林面積・森林蓄積及び木材自給率の推移

かつてわが国では，戦時中の物資や戦後の復興用資材を確保するため過剰な森林伐

採が行われ，木材価格が高騰した。１９６０年代には，緊急的な対策として外材の輸入を

促進するとともに全国規模の拡大造林政策が強力に推進された。できるだけ早期に森

林を造成することにより国土の保全や水源の涵養を図り，建築用途等に適し経済的価

値も見込めるという観点から，成長が速いスギ・ヒノキ等の針葉樹が植林に用いられ

た。

こうした人工林の拡大政策によって造成された人工林は１０００万 ha を超えている。

図５―１
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現在のわが国の森林面積自体は昭和２０年代と比較しても大きな変化はないが，造林し

た人工林が成長した結果，森林蓄積は，昭和２０年代と比較すると２倍以上の約４４億�
となった。これはわが国の平均的な木造家屋約１億８０００万戸分に相当する量である。

一方，外材輸入を促進したことにより，かつては９０％を超えていた木材自給率は急

激に下がり，一時は１８％に至った。しかし，近年，国産材の価格が下落したこと，森

林が環境面から社会に注目されることになったこと等から，木材自給率は，２００５年に

は２０％台を回復し，その後も少しずつ上昇するなど回復傾向の兆しがみられている。

�３ 森林資源・森林管理についての取組み

このようにわが国の森林資源は増えているが，森林，特に人工林については適切な

施業を実施する必要がある。１９９２年，ブラジルのリオデジャネイロで行われた国連環

境開発会議（地球サミット）では，森林原則声明が採択され，世界の森林で持続可能

な森林経営を目指すことが合意された。これを契機にわが国の森林政策も見直さ

れ，２００１年に森林・林業基本法が制定され，森林の有する多面的な機能の発揮，林業

の持続的かつ健全な発展が基本理念として定められた。そして，２００６年９月には，森

林・林業基本計画が策定され，基本法の理念に基づく施策が推進されている。

そのような中，わが国の林業はさらに大きな転換期を迎えている。土砂災害防止機

能，水源涵養機能のほか，生物多様性保全機能，地球環境保全機能等の森林が有する

多面的機能がより注目されてきたこと，国産材の需要増で自給率が増加していること，

そして，京都議定書の目標達成に森林吸収源が重要な位置を占め，間伐事業が注目さ

れるようになったことが，新たな転換の原動力となっているのである。

２ 林業（人工林施業）の現状と課題

�１ 林業を取り巻く厳しい環境

ところが森林管理及び林業経営の現状は厳しい状態である。特に，人工林について

は，未整備林や再造林放棄地の増加が今後も見込まれ，林業の崩壊のみならず地球環

境や地域社会に悪影響を及ぼしかねない。

人工林は，その健全性を維持する上で適切な時期に適切な施業を実施することが必

図５―２
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要とされている。本来，林業は，資本を投下し，造林→下刈り→除伐→間伐といった

適切な施業を実施した上，伐採・搬出・売却という過程を経て投下資本を回収するこ

とによって成り立つものである。資本の投下から回収までには少なくとも数十年を要

する産業なのである。したがって，持続的な林業経営を行うためには，長期的視野に

立った継続的かつ適切な施業を実施できるように，伐採した木材の売却代金から，伐

採跡地の再造林と今後伐採対象となる森林の管理費用が賄われることが必要である。

しかし，木材需要が増加しているにも関わらず，スギ・ヒノキの木材価格は下落し

ている。特に利用材積１�あたりの平均価格である山元立木価格の下落幅が大きく，

林業採算性が悪化している。例えば，スギの山元立木価格は，１９９０年では１万４５９５円

だったのが，２００８年では３１６４円にまで下がっている。そのため，再造林や間伐等への

再投資が困難な状態になっており，これが林業経営者の経営意欲を低下させている。

現在，わが国の人工林面積は１０３５万 ha であるが，その多くがいまだ間伐等の施業

が必要な育成段階にある一方で，約５０年生以上の高齢級の人工林が約３５％を占め，４０

年から５０年生の人工林が約３２３万 ha と約３２％を占めている。現状のまま１０年間推移

すると，人工林のうち約６７％が伐採利用可能な林齢に達することになる。適切な間伐

がなされなければ樹木が過密化し，そのような林内の樹木は幹や根を十分に発達させ

ることができなくなる。また，林床への日照量も減少し下層植生等が育たない。そう

すると林床が裸地化し，降雨で土砂を流出させたり，土壌浸透能力を低下させたりす

るなど森林の有する公益的機能を低下させることになる。

�２ 対策

森林を健全な状態に維持することは地球温暖化防止，京都議定書の目標達成の面か

らも重要である。わが国の京都議定書目標達成計画の森林吸収源による３．８％削減

は，健全な森林整備による森林経営の推進での目標達成を目指しており，間伐推進は

重要な施策として位置付けられている。間伐された森林とまったく間伐しなかった森

林とを比較した場合，間伐された森林内の樹木がより太陽光を受けることとなり，樹

木の幹材積が増加する。また，間伐材が建築材等に有効活用されれば長期的に二酸化

炭素を固定させることができるため，間伐材が有効活用される限り，間伐材の蓄積量

を含めた分，最終的な吸収量は増加することになる。そして，京都議定書との関係で

は，適切な森林施業が行われている森林の吸収量だけが削減目標の達成に利用するこ

とができるとされているため，吸収源の対象となる森林面積を拡大させるためにも間

伐推進が重要視されている。

森林吸収源３．８％達成には年間１３００万炭素トンの吸収量の確保が必要であるが，林

野庁の試算では，それまでの間伐ペース（年間３５万 ha）でいくと，目標達成に年間

１１０万炭素トンが不足するとのことである。このため，森林吸収目標１３００万炭素トン

の達成に向けて，２００７年から６年間，年間３５万 ha の間伐に加え，毎年２０万 ha の追

加的な間伐を行い，合計３３０万 ha の間伐を実施する「森林の間伐等の実施の促進に

関する特別措置法」が制定された。

加えて，２００８年１０月，２００９年度から２０２３年度までの１５年間を計画期間とする新たな

全国森林計画が閣議決定された。この計画では健全な人工林の育成と成熟化しつつあ

る国内森林資源の本格的な利用を推進するため，間伐を主体に伐採立木材積を増加す
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るとしている。具体的には，間伐計画量を前期計画に比べ３６％増の４億０５００万�，育

成複層林の目標面積を現況の９６万 ha から６７％増の１５９万 ha とするなどそれぞれ大幅

に増加させた目標になっている。

�３ 課題

このように間伐促進施策を実施することにしているが，課題もみられる。

� まずは間伐を今後進めるにあたっての課題である。

１年で５５万 ha を間伐するという計画どおりに果たして間伐が進むのかという問

題がある。２００８年度の実績をみると，５２万 ha の間伐実績があるとされているが，

そのうち国有林が１２万６０００ha のみで，間伐対象の多くが民有林（私有林・公有林）

であることがわかる。したがって，今後，民有林について継続的に適切な間伐が行

われるかが課題である。なぜなら日本の森林面積の６割は私有林であり，私有林を

間伐するか否かの最終的な判断は個々の森林所有者に委ねられているからである。

間伐をして搬出した木材を売却しても，木材価格自体が下落しているため採算は取

れない。間伐に対する補助制度を利用しても国庫補助は約５割だけなので，残りの

５割を森林所有者と自治体で負担しなければならず，私有林の森林所有者が補助制

度を積極的に利用するのか，はたして計画どおり間伐が進むのか危惧されるところ

である。また，自治体も財政的に余裕があるわけではない以上，公有林についても

積極的に間伐が行われるか懸念されるところである。

次に，毎年５５万 ha の間伐をするだけの担い手を確保できるのかという問題があ

る。昭和５０年代では１５万人以上いた林業就業者は現在では５万人にまで減少してい

る。さらに，６５歳以上の作業者が４分の１を占めるなど高齢化が進んでいる。林業

就業者の高齢化は急速に進行しており，若者を中心とした新規林業就業者の確保・

育成が重要な課題である。林野庁は，２００３年度から，林業就業に意欲を有する若者

に対して，基本的な技術の習得を支援する「緑の雇用」事業を実施してきた。「緑

の雇用」事業実施以前は年間平均約２０００人であった新規就業者が，事業実施以降に

は年間平均約３２００人にまで増加し，一定の成果がみられている。この背景には，京

都議定書に基づく森林吸収量の目標達成に向け間伐事業量の増加が見込まれている

ことが影響しているものと思われる。ただ，依然として毎年５５万 ha の間伐を行う

だけの人手が確保されているのか明確ではない。加えて，仮に，人手を確保したと

しても，それが熟練度の低い就業者であれば，後述する切り捨て間伐が増える可能

性がある。したがって，就業者数の増加もさることながら技術と知識を伴った林業

従事者の確保とその育成が急務であるといえる。

加えて，わが国の私有林の４分の１にあたる約３００万 ha は不在村者（山林の所

在地と山林保有者の居住地が同一市区町村内でない者）によって所有されている。

所有森林の境界線すら把握していないケースもままある。そのため間伐を進める前

提としての境界確認作業だけでも時間がかかる状態である。採算割れするなか，境

界確認作業にさらに経費をかけてまで間伐を実施することは期待できない。

� 切り捨て間伐

さらに，間伐方法そのものにも課題がある。切り捨て間伐である。これは，本来

は搬出して利用できるのに搬出せず，伐採した木材を林内に放置する，不適切な間
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伐のことをいう。若齢期の間伐は伐採木が細く木材としての利用価値が低いため森

林内に放置されることはある。これは保育間伐と呼ばれるが，ここで問題にしてい

るのは高齢級間伐であり，本来木材として利用可能な間伐材が放置されている点で

ある。木材価格の下落により，間伐はするが，搬出はしないという事態は十分あり

うる。そうすると間伐面積の拡大に伴い，有効利用されずに放置される切り捨て間

伐もまた増加するのではないか懸念されるところである。

� 再造林放棄地問題

現在，国産材の供給量は増加傾向にあるものの立木価格は下落しているため，伐

採面積が拡大するおそれがある。少しでも需要があるうちにできるだけ多くの伐採

を行い，利益を確保しようと考えた林業家が，将来の木材生産を犠牲にして，当面

の森林施業の採算性のみを考え，間伐ではなく皆伐によって生産コストを下げよう

とするからである。したがって，皆伐面積が増加するという問題と，皆伐後に本来，

植林を実施すべきところこれをしない再造林放棄地が増加するという問題がある。

適切な間伐を実施しないこと自体問題ではあるが，それ以上に伐採後に植林しな

い再造林放棄地が拡大されれば，長期的にみてわが国の森林吸収源を減らすことに

なる上，地球環境や地域社会に悪影響を及ぼすことは明らかである。

�４ このように，わが国ではかつての拡大造林政策によって造林された人工林が成長し，

森林蓄積量は確実に増加しており，過度の森林伐採や違法伐採が問題とされる地域と

は異なり，森林資源自体の減少はみられない。加えて，地球環境保全機能を含む森林

の果たす多面的機能に着目されていること，そして，国産材の需要増で自給率が回復

しつつあることから，わが国の林業は復調の兆しは認められる。ただ，それには人工

林，特に，私有林における人工林について間伐等の適切な施業が実施されなければな

らず，そのためにはいくつかの課題が存在している。地球温暖化対策の一環としての

間伐政策にとどまらず持続可能な森林経営を実現するための社会システムを構築する

必要がある。

３ 天然林について

�１ わが国の森林面積の約５３％にあたる約１３４０万 ha は天然林であり，そのうち国有林

が約４７０万 ha（３５％），民有林が約８７０万 ha（６４％）を占めている。ここでいう天然

林とは，自然の推移にゆだね，主として自然の力を活用すること（天然更新）により，

保全・管理されている森林も含んでいる。したがって，薪炭林として利用されてきた

いわゆる里山もこれに含まれる。天然林といっても樹齢は様々であるが，林齢が９１年

以上ある原生的森林は，２００７年３月現在，わが国に約３８０万 ha 残されている。その

うち，大部分の約２８０万 ha が国有林である。１９５０年時点では約９５０万 ha の原生的森

林があったとされており，原生的森林が激減していることがわかる。奥地森林を皆伐

し，跡地に針葉樹を植林するという拡大造林政策が全国で実施されたことが大きく影

響しているが，今後は残された原生的森林をいかに保全・管理していくかが課題とな

る。

�２ そのための１つが森林生態系保護地域などの保護林制度である。保護林とは，原生

的な森林生態系からなる自然環境の維持，動植物の保護等に資することを目的として，
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区域を定め，禁伐等の管理経営を行うことにより保護を図る国有林野のことである。

また，保護林相互間を連結して「緑の回廊」とし，野生動植物の移動経路を確保する

といったことも国有林野事業で行われており，森林生態系の保全にも寄与している。

２００６年時点で保護林に指定された面積は約６８万 ha であったが，２００８年には，約７８万

ha に拡大されるに至った。保護林のさらなる拡充が期待されるところである。

�３ ところで，天然林は，優れた自然の風景地を保護する観点から，自然公園法上，国

立公園の特別地域に指定されていることが多く，特別地域に指定された場合，地域内

の竹木を伐採するためには，原則として環境大臣の許可を得なければならないとされ

ている（自然公園法１３条３項本文）。

ところが，２００８年，北海道森林管理局が大雪国立公園内の特別地域内の国有天然林

で，風倒木処理を理由として環境大臣の許可を得ることなく大規模な皆伐を実施して

いたことが判明した。非常災害のために必要な応急措置として伐採を行う場合には例

外として許可は不要とされているが（同法１３条３項但書），これはあくまで応急措置

にとどめるべきである。皆伐された地区の隣の森林は風による被害はほとんどみられ

ず，果たして本当に風倒木処理の必要があったのか，また，仮に風倒木処理が必要で

あったとしても皆伐が方法として適切であったのか疑問が残るところである。林野庁

の計算では，京都議定書との関係で，現状程度の水準で森林整備が行われたとしても

１１０万炭素トンの不足が生じるとされているが，そもそも前提となる森林整備自体に

撮影場所：大雪国立公園内皆伐跡地（撮影：飯田洋，２００８年１０月６日）
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上記のような風倒木処理名目での皆伐を含むのだとしたら現実には排出増となってし

まうはずである。そうならないよう天然林についても適切な保全・管理がなされるべ

きである。

�４ 天然林は森林の多面的機能，なかでも生物多様性の保全のために重要な意味を有し

ている。しかし，前述のような保護林の制度は国有林管理経営規定という農林水産大

臣の訓令にすぎない内部規定で定められているのみで，法的な根拠を有していない。

また，自然公園法の地域区分についても景観保全を第一義に考えているため，必ずし

も天然林保全に役立っていない。今後は国有林の天然林伐採は認めない，民有林の天

然林伐採についても皆伐を認めないなど，施業に対する厳しい規制を講じる必要があ

る。
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第３ 京都議定書・次期国際枠組みと森林吸収源問題

１ 森林のCO２吸収機能

樹木は，光エネルギーを使って CO２と水からデンプンなどの有機物を合成して，幹・

枝・葉・根などを組成する。成長過程では光合成による CO２吸収量が呼吸作用による

CO２排出量を上回り，成長する樹木の集合体である森林は CO２を吸収する機能を有して

いる。

IPCC は森林の温暖化防止の役割について，「森林関連の緩和活動は，低コストで，

排出源での排出量を大きく削減し，吸収源での CO２の除去を大きく増加させることがで

き，さらに適応や持続可能な開発と相乗効果をもたらすように設計することができる」

と報告し，森林の有する CO２吸収機能を活用することが温暖化防止のための有力な対策

の１つであると評価している２。

＊２ IPCC 第４次評価報告書第３作業部会報告書政策決定者向け要約（経済産業省翻訳）１４頁
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２ CO２吸収機能の問題点

森林が CO２吸収機能を有するとしても，これを温暖化防止のための CO２削減対策の一

環として位置付けるにあたっては，CO２吸収機能に以下の問題点があることを考慮しな

ければならない。

�１ 森林の成長には限界があること

森林は無限に成長するわけではない。樹木の成長過程においては光合成による CO２

吸収量が呼吸による排出量を上回り，その差が CO２の除去量になる（以下「吸収量」

は除去量を意味する。）。森林の CO２吸収量は，樹木の樹齢とともに変化し，一定の樹

齢まで増加した後，成熟するにつれ減少していく。森林の成長が平衡状態に達すると，

吸収量はゼロになる。森林による吸収量を維持し，あるいは増加させるには，植林し

て森林を増やすことが考えられるが，植林に適した土地が無限にあるわけではない。

日本の森林の面積は，国土の約７割を占めていて新規に植林可能な土地はほとんど

なく，CO２の吸収は既存の森林の成長に負うところが大きい。政府が国連の気候変動

枠組条約事務局（以下「条約事務局」という。）に毎年提出している温室効果ガスイ

ンベントリ報告書によると，日本の森林全体の CO２吸収量は，２００５年度８７５０万ト

ン，２００６年度８３４０万トン，２００７年度８２９０万トンであり３，その大部分は既存の森林が

成長する過程で吸収したものである。

森林の約４割は，１９６０年代の拡大造林政策により造成された樹齢の偏るスギ・ヒノ

キなどの人工林であり，２０２０年ころにはほとんどが高齢級の森林となって，自ずと

CO２吸収量が減ると見込まれる。政府が現在進めている毎年５５万 ha の間伐整備を継

続することによって，仮に京都議定書が定める第１約束期間（２００８年～２０１２年）に年

平均１３００万炭素トン（４７６７万 CO２トン）の吸収を実現しえたとしても，２０２０年ころに

は森林の高齢化により年平均１０００万炭素トン（３６６７万 CO２トン）ほどしか吸収できな

いであろうといわれる４。

森林による CO２の吸収を期待できるのは，植林の余地があるか，あるいは，森林が

成長する間だけ，という限界があることに留意する必要がある。

�２ 蓄積が永続する保証はないこと

森林の樹木は，伐採されたり，枯死したり，あるいは火災，風水害，病虫害などに

よって生命活動を終え，遅かれ早かれ，燃焼によって一気に，あるいは腐敗によって

徐々に，体内に蓄積した炭素を CO２として大気中に放出する。そして，伐採は林業な

ど持続的な森林管理のために行なわれるだけではない。皆伐により森林を農地や宅地

あるいは工業用地や道路用地に転換するために行なわれることもある。CO２は，いっ

たん森林に吸収されても，永遠に蓄積されているものではないのである。

森林による CO２の吸収は，永続的ではないという点において，排出源における CO２

の排出削減が永続的であることと決定的な差異がある。したがって，排出削減目標を

達成する手段として，森林による CO２吸収を排出源における排出削減と等価のものと

＊３ 独立行政法人国立環境研究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」２－１５頁（２００９年４月）

４ 天野正博「次期枠組みにおける森林吸収量の推計について」第５回地球温暖化問題に関する懇談会・中期目標検討

委員会資料（２００９年２月２４日）
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してカウントすることは，本来妥当でない。

�３ 測定量の不確実性が大きいこと

森林による CO２吸収量の測定は容易なことではなく，化石燃料などからの排出量の

測定が精確になされうることとは対照的である。森林による CO２吸収量は，森林を構

成する樹木，枯葉，枯死木および土壌が固定した炭素の量の総計によって算定される

が，算定に用いる森林の面積，樹種，幹積などのデータや，枝・葉・根と幹積との比

率，あるいは枯葉，枯死木および土壌に含まれる炭素量などのパラメーターに，それ

ぞれ不確実性（真の値からのブレの度合い）がある。そのため，森林による吸収量の

不確実性は排出源における排出量の不確実性に比して，格段に大きい。

日本は，毎年，条約事務局に所定の評価方法による削減量・吸収量の不確実性を報

告している。２００７年度において，燃料の燃焼による CO２排出量は１２億３５００万トンであ

り排出量の大部分を占めるが，その不確実性はわずか１％にすぎない５。これに対し，

同年度において，京都議定書の算入対象となる「森林管理」による CO２吸収量は４２００

万トン，その不確実性は３７％になる６。両者の測定量の不確実性の差異は文字どおり

ケタ違いに大きい。このような差異のある数値をもって互いに対等の値で相殺するこ

とを許容するのは，本来，不合理なことである。

京都議定書（マラケシュ合意）は，後記のように，森林による吸収量を各国の割当

量に加算する方法で実質的に排出量と相殺することを許容した。それは議定書の成立

を最優先させたことによる政治的な妥協の産物というべきものであり，科学に基づい

て論理的に導き出した結論であるとはいいがたい。

�４ 人為的要因による吸収量と自然的要因によるそれとを区別するのは難しいこと

森林は適切な人為的活動が加えられることによって成長を促進され，より多くの

CO２を吸収できるようになる。また植林によって新たな森林が生まれ，生まれた森林

は成長とともに CO２を吸収するようになる。しかし，一方で，森林は放置しておいて

も CO２を吸収しながら成長する。また，人の手によって植林されなくても，野生生物

や自然の力によって実生が運ばれ，新たな森林が生まれることもある。

人為的活動を加えられた森林による CO２の吸収量は，人為的要因による吸収量と，

もともと存在する自然的要因による吸収量とを含む。両者を区別することは困難であ

り，IPCC も両者を区別する標準的な手法を提示するには至っていない７。

区別が困難であることは，森林吸収源について公平なルールを作ることを一層難し

いものにする。各国の森林をめぐる環境は，森林の有無や面積，森林の成長の程度，

植林に適する土地の有無，森林火災など災害発生の状況，林業の実情その他の点にお

いてそれぞれ異なる。自然的要因による CO２の吸収量を算入できるとすれば，森林を

持つ国は労せずしてその分の CO２排出量を増やすことができ，著しく不公平である。

逆に，人為的要因による吸収量も含め森林による吸収量を一切算入しないとすると，

＊５ 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（２００９年４月）別添７－１５「不確実性評価の手法と結果」

６ 「京都議定書３条３及び４の下での LULUCF 活動の補足情報に関する報告書」２００９年版の５５頁「森林経営活動に

伴う排出・吸収量の不確実性」

７ 「IPCC 吸収源特別報告書政策決定者向け要約」（環境庁仮訳）１４頁
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温暖化対策の有効な手段であるはずの森林吸収源が制度上は生かされず，森林を有効

に活用しようというインセンティブが働かないことになる。

３ 京都議定書における森林吸収源のルール

�１ 気候変動枠組条約

気候変動に関する国際連合の枠組条約は，すべての締約国に，森林等の吸収源によ

る除去について目録を作成・更新・公表・提供すること，吸収源による除去を対象と

して気候変動を緩和するための措置に関する計画を作成すること，吸収源の持続可能

な管理を促進・保全・強化することなどを義務付けている（条約４条１項）。

森林吸収源の活用が温暖化対策のために有用であることを前提にした義務であるが，

条約が法的拘束力のある削減の数値目標を定めたものではないため，森林吸収源につ

いても目録（温室効果ガスインベントリ報告書）を整備して条約事務局に提出するこ

とが求められるだけであった。

�２ 京都議定書

京都議定書は，これに対して，先進国に法的拘束力のある数値目標を割当量として

定めた。森林吸収源については，１９９０年以降の新規植林・再植林・森林減少による吸

収量・排出量を割当量に加算・減算することとし（議定書３条３項），それ以外の追

加的かつ人為的活動については，種々の科学的知見を考慮して後に決定するところに

従い，２０１３年からの第２約束期間以降に適用することとし，ただし人為的活動が１９９０

年以降に行なわれたものである場合には締約国の選択により第１約束期間にも適用す

ることを認めた（同３条４項）。

京都議定書の締結交渉は，森林吸収源が前記２で述べた問題点を有し，また各国の

利害が森林の状況に応じて異なるために議論が錯綜し，会議の最終日になってようや

く妥結した。森林の定義，算定の対象とする活動の範囲，吸収量の算定方法，割当量

に加算できる上限数値，吸収量の不確実性や非永続性に対する制度上の手当てなど，

多くの重要な事項は先送りされたのである。

日本は，森林による吸収量を算入することについて，会議の当初は，それがアメリ

カ，ロシア，カナダなどの森林大国を不当に利するとして，吸収量の不確実性などを

理由に反対していた。削減目標の数値について，１９９０年の排出量を基準に，EU が－

１５％，アメリカが０％，日本が－２．５％をそれぞれ主張している時期である。日本の

－２．５％という数値は，環境庁－５％，通産省０％という各主張の中間値をとったも

のであった。

しかし，会議の終盤になって，アメリカが－７％まで譲歩したことにより，日本は

議長国として－６％まで譲歩せざるを得ない状況に追い込まれ，最終的には，その過

半を森林吸収源で賄うことにして吸収量の算入に賛成する立場にまわったのである。

日本は植林に適した土地が乏しく，森林吸収源として３条３項の新規植林・再植林

に期待することはできない。しかし国土の約７割を占める既存の森林の多くは成長途

上にあり，将来多くの CO２を吸収することが見込まれる。３条４項の追加的人為的活

動が一定の条件のもとで第１約束期間にも適用しえる旨定められたのは，このような

立場にあった日本の強い要求によるものであった。
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�３ マラケシュ合意

２００１年の気候変動枠組条約第７回締約国会議で採択されたマラケシュ合意は京都議

定書が積み残した課題を具体的にルール化したものである８。合意では，森林の定義

を，「『森林』とは，その場での成熟時に最低２．５m の樹高に達する可能性のある樹木

種で１０～３０％以上の樹冠率（または同等の群体レベル）を有する最低面積０．０５～１．０

ha の土地である」とした（附属書１項（a））。日本はこれに基づき，最小面積０．３ha，

最小樹冠被覆率３０％，最低樹高５m，最小森林幅２０m の樹木の集団を森林と定義して

条約事務局に報告している９。

また，京都議定書３条３項の「新規植林」とは，少なくとも５０年間森林とはなって

いなかった土地を森林地へ直接に人為的に転換すること，「再植林」とは，森林地で

あったが非森林地に転換されていた土地を森林地へ直接に人為的に転換することであ

り，第１約束期間では１９８９年１２月３１日の時点で森林地を含んでいなかった土地での再

植林に限定されること，「森林減少」とは，森林地から非森林地へ直接に人為的に転

換することであると定義した（同１項（b～d））。

京都議定書３条４項の人為的活動については，「植生回復」「森林管理」「農地管理」

「牧草地管理」の４種類を定め，締約国はこれらの１つまたは複数を任意に選択でき

るものとし，「森林管理」とは，森林の，関連生態系（生物多様性を含む），経済，社

会の機能を，持続可能な形で満たすことを目的とした，森林地の世話と利用の実践方

法システムであると定義した（同１項（f））。日本は，このうち「植生回復」と「森

林管理」を選択したが，「森林管理」の定義について，「育成林については，森林を適

切な状態に保つために１９９０年以降に行われる森林施業（更新（地拵え，地表かきおこ

し，植栽等），保育（下刈り，除伐等），間伐，主伐）」「天然生林については，法令等

に基づく伐採・転用規制等の保護・保全措置」として条約事務局に報告している１０。

また合意では，森林管理による吸収量の算入方法について，京都議定書３条３項の

新規植林・再植林・森林減少による CO２の排出量が吸収量を上回るときは先ずそれを

補填し，残余について各国ごとに定められた上限数値まで割当量に加算することがで

きるものとした（同１０項，１１項，付録書）。

日本の上限数値は１９９０年の総排出量の３．８％にあたる年１３００万炭素トン（４７６７万 CO２

トン）とされている。これは森林１�あたりの炭素重量５２．０トンであり，ロシア４．１

トン，カナダ３．９トン，ドイツ１１．３トン，フランス５．５トン，イギリス１２．３トンなど主

要諸国の上限数値に比較して飛びぬけて高い１１。

森林管理による CO２吸収量は，前記のとおり，不確実性が大きいうえ，人為増と自

然増とを区別することが困難である。そこでマラケシュ合意においては，人為増と自

＊８ マラケシュ合意 決定１１／CP．７附属書「京都議定書の下での土地利用，土地利用の変化，林業の活動に関係する

定義，仕組み，規則，および指針」（GISPRI 仮訳）

９ 「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第７条４に基づく京都議定書第３条７及び８に準拠した日本国

の割当量に関する報告書」（２００６年８月，２００７年３月更新）

１０ 脚注９同

１１ 林野庁資料「森林吸収源対策について」（２００９年４月）
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然増を含む全吸収量から８５％を割引いて算入するという考え方が提示された。吸収量

の不確実性や吸収量に自然増が含まれることを考慮しての大幅な割引である。EU 諸

国はこの考え方にしたがって算入の上限数値を定められたが，日本は割引なしの特例

が認められた。アメリカが京都議定書から離脱することなどにより，日本が賛成しな

い限り京都議定書が発効しないという交渉上有利な立場になったことによる。年１３００

万炭素トンという上限数値は日本の森林を管理することによって見込み得る吸収量の

ほぼ全量にあたる。

日本の上限数値が飛びぬけて高い数値になったのはかかる経緯によるものであり，

マラケシュ合意における森林吸収源のルールは，科学的合理性よりも，合意成立を優

先した政治的な配慮によって作られたものといってよい。

４ 京都議定書におけるCO２吸収源ルールの問題点と展望

�１ 割当量に加算できる上限数値が過大であること

森林が CO２吸収機能を有するとしても，植林による森林面積の増加や森林の成長に

は限界があるうえ，吸収量の不確実性が大きく，また，人為増と自然増とを区別する

方法はいまだ確立していない。しかし，京都議定書（マラケシュ合意）は，日本に対

し，上限数値４７６７万トン（１３００万炭素トン）という制限つきとはいえ，森林管理によ

る吸収量の全量を割当量に加算することを認めた。日本は，その結果，吸収量算定の

対象となる森林を増やすために森林施業に資金や労力を投入することになり，そのこ

とは，本来採るべき排出源からの排出削減措置へのインセンティブを弱めることにな

った。

日本の第１約束期間の年平均割当量は，基準年である１９９０年の総排出量１２億６１３３万

トンの６％減，１１億８５６５万トンである１２。また森林管理による吸収量は，前記のとお

り，京都議定書３条３項の新規植林・再植林・森林減少による純排出量に補填した後，

上限４７６７万トンまで割当量に加算できる。４７６７万トンというのは基準年の総排出量の

３．８％にあたり，その量を得られることができれば，削減義務６％のうち排出を削減

しなければならない量は残りの２．２％でよいことになる。

最近３年間の森林管理による吸収量（３条３項による純排出量に充当後）は，２００５

年３５４３万トン（２．８％），２００６年３７２１万トン（３．０％），２００７年３９９７万トン（３．２％）で

ある。年々増加しているものの，まだ上限数値の３．８％には及ばない１３。

そのため政府は「京都議定書目標達成計画」（２００８年３月２８日閣議決定）において，

従来水準による森林整備だけでは３．８％の目標を達成できないとして，２００７年度から

２０１２年度の６年間にわたり，毎年２０万 ha（参考：東京都の面積は２２万 ha）の森林に

ついて間伐等の追加整備（従来の間伐水準３５万 ha と合わせると５５万 ha）をすること

とし，２００７年度７６５億円，２００８年度５４６億円，２００９年度６２０億円という予算措置を講じ

ている１４。

＊１２ 脚注９同

１３ 「京都議定書３条３及び４の下での LULUCF 活動の補足情報に関する報告書」（２００７年～２００９年）

１４ 脚注１１同
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この施策の現状と問題点は，前記第２「日本の森林管理の現状」において詳述した

が，計画が予定どおりに運ぶかどうか危ぶまれ，また，施策の中核を占める間伐のな

かには間伐材を林地内に放置してしまう「切り捨て間伐」さえ少なからずあるという。

温暖化対策のためには，資金や労力などの限られた資源は CO２の排出源における排

出の削減に振り向けられてこそ有効に生きる。いずれ高齢化して吸収量が減少してし

まう森林の間伐に多くを費すのは，政策のバランス上疑問である。

また，CO２吸収源としての森林を健全な状態に維持することは温暖化対策となると

の観点から，間伐した森林は京都議定書のルールにより CO２吸収量の算入可能な森林

とされているところ，以下のような問題点もある。即ち間伐により森林の CO２吸収量

が増えるといっても，それは森林の吸収量に間伐材の蓄積量を加えて初めていえるこ

とであり，間伐した森林そのものの CO２吸収量が増えるわけではないということであ

る。独立行政法人森林総合研究所が全国各地の国有林において，２０～６６年間にわたり，

間伐林と無間伐林との成長量を比較した研究結果がある。それによると，成長量は，

間伐後５年までは無間伐林が，間伐後５年以降は間伐林が，それぞれ優る。全期間で

は無間伐林の成長量が優り，ただし間伐林の成長量に間伐材の蓄積量を加えると間伐

林が優るということである。間伐は，間伐材を木材として活用し CO２を固定し続ける

ことによって，初めて森林の CO２吸収量を増やすことになる１５。

このように，間伐は，それ自体，森林の CO２吸収量を増やすものであるとはいえな

い。にもかかわらず，日本は多大な費用と労力を割いて毎年５５万 ha もの森林を間伐

するというのであり，この点については，温暖化対策として妥当かとの観点から検証

する必要があろう。

以上のような問題点からすれば，日本は，第１約束期間においては，森林の吸収源

としての利用に抑制的であるべきであり，また第２約束期間の吸収源ルール策定の交

渉にあたっては，吸収源に温暖化対策の多くを負わなければならないようなルールを

作ることは控えるべきである。

�２ 伐採が排出として算定されること

森林は，吸収源としての機能だけでなく，国土の保全，水源の涵養，自然環境の保

全，保健・休養の場の提供，木材等の林産物の供給など多くの機能を有している。そ

して，間伐や主伐は，森林を育成維持し，その多面的な機能を活用するために必要不

可欠な作業である。

森林は，温暖化防止という面に限っても，CO２を吸収する以外にも大きな役割を果

たすことができる。森林から供給される木材を住宅や家具に利用することにより，木

材中の炭素を長期間にわたり固定することができる。木造住宅の炭素ストックは，鉄

骨プレハブ住宅や鉄筋コンクリート住宅の約４倍という試算がある。また木材は，鉄

やプラスチックなどの資材に比べ，製造・加工工程で使用する化石燃料が少ない。木

造住宅の材料製造時の炭素放出量は，鉄骨プレハブ住宅や鉄筋コンクリート住宅の３

ないし４分の１という試算がある。さらに間伐材や林地残材を化石燃料の代替エネル

＊１５ 森林総合研究所「間伐は人工林のバイオマス成長を促すのか？」平成１６年度研究成果撰集（２００４年）
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ギーとして利用することにより，化石燃料からの CO２排出を減らすことができる１６。

森林の適切な伐採と伐採木材の有効利用は，森林管理を持続可能なものにするととも

に，温暖化防止に大きく貢献するものである。

ところが，京都議定書のルールは伐採を CO２の排出として計上することとしている。

伐採木材は転々と流通することが想定され，燃焼や腐敗による CO２の排出を把握する

ことが技術的・事務的に煩雑であるという理由による。その結果，そのルールが伐採

を抑制するインセンティブとして働いて，適切な伐採施業による持続可能な森林管理

の妨げになっている。さらに伐採木材やその加工品が貿易の対象になる場合には，輸

出国と輸入国とのいずれにおいて排出を計上するかという，森林を持つ国と持たない

国の利害が鋭く対立する問題が生じる。

第２約束期間においては，伐採木材の扱いについて，これらの課題を解決しつつ可

能な限り合理的かつ公正なルールを策定することが必要である。
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第４ 熱帯林とCDM・REDD

１ 熱帯雨林と気候変動

横浜市に本部を置く国連条約機関である国際熱帯木材機関（ITTO）は，報告書「熱

帯雨林と気候変動」の中で，北回帰線と南回帰線の間に位置する熱帯雨林は，最も大き

な森林バイオマスであると位置付けている。

国連食糧農業機関（FAO）の世界森林資源評価（２００５年）では熱帯雨林が１７億 ha で

あり，１９９０年の１９億 ha から減少していることを示しており，１９９０年代における熱帯の

天然林の消失速度は年間１４２０万 ha であり，この面積は，北海道の２倍に相当する。こ

の場合の森林消失とは，樹冠率（樹木による地表の被覆割合）が１０％未満となるような

土地利用への転換を指す。

１９８０年代以降，森林消失（減少）・劣化のほとんどは，東南アジア，南米アマゾン，

熱帯アフリカで起こった。森林消失の最も重要な要因は，土地利用の転換をもたらす農

業であり，農業には定着農業と移動耕作（焼畑農業）とがある。前者の例としては，キ

ャッサバやオイルパームなど日本を始めとする先進国への輸出用の大規模農園（プラン

テーション）及び農民による商品作物や自給用作物の栽培がある。後者による森林消失

の原因として重要なのは，農村や都市から入植してきた人々による非伝統的焼畑農業で

ある。

土地利用と土地利用の変化及び林業分野（Land use，land―use change and forestry :

LULUCF）の活動による熱帯雨林の森林消失（減少）・劣化は地球上の温室効果ガス

排出の約２０％を占めている。IPCC は，１９９０年代を通じて，LULUCF によって毎年１．６

ギガトンの炭素が排出されたと評価している。

IPCC２００７年報告によると，森林による気候変動緩和の観点から熱帯地域は最も大き

な潜在力を有しており，その潜在力の数値化は困難であるものの，最大の潜在力は，森

林消失（減少）・劣化の防止，植林，再植林の促進にあるとしている。

２ 熱帯雨林の状況の例～ボルネオ～

ボルネオ島のサバ州（マレーシア）では，面積の５９％が森林であり，その内５３％が保

サバ州のオイルパームプランテーション（撮影：後藤富和，２００９年４月１５日）
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護区及び公園に指定されている。サバ州政府は，２０１０年までに短期伐採は廃止し，２６の

保護区の全てで伐採による森林への影響を低減した低インパクト伐採（Reduced―Im-

pact Logging : RIL）を実施するとしており，２０１４年までにすべての保護区で何らかの

森林認証（適正に管理された森林から産出した木材等に与えられる環境ラベリング制度。

後記第５の６参照）を取得することを目標にしている。

持続可能な森林経営のモデルとも言えるのが，サバ州にあるデラマコット商業林保護

区（面積５万５１３９ha〔シンガポールや東京２３区とほぼ同じ面積〕。そのうち４万２７８９ha

が生産林で，３４２３ha が全く伐採を行わない保護林になっている。）である。同保護区で

は，１９９４年に森林管理計画を策定し，翌１９９５年から実施に移り，１９９７年には優良な森林

管理が行われていることが認められ FSC の森林認証を取得している。

デラマコットでは低インパクト伐採を実施している。その結果，伐採自体のコストは

かかるものの，従来の工法では伐採後数年経っても森林が回復しなかったのが，デラマ

コットでは，伐採後１年程度でも，伐採を行った森と未伐採の森との区別がほとんどわ

からない状態にまで森が回復することが確認されている。従来の工法で皆伐等を行えば

その後の植林が必要となるが，植林はそれ自体コストが高く，経済的な面でも植林を行

う必要のない低インパクト伐採は優れているといえる。

デラマコット商業林保護区の看板（撮影：後藤富和，２００９年４月１５日）
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低インパクト伐採直後の森林（デラマコット商業林保護区）（撮影：飯田洋，２００９年４月１５日）

低インパクト伐採・土壌流失を防ぐための土盛り（デラマコット商業林保護区）（撮影：後
藤富和，２００９年４月１５日）
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デラマコットでは，１９９７年に FSC の森林認証を受け，それ以後，同所から生産され

た木材にはプレミアムが付き，他の木材に比べて３割程度高い価格で取引されている。

森林認証などによって森林にプレミアムを付け，林業を量ではなく質で勝負することで，

森林施業で経済的利益を得ながら，森林を持続的に管理していくことが可能となってい

る。

ボルネオの例のように，森林消失（減少）・劣化を防ぐためには，土地利用者に，他

の土地利用への転換によって得られる利益を上回る経済的インセンティブを提供するこ

とが効果的といえる。

３ CDM（クリーン開発メカニズム）について

�１ CDMとは

CDM（Clean Development Mechanism）は，先進国が数値目標を達成するために

国内での対策以外に認められた京都メカニズムの１つとして京都議定書第１２条で認め

られたもので，自国外において CO２など温室効果ガスの排出削減（または吸収増大）

等のプロジェクトを行い，その結果生じた排出削減量（または吸収増大量）に基づい

てクレジットを発行し，そのクレジットをプロジェクト参加者間で分け合う制度をい

う。途上国の持続可能な開発を達成することと，先進国の数値目標達成に寄与するこ

とが目的として掲げられている。

�２ CDM実現の課題

CDM 等の京都メカニズムは，先進国の一部が数値目標を低コストで柔軟に達成す

る手段として主張し，政治的妥協として導入された経緯があり，利用すればするほど

国内で削減する量が小さくなることから「抜け穴」との批判を受けてきた。

そうした背景を踏まえ，CDM の実施には厳格なルールが定められ，実施にはホス

ト国・投資国両方の政府の承認が必要であり，CDM 理事会の監督を受けることにな

っている。

２００８年１２月現在で国連に登録されている CDM 全体の案件は１２００件を超え，それら

の事業によって２０１２年までに発行される予定のクレジットは１４億トンを超えるとみら

れる。これらのクレジットが適正な事業から適正に発行されたものか検証することは

低インパクト伐採の例・伐採する木とそうでない木をマーキングして区別する（デラマコッ
ト商業林保護区）（撮影：後藤富和，２００９年４月１５日）
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容易ではなく，環境保全効果と事業の質を確保し，CDM 事業の信頼性を持たせるこ

とが重要な課題となっている。

京都議定書の運用ルールでは，CDM のうち，温室効果ガス吸収量を増加させる吸

収源 CDM の対象として「新規植林」「再植林」活動（CDM 植林）のみについて利

用を認められている。

吸収源 CDM（CDM 植林）については，吸収源 CDM（CDM 植林）を過度に利用

することで国内排出削減対策を怠る口実を与えてしまうという懸念のほかにも，測定

の不確実性による過大見積もりの問題，永続性の問題，リーケージ問題など後述する

REDD と同様の問題もあり，マラケシュ合意で定められた運用ルールでは，吸収源

CDM（CDM 植林）の利用は各締約国の基準年排出量の１％までとする等の制約を

設けている。

�３ CDM（特に吸収源CDM）に対する評価

CDM については，途上国が先進国から資金や技術の移転を受けて持続可能な開発

を推進できる仕組みとして，積極的に評価できる面もある。

しかし，他方で，吸収源 CDM（CDM 植林）で認められた温暖化対策については，

伐採や山火事があると吸収・固定していた CO２が排出され再び大気に戻ってしまう

（非永続性）問題や，５年ごとに検証が義務付けられていること，一定期間経過後は

クレジットが失効することなどから，今のところ実施されている植林プロジェクトは

限られている。また，砂漠周辺などもともと森林のなかった土地に大規模な新規植林

を実施して定着させることは容易ではなく，人口が増大して農地が不足している途上

国では植林用に大規模な土地を確保することも困難である。同じ面積の森林減少と植

林を比較すると森林減少では過去に蓄積した炭素が短期間に排出されるのに対し，植

林では樹木の成長に時間がかかるため，森林減少で排出された量に相当する炭素を再

吸収するためには数十年の時間がかかるという問題もある。さらには，吸収源 CDM

（CDM 植林）によって単一の樹種が導入された場合には生物多様性に大きな影響を

与えることが懸念されている。

これらの理由により，現在では，吸収源 CDM（CDM 植林）による CO２吸収より

も，森林減少を防ぐ効果を持つ REDD に対する期待が高まっている。

４ REDDについて

�１ REDDとは

REDD（Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing

countries）とは，途上国で進行している森林の減少（完全な森林面積の消失）や劣

化（森林面積減少を伴わない森林の質的劣化）を抑制し，二酸化炭素（CO２）等の排

出削減を図る地球温暖化対策の一手法である。

REDD を地球温暖化対策に活用することは，２００５年に行われた気候変動枠組条約

第１１回締約国会議（COP１１）において熱帯雨林連合（Coalition of Rainforest Nations）

をリードするパプアニューギニアとコスタリカから共同提案され，２００７年にインドネ

シアのバリで開催された COP１３で大きな議論となった。

REDD が注目されるようになった背景には，前記のとおり世界の温室効果ガスの
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約２０％が土地利用変化によって放出されているが，その主な原因が途上国における森

林管理の不全にともなう森林の過剰伐採や農地への土地利用転換にあることから，急

激に進んでいる森林減少や劣化を食い止める方が植林による二酸化炭素の吸収を試み

るよりも経済的で効果的だという考え方である。

この考え方を背景に，ブラジルやインドネシア，パプアニューギニア等の森林大国

から，主に途上国における急激な森林の減少・劣化を食い止めるため，森林減少抑制

による温室効果ガスの排出抑制分を新たな排出権と認め，森林減少対策の要とする提

案が出されている。さらに，例えば，途上国で森林保全事業（伐採権の停止等）を実

施した場合，仮に何も行わなかった場合に排出されたであろう温室効果ガスに相当す

る量の排出権が与えられ，その排出権を炭素市場で売買するというような市場メカニ

ズムを導入することによりその資金源を確保しようとする構想もみられる。世界銀行

は，そうした市場メカニズムを補完するための基金「森林炭素パートナーシップファ

シリティー（FCPF）」を提唱しており，日本政府はこれに３年間で最大１０００万ドル

を拠出すると表明している。

�２ REDD実現のためのポイント

� ベースラインの設定

ベースラインとは，仮に REDD 政策を行わないと森林減少・劣化がどの程度起

こるかを予測するシナリオをいう。このベースラインは REDD 政策を行った場合

にどの程度その効果があったのかを判断し，回避できた森林減少・劣化による温室

効果ガス量を算出し，コンペンセーション（補償）を支払うための目安として必要

になる。ここでベースラインをどう設定するかが重要となってくる。ベースライン

は，まず時間軸として BAU（ビジネス・アズ・ユージュアル）に基づいたものと

歴史的傾向に基づいたものの２つに分けられる。

BAU に基づいたベースラインとは，現在のビジネスをそのまま行った場合に森

林減少・劣化がどの程度起こるかを予測するベースラインをいう。現在の森林減

少・劣化を誘発している要因とそれらの森林に対する影響が考慮される。ここでは

将来の森林減少・劣化への直接影響と間接影響の展開を考慮に入れなければならな

いため正確さに課題が残る。例えば，農産物や林産物の値段の変化により農地・林

地の開発度合いが変わってくることから，過大な森林減少・劣化ベースラインが作

られることにより排出削減量を多く算出することが可能となってしまう。

歴史的傾向に基づいたベースラインとは，今まで一定の期間内で既に起こった森

林劣化・減少の傾向・度合を参考に森林減少・劣化の程度を算出するベースライン

をいう。今までに森林減少・劣化の度合いがより高かった国がより多くのコンペン

セーションを獲得したり，森林減少・劣化の対策を行ってきた国がコンペンセーシ

ョンをあまり受け取れなかったりする可能性があることから公平性に問題があるこ

とや，途上国各国の過去のデータの信頼性・正確さにも懸念が残る。

� リーケージ（漏れ）

ベースラインは空間軸として地域レベルのものと国レベルのものとに分けられる。

地域レベルのベースラインとは，国レベルよりも小さな地域に REDD 対象地域

を絞ったベースラインをいう。対象が絞られるため比較的正確に排出量を計測でき
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る反面，そこで森林減少・劣化が抑制されたとしてもその分，周辺地域で増えた伐

採活動等により森林減少・劣化が増える可能性があるため，排出量のリーケージ

（漏れ）が問題となる。

国レベルのベースラインとは，国全体を REDD の対象範囲としたものをいう。

対象範囲が地域レベルよりも広いため，リーケージの問題を完全になくすことはで

きないがある程度は回避することが可能となる。しかし，他面において，対象範囲

が広いため，正確に広範囲をとらえるための技術が必要となってくる。

� モニタリング

森林減少・劣化により排出される炭素量を算出することは，個々の森林の多様さ，

ベースラインの予測・計測結果，既存データの正確さにより森林保護をした場合の

排出削減量が変わってくることから，エネルギー消費活動の排出量を算出するより

も困難である。

また，森林の質が低下する森林劣化については，「劣化」をいかに定義し察知す

るかという技術的な問題がある。

現在，森林減少や森林劣化を人工衛星から観察し排出量を割り出すリモートセン

シング技術の開発が始まっているが，衛星画像から割り出す排出量の正確さの向上，

森林減少に比べその判断が非常に困難な森林劣化を判断する技術開発及び地上レベ

ルでの確認作業方法，資金源が乏しい途上国での技術開発の問題などの課題がある。

� 非永続性

森林減少や森林劣化は，自然現象や人間の活動によりいつでも起こりうるもので

あり，森林減少や森林劣化の防止に成功し排出が削減されたと認められても，後に

森林火災や違法伐採により温室効果ガスが排出されてしまうことがあり得る。その

ために，どのくらいの時間枠で REDD の成果を計測するのか問題となる。

�３ REDD実現の課題

REDD 実現に際しては上記�で取り上げた技術的な課題のほかにも以下のような

政治的課題が山積している。

� 現在の持続不可能なレベルにある過剰な木材産業生産規模（非持続可能な森林伐

採）を適正化することや，違法伐採を食い止めることなど，元来，森林を減少させ

てきた直接間接の原因を解消することの方が急務であること。

� REDD により安価で大量の排出権が発生することで化石燃料に依存した社会シ

ステムの変革を後退させる恐れがあるため，REDD の資金源は炭素市場から得る

べきではなく，先進国政府拠出の基金制度や，木材取引や木材産業等への森林保護

を目的とした課税から確保すべきであること。

� 伝統的に森林に依存し生活を続けてきた先住民族や地域住民の慣習的利用が制限

されるおそれがあること。

� 資金を透明かつ公正公平に分配できる仕組みが必要であること。

汚職が蔓延しやすい途上国において，REDD の適切な資金分配ができるよう，

事業の透明性，情報公開を徹底し，不正受給（書類をごまかすなどして実際には森

林を産業用植林やアブラヤシ農園に転換してしまうなど）を防止することや，資金

配分を適正化する仕組みが必要となってくる。
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� 林産物やバイオ燃料などに対して働く巨大な国際需要と市場価格の上昇による強

力な経済的インセンティブを超えるだけの資金を REDD が確保できるか疑問があ

ること。

このような政治的課題からも REDD の導入に対して慎重な態度をとる国もある。

�４ REDDに対する期待と懸念

前記のボルネオ島のデラマコット商業林保護区においては，FSC 森林認証による

持続可能な森林施業が行われ，それによって経済的利益をあげつつ豊かな森林を維持

する取組みが成功している。ここでは，REDD に対して，低インパクト伐採で維持

している森林とそうでない森林を同質に扱うことについて疑問の声があがっている。

REDD 実現のためには，ベースラインなどについて公正なルールの確立が不可欠で

ある。

逆にこのような課題が山積していても，やはり REDD に大きな期待を寄せる国は

多い。REDD が実現し適正に運用されるならば，違法伐採の減少などにより森林管

理の改善が期待でき，また，途上国への資金投入によって経済的側面でも持続的森林

管理が可能となり，その結果，さらなる温室効果ガス削減へとつながると期待されて

いる。ITTO でも，原生林が伐られることを放置しておきながら植林によって排出量

削減を認めることへの批判や，そもそも植林を成功させること自体が困難であるとの

吸収源 CDM（CDM 植林）に対する批判から，今ある森林を維持するという REDD

の考えに大きな期待を寄せている。

なお，近時，植林事業による炭素ストックの増加までをも REDD に含ませる考え

（REDD プラス）が提唱されているが，REDD プラスを認めてしまえば，途上国に

おいて人工林等への転換により天然林が皆伐されるにもかかわらず森林は減少してい

ないとしてクレジットが発生し，その需要によって，このような事態がさらに加速す

るのではないかとの懸念もあるなど，REDD 実現には，克服しなければならない課

題が山積している。

参考文献

１ ITTO「熱帯雨林と気候変動」

２ 井上真ほか『人と森の環境学』１１３～１４７頁（東京大学出版会，２００４年）

３ 山田勇『世界森林報告』１３～５１頁（岩波書店，２００６年）

４ 気候ネットワーク編『新版よくわかる地球温暖化問題』４８～７２頁（中央法規出版，２００９年）

５ 小林紀之『温暖化と森林 地球益を守る－世界と地域の持続可能ビジョン－』（日本林業調

査会，２００８年）

６ WWF ジャパン・山岸尚之「COP/MOP１における CDM に関する決定のまとめと評価」

（２００６年）

７ 国立環境研究所地球環境研究センター『ココが知りたい地球温暖化』（気象ブックス，２００９）

８ 国際環境 NGO FoE JAPAN「吸収源・REDD 等の森林に関連するルール作りについて森林

NGO の視点」（２００９年６月）

９ 林野庁海外林業協力室「CDM 植林の基本的ルールについて」

１０ マイク・カンニネンほか「木はお金で育つか？」（国際森林研究センター CIFOR，２００８年）

第５部 低炭素社会における森林のあり方

－ 246 －



第５ 低炭素社会の森林・林業のあり方

１ はじめに

森林は，CO２を吸収するだけでなく，温暖化によって起こる集中豪雨や生態系への影

響を緩和する等，大きな役割を担っている。しかし，国産材不振，農山村社会の崩壊に

より荒廃した森林では，その役割を果たすことができない。低炭素社会の森林・林業を

考える上で，今後，いかに持続的に森林を保全，整備し，林業を促進していくかについ

て考えていきたい。

そこで前提となるのは．森林・林業は川上の生産者から川下の消費者に至るまで全て

の過程において繋がりがあり，森林の持つ多様な機能を享受しているのは，なにも森

林・林業に直接かかわる山村の住民だけではない，流域住民，都市住民も恩恵を被って

いるのだとの認識である。

つまり，直接，間接的に森林の恩恵を受けている国民すべてが，資源としての木材利

用を促進し，林業を活性化させ，長期的な視点で資源の循環利用とともに，生物多様性，

生態系に配慮した持続的な森林管理の確立を図るという観点から，制度，整備について

考えていく必要がある。

なお，森林認証・ラベリングについては第５部第５の６，地域内バイオマス資源の利

用促進については第４部第６等に譲る。

２ 森林の持続的管理

１９９２年の国連環境開発会議（UNCED，地球サミット）で「持続可能な森林管理」を

謳った「森林原則声明」が採択された。これを具体化するため，日本など EU 以外の諸

国の温帯林・北方林における持続可能な森林経営のための国際的な基準と指標選びが進

められたが，そのフォローアップ作業をモントリオールプロセスといい（EU ではヘル

シンキプロセスといい中身は同様である），１９９４年のサンチアゴ宣言で７基準・６７指標

が合意された。

その基準とは，�生物多様性の保全，�森林生態系の生産力の維持，�森林生態系の

健全性と活力の維持，�土壌及び水資源の保全と維持，�地球的炭素循環への森林の寄

与の維持，�社会のニーズに対応した長期的・多面的な社会経済的便益の維持及び増進，

�森林の保全と持続可能な経営のための法的，制度的及び経済的な枠組み，である。モ

ントリオールプロセスには，生態系管理（ecosystem management）の理論が根底に流

れており，持続可能な森林管理の到達目標となっている。この考えが最初に導入された

のは，アメリカ合衆国の国有林管理法（National Forest Management Act１９７６）で，

同法の中の森林管理計画作成において，多目的利用に適合させるには動植物共同体の多

様性を配慮しつつ適切かつ計画的に管理するという考え方に由来している。

日本もモントリオールプロセスを受けて，２００１年に林業基本法が新たに，森林・林業

基本法として改正され，森林の多面的機能を持続的に図る方向に転換した。しかし，い

まだ十分な取組みはなされていない。実質的な森林経営が放棄され，管理されていない

人工林が多く，間伐などの森林整備も進まず，生産面でも低迷し，生態系の管理として

も不適切な状態となっている。
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�の炭素循環の観点でみると，高効率，高収益を求めて木材生産や利用を進め過ぎて

しまうと CO２の吸収も森林の蓄積も減少する。老齢過熟林を伐採し森林の若返りを図っ

て更新させることに終始していては，一時的には CO２の吸収量は増加するが，次第に森

林蓄積は減少し，CO２吸収量も頭打ちになる。造林・保育は長いサイクルで考えなけれ

ばならない。

また，むやみに天然林に手をつけることは，IPCC の第三次報告書で指摘されている

ようにコスト的にあわない。また，京都議定書３条４項の「森林管理」の対象になるか

らといってむやみに保安林の指定を増やせばいいというものでもない。成長や保全の状

態がよくモニターされ，火災や異常な病虫獣害などに適切に対応でき，保全整備が行き

届いている森林は，持続管理された森林であるとして吸収量の対象となるよう合意形成

に向けていくべきである。

要するに，持続的な森林管理とは，木材生産の持続性でなく森林生態系全体の持続性

に資することが必要とされ，それが温暖化対策としての森林整備に繋がる。森林による

温暖化緩和策（吸収と貯蔵）は木材生産のみならず，水土保全や生物多様性の保全など

の機能の発揮を高めることを通して実現するものである。

政府の地球温暖化対策推進大綱においては，吸収量の目標数値の確保を，機能区分に

応じた複層林施業や針広混交林施業の推進などを通して図っていくとしているが，その

ためにも，森林の果たすべき機能とそれに沿った管理や施業のあり方を明確にしていく

ことが必要である。

３ 低炭素社会・持続可能な社会実現のための新たな森林整備

�１ 森林の機能区分と管理

� 機能区分とゾーニング

森林は，広範囲に亘って密集する樹木と，そこに存在する樹木以外の生物，土壌

を含めた総体を言う。

森林・林業基本法を基に策定された森林・林業基本計画では森林を「水土保全

林」「森林と人との共生林」「資源循環利用林」の３つに区分し，その面積比を示し

て全国一律に整備を進めようとしている。しかし，森林は階層構造になっており，

成長段階により階層構造も変化することから，長期的視野に立ち，成長の過程など

も考慮して区分しなければならない。

また，森林ごとに地形，地質，気候など立地条件も異なるため，単純に森林の機

能が３区分されるわけではない。資源循環利用林と区分されていても，災害による

崩壊を防ぐため，土壌浸食防止機能を重視する必要があれば，水土保全機能を最優

先すべきである。また，森林は陸域生態系として生物種の最大の基盤であるから生

物多様性保全機能も常に考慮されなければならない。CO２吸収機能は他の機能と併

存しており，森林のそれぞれの機能を高めることを通して，結果として炭素循環に

寄与するという性質上，独立した機能区分の対象とする必要はない。

森林を機能区分しゾーニングする際には，３区分の名称に用いられた機能にとら

われず，きめ細かなゾーニングを行っていく必要がある。

� 機能区分に応じた管理の目標
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樹木に着眼すると，樹木の違いや樹齢や密度などによって区別される特定の林相

をしたまとまった部分を林分といい，多くの林分が集合した全体が森林だというこ

ともできる。

森林の機能も，全体としての森林だけでなく，林分としての機能，つまり，天然

林，人工林などの「林種の区分」と「林分の発達段階」を組み合わせて，それぞれ

の目的となる森林の機能が発揮できるような森林施業をも考えていくべきである。

天然林は，人手のほとんど入っていない森林をいい，キツツキなどの巣となる枯

死木や，微生物や菌類などが繁殖する倒木なども認められる。かつての人工林が放

置され，天然要素の強い林分になり，そのまま遷移した林分も天然林と考えられる。

天然生林は，人工林から天然林に移行していく過程のものである。育成林は，天然

更新によって成立した林分であるが，木材や薪炭材生産などの人手が入っており，

林分の構造にその影響がはっきりと見られる森林である。人工林は，植栽または播

種によって成立した林分である。

天然林と人工林は構造や林分の発達段階に違いがあるため，それに応じた施業を

することが重要である。特に天然林については生物多様性の保全の観点から自然の

プロセスを重視し，植林に頼らないやり方で最小限の労力やコストで更新させる森

づくりをしていくべきである。例えば，天然林であっても猛禽類の餌場を確保した

り，風倒木被害林を除去するための小面積の伐採など限定した施業は必要である。

他方で，人工林においては資源循環利用林として木材生産が重視されるが，単一，

または僅かな種の針葉樹だけを植栽し間伐しないでいると，林冠が閉塞し光が射さ

なくなるため，下層植生の草本類の種数も，それを餌とする動物も減少し，生物多

様性が低くなってしまう。したがって，若齢林と老齢林が効率よく配置される複層

林，針葉樹と広葉樹を適切に配置される針広混交林など，自然生態系をできるだけ

健全な形で維持・保全していくための配慮が必要である。

機能と具体的な施業から見ていくと，生物多様性の保全のためには，天然林（老

齢林でなくてもそれに向かいつつある天然生林を含む）が必要であり，なおかつ，

野生動物の生息域にとしては森林の広がりを必要とするため，大規模な皆伐をすべ

きではない。水土保全の面からの目標林型は，根がしっかりと張り土壌も安定した

成熟段階から老齢段階の天然林である。資源循環利用林は，木材生産を第一とする

ものであるから，目標林型は，育成林として，若齢段階からのものから成熟段階に

至るものまでバランス良く配置し，循環できるように施業しなければならない。た

だし，搬出や施業の人材の投入量を少なくし，コストを削減するためには長伐期施

業がよく，それにより生物多様性も図られる。水土保全や生物多様性が特に要求さ

れる地域では針広混交林化を図らねばならない。

森林と人との共生林においては，自然公園地域などが対象となってくるため景観

にも配慮した施業が必要であり，天然林であっても適度な択伐が必要な場合もある。

また，都市部や農村にある里山林においては，かつて薪炭材生産の場として更新さ

れることにより特有の生物多様性を保続してきたことから，森林環境教育，木質系

バイオマス利用の場所として，所有者やボランティアによって定期的に適切に伐り

出し更新させる施業が必要になる。
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�２ 国有林における森林管理と施業

国有林は日本の森林面積の３割を占め，その多くが山脈の奥地や水源地域に分布し

ており，国土保全，水源涵養，生物多様性保全の発揮に大きな役割を果たしている。

国有林の機能区分による面積は水土保全林５１０万 ha，森林と人との共生林２１１万 ha，

資源循環利用林３６万 ha となっている。

国有林はかつて木材生産に重点を置いた施策がとられてきたが，現在は公益的機能

の維持増進に向けた施策へ方向転換された。１９７０年代以降，木材輸入の増加による木

材価格の低迷などによる伐採量の減少にともない，財務状況が急速に悪化した。この

ため，累積債務約３兆８０００億円を抱えることとなり，独立採算制を廃止したものの，

国有林野事業特別会計が残され，１兆円の返済義務を負っている。こうした状況下，

前述したように（第２の３�３），大雪山国立公園での風倒木処理を口実とした不明朗

な国有林伐採問題が発生した。もともと急峻な地にある国有林において，不採算体質

を改善していくことは非常に厳しい状況にある。伐採（素材生産），植林，保育など

の作業を民間委託するなどの方法もとられてはいるが，国有林の持続的管理を考える

と，国有林経営を過去の公共財管理のために累積してしまった債務返済の呪縛から解

放すべきであろう。

森林・林業基本法の制定にともない２００３年１２月「国有林野の管理運営に関する基本

計画」が改訂され，�公益的機能の維持増進を目的とした管理経営の一層の推進，�
地球温暖化の防止への率先した取組み，�森林環境教育や国民参加の森林づくりの推

進を中心に，森林の機能に応じた管理経営が行われるべきことが規定された。

国有林の持続的森林管理としてなすべきことは，国土全体を視野に入れた日本の森

をデザインし民有林の模範となるとともに，傑出した自然景観を有する国立公園地域

などの景観を保全し，優れた自然環境を有する保護林の設定・拡充や，野生動物の重

要な生息域同士を連結してネットワークを形成するための「緑の回廊」を設定してい

くことである。民有林管理者，地域住民，NPO などの連携のもとに，全国約２４カ所

に設定された緑の回廊（５０万９０００ha）が，生物多様性保全に資することが期待され

ている。そのためには，保護林（遺伝資源保存林，森林生態系保全地域など），緑の

回廊の両制度は，森林・林業基本法において制度化し，森林基本計画の中に目標面積

秋田県白神山地 針広混交林
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を織り込むべきである。

なお，国有林のうち人工林で，資源循環林としての機能を発揮すべき森林について

は，後述の民有林と同様に考えることになる。しかし，従来，資源循環利用林として

管理されてきたものであっても，生産林としての利用は副次的なものとして，自然保

護地域内やそれに接する地域の森林はバッファゾーンとし，野生動物の生息域が分断

されている所は，緑の回廊としての役割を担うように整備するとともに，他は，保健

休養教化機能（森林・林業教育）の場としていくべきである。

�３ 民有林における森林管理と施業

� 民有林における森林管理の問題

民有林の中にも天然林と人工林があるが，ここでは主として戦後の拡大造林政策

によって日本全土に一斉に植林されてきた人工林をとりあげる。人工林は資源循環

利用林として，木材生産を目的としているはずであったが，７，８齢級を中心とし

た針葉樹人工林が放置されていることを如何に改善していくかである。除伐，間伐

されず過密になった人工林は，モヤシ状態となって風雪害，病虫害に弱く，木材生

産の観点からも材質が悪く，いたずらに長伐期施業を行っても成長量は期待できな

い。また，過密な森林は林内の照度が極めて低く，林床植生が貧弱で土壌構造も未

神奈川県丹沢の人工林

左 長崎県対馬のツシマヤマネコの生息する対馬のモザイク林
右 四国四万十のヤイロチョウの生息する景観モザイク
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発達となり，生物多様性保全や水土保全機能の低下など，森林の多様な機能の発揮

も出来なくなり問題となっている。

CO２吸収源として成長期の人工林は伐採，植林を効率的に行う必要がある。しか

し，生物多様性の保全，洪水緩和や土砂流出防止の観点から単に伐採施業時期の回

転を速くして成長量を高めるだけではなく，強度間伐（林内密度４０％～５０％）を行

い，択伐により育成複層林施業を行う必要がある。そして，野生生物の重要な生息

域や，農地に接している地域，河畔林などにおいては，広葉樹を出来る限り植栽し

てモザイク状に人工林と天然林（広葉樹）を配置することが必要である。

具体的な施業としては次のようなことが挙げられる。

� 森林施業

ア 植林

炭素吸収源として，また温暖化に対する適応上有効な植林を行う。持続的な森

林管理が不可能な急峻地の人工林は積極的に広葉樹天然林化していく必要がある。

各地で廃業しているスキー場跡地なども早期に植林し森林再生し，森林教育

ゾーンとして活用する。農地の耕作放棄地なども湿地とする方法もあるが，鎮守

の森のようなハビタット機能を持たせるように再森林化するため，行政が買い上

げるなどして植林をする必要がある。

イ 伐採及び伐採後の更新

皆伐して育成単層林とする従来の施業の見直しを図る必要がある。

長伐期主義を原則とし，択伐による複層林化，伐採後は広葉樹を植林し針広混

交林化するなど，林分に応じた機能区分にしたがって施業する。

近郊の保護地域との兼ね合いも重視し，里と接しているか否か，河畔林か，緑

の回廊の一躍を担えるか等を考慮することも必要である。生息している野生動物

の種に応じて，例えばクマの生息域では極力広葉樹を多くするなどの対策も考え

られる。洪水頻発地域では上流の集水域から下流の人家まで，モザイク状にして

針広混交林に転換していく。なお，長伐期主義（７０～１００年）を採った場合には

炭素吸収量が今後低下していくことを意味するが，他方で，大径木の無垢材は住

宅用の構造材や内装材としても広く活用でき炭素の排出を長期間抑えることがで

きることになる。

ウ 保育（下草刈り，枝打ち，間伐）

強度間伐を実施し，洪水緩和機能，生物多様性に配慮する。

� 路網，作業路

搬出コストの削減をどう図るかに関係し，森林整備には林道はなくてはならない

ものであるが，急峻な地形に適し整備保守費用のコストも考えた上で林道を整備し

ていく必要がある。しかし，すでに日本の路網率は極めて高く，これまでの林道開

設は土木業界のための公共事業の感が多分にあるため，森林の多面的機能，特に生

物多様性の保全を阻害しないように配慮すべきであり，今後は必要な箇所のみコス

トをかけずに路網を整備する。

伐採木の搬出に必要な作業路は，自然を生かした工法をできる限り採用し，例え

ば，そこにある種子を含んだ土壌を効果的に法面に移動，盛土し，法面の自然植生
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を早期に回復するようにし，崩落した場合も多額の費用をかけずに復旧できるもの

とする。このような施業は，四万十式作業路として国内で広まってきている。また，

先に第４の１�２で述べたように，マレーシアサバ州のデラマコットでも熱帯雨林を

保全するため，地形などを考慮し自然に復帰する低インパクトな作業路が実践され

ている。

� 採算性を高める施業の団地化，集約化

わが国では零細林業家が多いので，行政が積極的に地域の森林施業の効率化を高

めるため，林業家をとりまとめて団地化することが必要である。高知県では「森の

工場」として補助金等により団地化を誘導する施策が採られており，参考にすべき

ヤンバルの環境負荷が著しい林道

四万十町の作業路
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であろう。

� 未整備林・管理放棄林に対する対策

この解決のためには，過密で劣化した未整備林を，施業しようとするインセンテ

ィブを与える必要があり，森林所有者としての責任を明確にし，所有者，施業従事

者に利益が得られる市場メカニズムを作り，高齢化している林業従事者の若返りを

図るなど，あらゆる手法で総合的に対策を講じて行く必要がある。

第１に，管理されなくなった入会地，共有地を統合し，公有地として買取り整備

する方法がある。第２に，管理を森林組合，森林ボランティアに委託する制度があ

る。具体的には，森林所有者にはその責任において５年に１度の割合で森林施業計

画書を提出することを義務付け（現行法では自発的申請），森林施業を実行する意

欲のない所有者の森林を，「管理放棄森林」として，地方公共団体の行政担当者，

または後述する「森林委員会」が認定する制度をつくるべきである。その上で，意

欲のある林業家や，地域の森づくりをめざす企業に管理放棄林の管理を委ねたり，

森林ボランティアと所有者の間に，行政が入り協定を結んで，管理権，利用権を委

託する仕組をつくるべきである。

４ 経済的手法

環境負荷の低減と環境保全推進のための１つの方法として，環境コストを経済システ

ムに取り込むという政策手段がある。行政と市民・企業との間で金銭を媒介として行政

が一定の公共目的の実現を誘導する手法で，これは経済的手法と呼ばれる。今日の未整

備林・管理放棄林対策や，将来の森林整備の担い手育成のために有効な手法である。

�１ 補助金等の公的資金交付制度

日本では，これまで経済的手法のうち資金助成が最も一般的に行われてきた。２００２

年創設の森林整備地域活動支援交付金制度はその１つである。本制度は，３０ha 以上

で，一定の林齢があるという条件をクリアしたところに交付金を支給する制度である。

ただし，わが国の森林の約６割は私有林で，しかもその７５％が保有山林面積５ha 未

満の経営規模である。このため，実際問題としては受託契約を結んだ森林組合等が交

付金を受領し，それを森林の現況調査，境界線確認，作業道や歩道の刈り払いや補修

などに使っている。これは，森林所有者の収入減を補償するものではないという点で，

ヨーロッパなどで採られている所得補償制度（デカップリング）とは異なる。今後，

実質的な所得補償制度を創設すべきであり，その支払い対象も森林所有者，森林組合

など事業体以外に，後述する森林ボランティアをはじめとする NGO も対象に入れる

ことが必要である。

このような，条件不利地域への直接所得支払制度の導入に伴い，現行の補助金シス

テムも，市民の目から見て，どこに，幾ら，どのような目的で投入され，実際に成果

を上げているのかが判るように改革していくことも必要である。例えば，森林管理の

ための林道の開設の補助金についてみると，林道は同時に社会づくりのための基盤整

備を目指しているものだから必要不可欠なものにのみ補助金を出すべきで，利用者が

ほとんどない大規模林道などは，費用対効果から開設すべきではない。また，他の補

助金についても，�施業目的別にした補助金，�地域に適したプレカット場，木質バ
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イオマス小規模発電所づくりなど，森林資源を有効に活用するための補助金，�森づ

くりのために働く人々に対する直接支払制度としての給付金等，具体的に整理すべき

である。

�２ 森林環境税，水源環境税

税制を利用して環境に負荷を与えるものに課税し，環境負荷を抑制するという経済

的手法が，環境税といわれるものである。日本では，地方自治体が森林環境や水源環

境保全のための整備事業を行い，その恩恵を受ける住民に費用負担を法定外目的税と

して求める独自課税で，現在２９府県ほどが導入している。

２００７年４月，神奈川県では，森林の水源涵養機能に着目し，その機能の回復・維持

等のために地方自治体が森林整備等の事業を行い，その費用負担を住民に求める水源

環境保全税を制定した。県の水源となっている丹沢山地では，様々な要因から林床植

生が劣化し土壌流出の虞れが高まり，水源となるダムの汚染も深刻化した。このまま

放置すれば，丹沢大山地域の生態系は壊滅的な状況に陥るとともに，横浜市など大都

市の水資源の確保や土砂災害など，防災上にも大きな問題が生じる危険が出てきたた

め，適切な森林保全と自然環境の再生が急務となったために採用されたものである。

神奈川県は人口約８７０万人，納税者１人当たり年額で平均約９５０円（月額約７９円）が

税として徴収されており（所得金額に応じてアップする），年間３８億円が基金となっ

ている。他方で整備の対象となる人工林は２万７０００ha と少ないことから，様々な森

林整備事業や自然再生事業に公的資金を投入することができる。

一方，２００３年に日本で最初に森林環境税を導入した高知県では，一世帯当たり５００

円の税を徴収し，年額１億８０００万円が資金となっているが，同県の森林率は日本トッ

プで，人工林面積は３９万 ha のため，資金を森林施業にまで回すことはできず，専ら

県民への普及啓発というソフト面での資金として使われている。

�３ カーボン・オフセット

温暖化対策の新しい手法に，日常生活で努力しても削減できない CO２の排出量を，

他の場所や活動による排出量の削減や吸収量の増加によって埋め合わせる，カーボ

ン・オフセットがある（第３部第９の４�５参照）。具体的には，植林や森林保全，あ

るいは排出削減プロジェクト等に投資し，それによる吸収または排出削減でもって自

己が削減できない分を埋め合せるのである（オフセットとは相殺・埋め合せといった

意味である）。

２００８年２月，東京都新宿区と長野県伊那市が，「地球環境保全協定」を締結し，新

宿区内で排出された CO２を伊那市高遠地区・長谷地区にある私有林の間伐整備費を補

助することで相殺することを取り決めた（東京都新宿区のホームページ http : //www．

city．shinjuku．tokyo．jp）。

高知県が間伐材を石炭の代替燃料として活用することによって得られる CO２削減量

を認証する事業に取組むほか，わが国においても多くの地方公共団体が導入を検討し

ており，今後急速に普及する可能性がある。

植林・森林保全やクリーンエネルギー開発に取り組んでいる NGO にとって，カー

ボン・オフセットは新しい資金の流れができ，事業推進に繋がるメリットがあるが，

その前提として，プロジェクトの信頼性，吸収量や排出削減量算定方法の妥当性と正
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確性，排出削減や吸収の確実性・永続性の確保などについて担保されることが重要で

ある。

なお，発電所・大規模工場等に対して導入されるべき排出量取引制度に，この種の

オフセットによるクレジットを組み込むか否かについては，排出量取引制度の詳細設

計に関する議論にて，そのメリット・デメリットを踏まえ検討されるべきである（第

３部第４参照）。

�４ その他

愛知中部水道企業団が愛知用水の水源となっている長野県木曽町に寄付金を提供し，

その資金で木曽町内の森林の間伐を行うという，都市と山村を繋ぐシステムもある。

同企業団は，社員が休日に家族で木曽町内の森林に訪れ，間伐など森林ボランティア

としての活動も行っている。

そのほかにも，後述する地域通貨による森林吸収源買取制度なども有効な手法であ

る。

５ 森林管理と市民参加，企業との共働，森林ボランティア

�１ 森林管理と市民参加

森林・林業基本法が制定されてから，森林に関する政策は木材生産偏重から森林の

多面的機能の発揮へと大きく方向転換された。その後，森林基本計画や温暖化防止森

林吸収源１０ケ年計画など，行政による既存の森林施策は頻繁に改訂され，新たな施策

の導入も検討されてきている。しかし，その施策の改訂や検討の際にはパブリックコ

メントの提出やシンポジウムへの参加などの機会こそあるものの，積極的に参加する

人々は非常に少なく，それら施策や制度の国民への浸透も不十分である。具体的な施

策が国民各層に隅々まで浸透していくためには，情報公開と情報共有は当然として，

参加のための有効な手順や手法が採られるべきである。こうした市民参加が不十分で

あれば施策の実現は難しい。協働，あるいは連携という言葉も近時多用されているが，

ほとんどは行政側がお膳立てをした形の上でのものでしかない。

真に市民参加を実現していくためには，�政策策定過程で取り上げる重要問題を市

民が認識出来るようにするため幅広く情報提供し，問題解決へ向けた意識の醸成を図

る，�行政側から意見聴取の機会を与えるだけではなく，集会などで発言し，反論を

受け止め，議論し，それがフィードバックされていく過程を作る，�森林を含めた環

境政策は，国レベル，県レベルよりそれぞれの地域の住民や利害や関心をよせる都市

住民が，当該地域レベルで問題を持ち寄って検討していく場を作る，などが必要であ

る。以下，個別的に検討していく。

� 森林（整備）計画と住民参加

森林・林業基本法に即して，政府は「森林・林業基本計画」を策定し，農林水産

大臣が全国森林計画を策定し，都道府県知事が地域森林計画，市町村が市町村森林

整備計画を策定し，その下に森林所有者等が策定する森林施業計画がある。

行政の森林計画においては，それぞれパブリックコメントが寄せられる仕組みと

なっている。しかし，森林管理の政策立案過程における住民参加としてはパブリッ

クコメントを採り入れるだけでは意味がない。森林管理はまずその地域が主体にな
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るべきであるという立場から，１つの流域にある農山村，都市との関係を総合的に

把握し，管理計画を樹立し，各地域を調整するとともに，森林資源の有効な活用を

すすめる新しい機関として，流域全体の森林計画の策定からゾーニングまでを行う

「流域森林委員会」を創設する必要がある。河川法上の流域委員会では活発な参加

活動をして成功した例もある。

さらに，市町村単位で「森林委員会」をつくり，地域全体の森林整備計画の策定

やゾーニングを行い，地域の森づくりに責任をもつ体制を整備すべきである。委員

の構成は，森林所有者，森林組合の他，その地域の森づくりに参加する地域外の森

林ボランティアや，森林の生態系や森林と河川の関係についての専門家，農山村と

都市を結ぶ流通や環境教育のコーディネーター等，多様な人々を包含し，森林整備

の必要性，整備の方針，整備後のモニタリングと評価なども科学的に行うようにし

て，積極的に意見を汲み取っていくことが必要である。

流域から地域の市民が主体となった森林整備を進めるのであれば，従来から使わ

れている林班図，所有地図だけでなく，GIS を用いた地形と森林蓄積が判る地図は

当然として，土壌や河川，植生図，生物の生息状況なども盛り込んだ詳細な「地

図」を持つ必要がある。そのためには，地域の人々，さらに各地域の自然保護団体

などボランティアの参加も必要となる。

� 三重県の森林管理における住民参加の例

三重県では，あらゆる活動主体との協働により持続可能な森林管理を行い，森林

の有する公益的機能を効果的に発揮させ，循環型社会形成に寄与することを森林管

理の基本理念とし，尾鷲熊野地域森林計画区と南伊勢地域森林計画区において，地

域森林計画の策定に際しワークショップなどを実施している。市町村森林整備計画

は個別の森林施業の直接的な規範となるため，市町村森林整備計画の策定プロセス

が住民や事業者の参加を得て地域特性を反映すれば，実効性のある計画となる。上

記いずれの地域森林計画でも，その作成段階でのプロセスを重視し，市民が議論へ

参加できるように，参加者もキーパーソンとなる人をリストアップして呼びかけ，

ワークショップを数回開催し，そこでの議論を中心に検討を行い，検討結果を整理

し，再び市民に提示するなどして策定が進められた。

� 神奈川県丹沢の住民参加による森林づくりの例

丹沢山地は都心から５０㎞に位置するが，豊かな自然が残されてきた。しかし近年

は，ブナの立ち枯れや林床植生の衰退，ニホンジカの増加に伴う林産物被害，レク

レーション活動に伴う過剰利用による自然への負荷などが顕著になり，生態系が劣

化しつつある。このため２００２年に学識経験者，森林関係者，自然保護関係者，自然

公園利用者などで構成する丹沢大山保全対策懇談会が設置され，２００３年以降，保

全・再生のためのワークショップも開催され，丹沢再生のための提言に向けて丹沢

大山総合調査が行われた。調査団には，学識経験者だけではなく，関心の高い市民

や NPO も含まれており，情報の共有化もなされ，市民からの再生のための提案も

くみ取られている。
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�２ 企業との協働

高知県では，環境先進企業との協働の森づくり事業が行われている。これは企業，

行政（県，市町村），森林組合の三者がパートナーとして協定を結んで，企業からの

協賛金を活用して森林整備を行うものである。企業としての社会的責任（CSR）の取

組みの一環でもある。現在，協定件数は２４件，協賛金総額は１億７０００万円，整備面積

は１３１８ha で年々増加傾向にあり，３～５年契約であるが今後も継続されるという。

その１つである「コクヨの森」は，大正町森林組合と協定し，同社の製品に組合が育

てた FSC 森林認証材を集成加工した材が使われている。こうしたシステムが今後も

普及してくることが望まれる。

�３ 森林ボランティア

ボランティアとは，個人の自発的な活動であり，市民参加の一形態でもある。１９９８

年の特定非営利活動促進法（NPO 法）施行を経て，その活動はますます活発化して

いる。このような流れの中で，森林環境に対する関心の高まりもあり，ボランティア

として森林づくりを行う団体の数も増加している。２００８年版森林・林野白書によれば，

森林ボランティア団体の数は２００６年には１８６３団体となっており，１９９７年時の２７７団体

から約６倍へと急増している。その組織形態は，法人格を持たない任意団体（企業や

学校などの有志等で構成される団体を含む）が約８割を占め，次いで NPO 法人が１

割となっている。

森林ボランティアは，森林所有者ではない人々が，森林の消失や荒廃を防止・再生

すべく，実際の森林管理に必要な作業に参加することである。市民によって自主的に

設立された森林ボランティアは，当初，主に手入れの遅れた里山の整備など，森林の

再生と育成を目指す活動に当たっていたが，次第に炭焼きなどの林産物の有効利用や，

管理の行き届いた，結の森コクヨ

第５部 低炭素社会における森林のあり方

－ 258 －



森林をフィールドとした子どもたちの環境教育といった活動もなされるようになり，

地球温暖化対策のための森づくりの活動に参加する場ともなってきている。

さらに，森林ボランティアの意義は，単に無償の労働力となるだけではなく，農山

村の人々と都市の人々が交流し，実際の林業体験を通じて，農山村の抱える問題を都

市の人々が知ることによって，その解決の一助となるべく新たな活動への発展可能性

を持っていることにもあり，その期待は大きい。

しかし，森林ボランティアの活動内容は，現時点においては里山など都市近郊の二

次林など活動の場も限定的で，将来の森林管理の担い手として位置付けられるまでに

は至っていない。ボランティアには，森林内での活動や林内作業に不慣れな人も多く

含まれ，林内は斜面であることから転倒などによる怪我の可能性もあり，チェーン

ソーを使い伐採技術を必要とする作業では危険性が高い。また，森林ボランティアで

は管理・施業が不十分で熟練者に比して作業能率が低いという意見も見られ，森林組

合や地方の森林行政担当者は必ずしもボランティア活動を受け入れていないのが現状

である。

森林ボランティアをして長期にわたって森林を整備・育成していく活動へと発展さ

せていくためには，�森林ボランティア活動を受け入れる森林所有者等，山村住民側

の協力と場の提供，�森林ボランティアに対する技術研修，安全管理体制の整備，�
活動資金の確保，�ボランティア団体を取りまとめ，会員同士の意見・情報交換を図

り，ボランティア活動の連携を図り，自主性・独自性を尊重しつつある程度の組織化

も図ること，などが必要である。

最近では，地域材の利用意識を高めるため，木材の産地証明を行うボランティア活

動も始まっており，神奈川県の NPO「緑のダム北相模」は，山主と協働して山の手

入れを行い，世界的にも例を見ない市民団体による FSC（森林認証）取得をし，活

発な活動で地域活性化にも大いに貢献している。

一方，大分県では地域通貨によって森林吸収源を買い取る制度がある。これ

は，２００３年に地球温暖化を防止する森林ボランティア活動を支援するために創設され

たものである。森林ボランティア団体の森林づくり（植栽・下刈）活動に対し，活動

内容に応じた二酸化炭素吸収量を計算し，その評価額に応じた金額を「緑のボランテ

ィア活動支援券」として支払う制度である。支払われた支援券は，県内の森林組合で

金券として苗木や作業用具の購入に使うことができる。非常にユニークな制度であり，

各地でこうしたアイデアが普及することが望まれる。

最後に，耕作放棄地の森林所有者との関係でも，ボランティアを普及させる法制度

が必要である。森林には必ず所有者がおり，所有者には管理する責務がある。しかし，

個人のものとはいえ，森林の有する国土保全，水源涵養など多面的な機能を維持し保

全していくためには，所有者の私有財産でありながら，すべての人々の共有財産とし

て，国民一人ひとりが相互に協力しながら保全していく必要がある。今後，所有者と

ともに，新たな森の守り手として森林ボランティアに期待する場合，２００４年に改正さ

れた自然公園法で創設された風景地保護協定制度（３１条，３７条，３８条）のように，行

政が仲介し森林ボランティア団体への管理委託を行い，森林整備のための優れた人材

を確保するとともに，山林所有者が相続等により都市住民に代わった場合にも協定公
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告後は管理委託権を団体が保持できるなどのルール作りをすることも求められよう。
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nifty．com/fujiwara_studyroom/index．html）

１３ 森林における生物多様性保全推進方策検討会「森林における生物多様性の保全及び持続可

能な利用の推進方策」（２００９年７月）（http : //www．rinya．maff．go．jp/j/press/kenho／０９０７２３．

html）

６ 森と「まち」をつなぐ～森林認証制度～

�１ 森林認証制度とは

� 定義

森林認証制度とは，適正に管理された森林から産出した木材などに認証マークを

付けることによって，持続可能な森林の利用と保護を図ろうとする環境ラベリング

制度の１つであり，独立した第三者機関が評価・認証する制度である。

� 森林認証制度誕生のいきさつ

熱帯林の破壊・劣化問題を契機として始まったヨーロッパでの熱帯木材不買運動

の広がりは，木材消費を抑止し木材産業全体を窮地に追い込むこととなった。こう

した事態を打開するため，持続的な森林管理を行っている経営体を適切な基準で認

証し，木材製品にロゴマークを貼って区別する森林認証制度の必要性が叫ば

れ，１９９３年に林業者，木材取引業者，先住民団体，自然保護団体などが集まり「森

林管理協議会（FSC）」が設立され，FSC のプログラムによって森林が認証される

こととなった。

� 主な認証制度

ア FSC（森林管理協議会）

FSC は前記のとおり，自然保護団体等が中心となって１９９３年に設立されたド
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イツのボンに本部を置く国際的な非政府・非営利の森林認証組織である。

イ SFI（持続的林業イニシアチブ）

SFI は，アメリカの林業経営・製紙業界の母団体である全米林産物製紙協会に

よって１９９４年に設立された森林認証プログラムである。

ウ PEFC（汎ヨーロッパ森林認証制度）

PEFC は，イギリス，スウェーデン，フィンランド，ノルウェー，スイスなど

がそれぞれ独自に構築していた森林認証制度全体を包み込む形で，１９９９年に設立

された非政府・非営利の森林認証組織である。

エ SGEC（緑の循環認証会議）

SGEC は，日本国内の林業団体，環境 NGO 等により２００３年６月に発足した日

本独自の森林認証組織である。

�２ 森林認証の機能・管理

以下，世界的規模で森林認証を実施している FSC を中心にその機能を概観する。

� 森林保全に果たす役割

FSC は，設立の目的を「環境に配慮し，社会に受け入れられ，経済的にも持続

可能な森林経営を世界共通の基準で認証し，市場ベースで望ましい森林経営を支援

することにより，世界の森林保全に貢献する」としている。

環境，社会，経済の３要素は，森林認証制度において最も重要な要素であり，各

認証制度の審査基準に反映されている。その結果，いずれの認証制度においても生

産地における違法伐採や過伐採を抑止し，生物多様性や環境への配慮を求めるなど

森林保全に対して貢献しており，森林認証制度は森林保全に有効なツールの１つと

いえる。

� 消費者と生産者の顔の見える関係

FSC の森林認証を受けた木材製品は，それがどこでどのように製造・加工・流

通したのか，その経路を追跡することができるようになっており，そのため，消費

者が自らの目で，生物多様性や地球温暖化防止に配慮した木材製品を選択すること

が可能となる。つまり，森林認証制度は，まちに住む消費者に木材に関する情報を

FSC森林認証製品の例（名刺，封筒，コピー用紙，コースター）（撮影：後藤富和，２００９年
８月１７日）
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提供し「顔の見える関係」を構築することで，森とまちをつなぐ機能を有している。

そのことによって，消費者は，適正に管理された木材製品を選択することができ

るし，逆に，不適切な森林施業から産出された製品を買わないという選択が可能と

なる。また，消費者の厳しいチェックにさらすことで，生産者を適切な森林施業に

向かわせるためのインセンティブを与えることにつながる。

� FSC における森林管理の原則と基準

FSC の森林認証の審査基準は，「森林管理の原則と基準」に基づいている。これ

は，森林管理の環境，社会，経済的な側面を幅広く捉えた内容となっている。この

原則と基準は，世界のすべての国や地域，社会・経済，さまざまな森林タイプに対

して適用できる汎用なものとなっている。

� 森林認証が生み出す便益

森林認証が生み出す便益は，次のようにいわれている。

ア 政府と公共にとっての便益

a 森林管理の水準を改善し，森林の多面的機能を高める。

b 森林管理者のアカウンタビリティ（説明責任）を果たす。

c 法律や規制の一部をカバーする結果，政府の役割をより高いものにする。

d 第三者機関に委ねることで，政府が森林を監視する負担が軽減する。

イ 生産者にとっての便益

a 市場への参入機会やシェアを維持あるいは獲得する。

b 生産者の森林・資源・資本へのアクセスを維持あるいは獲得する。

c 認証木材に対する価格プレミアムを得る。

d 生産者の環境面，社会面のリスクを減少させる。

e 従業員や出資者のモラルや自覚，あるいは技能を高める。

�３ 森林認証制度の普及（森林と消費者をつなぐ）

� スウェーデンの例

７で後述する南スウェーデン森林所有者協会（SODORA，ソドラ）では，取引

先であるドイツの出版会社からの持続可能な森林経営をしていることの証明を求め

る要望にこたえる形で，ISO１４００１を導入し，その中の目標設定として森林認証制

SODORAの建物（撮影：飯田洋，２００８年６月１１日）

第５部 低炭素社会における森林のあり方

－ 262 －



度 PEFC を導入した。

PEFC の認定を受けるためには，各森林所有者が所有する森林の内５％を手付か

ずにしておくことなど，伐採の制限が課せられるが，認証を受けることで生産した

木材にプレミアムが付くのに加え，放置すべき５％の森林は利益率の悪いところで

もよいことから，５％を手付かずにしても収益の低下はみられない。このため，前

述のとおり組合員所有森林面積の約半数が PEFC の認証を受けている。

� ボルネオの例

前述したボルネオ島のデラマコット商業林保護区では，持続的な森林利用・管理

のために１９８９年からドイツ連邦共和国政府との共同作業で SFM（sustainable forest

management）プロジェクトに取り組み，１９９４年に森林管理計画書を策定し，翌

１９９５年，同計画を実施した。

同計画を進めている段階で森林認証の制度ができたことから，１９９７年に FSC の

森林認証を取得した。このことにより，熱帯雨林は人が適切に管理することによっ

て森林を維持できるということを立証できたと同保護区は自負している。

近時，ヨーロッパを中心に，認証木材しか買わないという業者が増えているが，

同保護区においては，認証を取得した結果それらの業者に対し木材を提供すること

が可能となっている。森林認証を受ければプレミアムがついて高く売れると言われ

ているが，実際に，同保護区の木材は他地区の木材に比べて３割程度高い価格で取

引がされている。

� 高知県の例

高知県檮原町は，四万十川上流域に位置する林野率９１％を占める山間地域である。

同町森林組合は，森林の蓄積を減らすことなく成長した量以下の伐採にとどめるこ

とや，生物多様性，森林生態系を維持するため，森林に対する手入れ，保護林など

の設定により森林の多様化を図ることなどを基本理念に持続可能な森林経営を行っ

ており，２０００年１０月に FSC 森林認証を取得した。

同組合は製材工場や木材乾燥施設を所有していて，認証によるメリットを発揮し

やすいこともあり，四万十地域が持っているブランド力に加えて FSC 森林認証に

よるブランド力を重ねることで同町の森林から生産される木材にさらなるプレミア

デラマコット商業林保護区（撮影：飯田洋，２００９年４月１５日）
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ムが付くのではないかと期待されている。こうして，ブランド力を生かした地域材

販売ネットワークの構築（工務店・設計士との直接の連携）など森林認証による便

益を地域に生かす取組みが始まっている。

また，檮原町は，バイオマスタウン構想の一環として第三セクターである「ゆす

はらペレット株式会社」を立ち上げ，同社が運営する工場で，製材端材や間伐時に

生じる未利用資源（端材）を原料にして木質ペレットを製造し，ペレットストーブ

の燃料に活用するなどして，低炭素社会の実現に向けた資源循環型社会づくりに取

り組んでいる。

�４ 森林認証制度の限界と課題

森林認証制度は，生産地における違法伐採や過伐採を抑止し生物多様性や環境への

配慮を求めるなど，森林保全に一定の貢献をしている。

しかし，森林認証制度は，環境に鋭敏な市場へ出荷される木材にしか影響力が及ば

ないという点で，その効果は限定的である。また，森林劣化が最も深刻な地域では，

森林認証制度に取り組む余裕すらないのが実情である。

加えて，認証森林は，いまだ世界全体の森林面積の８％にすぎない。特に途上国の

生産者側での普及が不足しており，需要者側では先進国，途上国ともに認識が不足し

ている。

森林認証を普及させていくためには，認証を受けやすいように基準を下げる必要が

あるとの考えもある。しかし，基準を切り下げてしまえば劣悪な森林まで認証を受け

てしまうこととなり，認証制度自体に対する信頼が損なわれることとなってしまう。

現実問題として，FSC についてみれば職員はわずか２５人しかおらず，FSC 直属の

監査機関がないため，認証審査については民間の監査機関に頼らざるを得ない状況に

ある。その民間監査機関が営利目的で監査を行い，結果的に金さえ出せばひどい施業

でも認証を与えてしまうという例が懸念されており，森林認証制度自体に対する信頼

を損ないかねない状況にある。制度の普及と認証制度の質の維持が大きな課題となっ

ているといえる。

檮原町のペレット加工工場（撮影：後藤富和，２００９年５月２２日）
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７ 林業の先進国スウェーデン

�１ 森林国スウェーデンと日本

ここまでは，日本の森林管理の現状を見てきた。本項では，林業先進国といわれる

スウェーデンの森林及び林業の状況を紹介し，日本の状況と比較してみたい。国民１

人当たりの GDP が１万ドル以上で，しかも国土に占める森林面積が６０％を超える国

が世界に３カ国ある。それは北欧のフィンランドとスウェーデン，そして日本である。

しかし，北欧の２カ国と日本では森林のあり様も，林業の置かれた状況も大きく異な

っている。

スウェーデンは面積，４５万 km２，日本の約１．２倍で，人口は約９００万人。国土の６０％

が森林である。全輸出の１２％を林産物が占め，林業関係で１０万人が雇用されていると

いう林業国である。森林の所有形態は国家（大部分は国営企業である）が１７％，私企

業２５％，個人所有は５１％で森林所有者数は３５万人（１人平均４５ha を所有），残り７％

は各自治体や教会が所有している。

国土は平坦で，都市を離れるとひたすら針葉樹林帯が続く単調な風景である。

寒冷地に位置しているため，樹種の数が極めて少ない。ノルウェートウヒ４５％，

ヨーロッパアカマツ３９％，カンバ１６％で，広葉樹のカンバも通直に生育する。この国

土の平坦さ，樹種の少なさが日本との大きな違いであり，林業に有利に作用している。

１年間で８１２０万�の森林が伐採され，９９２０万�の森林が増えている。伐採量より成

長量が上回っているのであり，それだけ CO２の吸収蓄積が進んでいる。

伐採された木材は，５２％が製材所で材木として加工され，３９％はパルプ製紙工場に

運ばれる。９％は燃料として，家庭の暖炉から工場の焼却炉まで，幅広く使用されて

いる。製材所で産み出される端材もやはり燃料として使用されている。
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�２ 高度に機械化された林業

日本と比較したスウェーデンの林業の特徴として，高度な機械化が上げられる。伐

採，枝払い，玉切り（材を一定の長さに切りそろえること）と玉切り材の集積は，ハー

ベスタという自走式機械が行ない，林地内の玉切り材はフォワーダーという機械が行

う。主伐作業だけでなく，間伐作業も同様である。さらには地拵え，植栽，下刈り作

業にも，機械化が試みられている。言うまでもなく，スウェーデンの林業において機

械化が進んだのは林地が平坦で，かつ樹種が少なく広葉樹ですら通直に育つからであ

る。

この機械化により林地残材も余すことなく利用されている。主伐後，林地内に残さ

れた枝条部分は，集められ，路側で粉砕され，チップ化されて運び出される。根株ま

でもが掘り取られて林道脇でチッパーにかけられて粉砕される。このように機械化さ

れた施業においては，日本で問題となっている林地残材や切捨て間伐は生じない。木

材はすべて利用され，バイオマス燃料の供給も安価に行なえる。徹底したバイオマス

の利用は CO２の削減に大きく貢献しているのである。

また，機械化によって事故が２０年間で９５％も減少し，機械の知識を学んだ大学出身

者が林業に携わるケースが多いため，植樹作業を除けば，後継者不足の問題は生じて

いない。

伐採された森林の６～７割が人工的に植栽され，１～３回の間伐作業により育成さ

れる。３～４割は林地内に母樹を残して天然更新される。樹種が少なく，しかも土壌

が貧しいため，他の樹種や雑草類の繁殖力が弱く，種子からでも被圧されることなく

稚樹が生育できるからである。

効率化を求めるだけでなく，環境への配慮も研究されている。ディーゼルエンジン

と車輪部分のモーターとのハイブリッドのフォワーダーも開発された。４輪が個別の

モーターで稼動するので，小回りが利くだけでなく，３０％のエネルギー削減が可能と

なり，それによって環境負荷も減るし，コスト削減にもつながっている。

�３ 森林所有者協会の機能

スウェーデンでは個人の森林所有者が多いが，その多くは森林所有者協会に所属し

スウェーデンの森林
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て，森林経営を委託している。協会は全国を７つに分けた各地域にあって，所有者の

委託を受けて森林を管理し，伐採するだけでなく，製品化も行っている。南部地域に

ある南スウェーデン森林所有者協会（SODORA，ソドラ）は，会員数５万２０００人で

あり，会員は出資をして，収益の還元を受けている。ソドラの中では，３１の支部に分

かれて，それぞれの支部ごとに１０～１５人の役員が選出され役員会を構成し，各支部の

役員の中から２名の代表者が選出され，ソドラの最高意思決定機関となっているとい

うように，会員の経営参加が保証されている。

従業員数は３７００人で，収益は，年間１８億クローナ（約３２４億円（１クローナ＝１８円

で計算））程である。収益の３分の１が会員に配当され，設備投資に３分の１，税金

に３分の１というように配分されている。

５ヶ所のパルプ工場（スウェーデンに３ヶ所，ノルウェーに２ヶ所）と，１０ヶ所の

製材所を有している。そして，加工品を国内だけでなく海外にも輸出している。ソド

ラにおいても人口の都会流出により不在地主の割合が増えている。しかし，収益率が

高いので会員数は増加しており，不在地主による森林管理の放置の問題は生じていな

い。

�４ 森林施業と自然保護，森林認証

スウェーデンの森林政策は１９９３年の森林法改正によって大きく変わった。それまで

の森林法は森林施業をコントロールするための規制が中心であったが，改正によって，

森林所有者の自由裁量が広まった。これは規制緩和，小さな政府の流れを受けた改正

であった。改正に伴い，造林や林道に関する補助金も廃止された。森林税も廃止され

た。そして，森林所有者に対する施策は指導，普及，助言が中心となっている。

スウェーデンでは教育啓蒙が活発になされており，フルカラーの教科書「豊かな森

へ」に始まり，１９９９年にはさらに具体的実践的な「緑の森へ」（A４版より一回り大

きな版に写真，絵，図表がカラーで入った２００ページの本格的な教科書である）が作

られた。森林所有者は学習グループを作って，この教科書を使用して環境に配慮した

森林施業，森林経営の方法を学ぶのである。学習会の最初の１，２回は地方森林局の

職員が関与するが，基本的には学習グループの自主的な学習に任される。そして，学

習の後は「緑の森林経営計画」策定が推奨される。計画の目標は，高品質，高価格の

木材を持続的に生産することと森林の自然環境を維持することにある。計画策定はあ

くまでも自発性に任されるが，ともすれば相反すると思われる２つの目標を両立させ

られるかどうかが計画普及の鍵となる。

一方，スウェーデンは世界的に見ても森林認証を受けた森林の割合が非常に高い国

である。大規模会社所有林のほぼ１００％が FSC の認証を取得しているのに対して，小

規模所有林は PEFC の認証を受けることが多い。小規模所有林の取得割合は２０％程

度である。ただし，前述のソドラにおいては組合員所有面積の約半分が PEFC の認

証を受けている。

この PEFC の認証取得と「緑の森林経営計画」の策定は密接に関連している。PEFC

は国ごと地域ごとに基準が異なっているが，南スウェーデン基準（実質的にはソドラ

のための基準である）では，計画策定が認証取得の要件となっているのである。

計画策定で最も重要なのはゾーニングであり，生産林から自然保護林まで４つの
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ゾーンに分けることとなっている。生産林でも大径木の保存や枯死木の森林内の残置，

背の高い切り株の残置などが求められている。また，施業が認められない自然保護林

は最低５％であればよく，湿地や岩石の露出した土地など，もともと林業には向かな

い土地を指定すれば，この５％基準は達成できるのであり，それほど高いハードルで

はない。ソドラでは認証林からの木材買取にプレミアムを付けており，これが森林所

有者に対する計画策定，認証取得の動機付けになっている。計画を策定することによ

り認証を取得し，それが森林所有者の収入増につながるという好循環が形成されてい

るのである。

スウェーデンの全森林のうち，国立公園や自然保護地域などで保護されている森林

は５％に過ぎない。この割合は日本と比較しても高いとはいえない。しかし，施業対

象の森林に計画制度を導入することによって，自然環境の保全，生物多様性の維持が

図られているのである。

�５ 日本との比較

スウェーデンは，もともと機械化が容易で生産性が高い中で，森林所有者協会によ

る小規模所有者の集団化が進められており，これがさらに作業効率を高めるだけでな

く，自然環境の保全，生物多様性の維持が促進されるという良い方向への相乗効果が

働いている。

これをそのまま日本に当てはめて実行するのは無理であろう。しかし，日本でもま

だまだ工夫すべき点は多い。

まず作業の機械化であるが，スウェーデンのような全面的な機械化は，森林の自然

条件の違いが大きすぎて不可能であろう。しかし，日本でも森林総合研究所などで日

本の条件にあった自走式の作業機械の開発研究が進められている。また，日本と同様

の急傾斜地の森林が多いオーストリアでは，タワーヤーダという木材搬出のための機

械が開発され，普及している。これは日本でも一部で導入されている。これらの組み

合わせにより作業の効率化と生産性の拡大は可能である。

また，機械化を推し進めるためには小規模森林所有者の集団化も避けて通れない。

日本にも森林組合という制度があるが，多くの組合では組合員の減少，売上の減少，

新植林の減少に悩んでいる。森林組合の強化育成策が急がれるところである。また，

高知県では「森の工場」という取組みが進んでいる。これは，森林所有者を集約化・

団地化して一定規模の面積を確保したうえで，森林の施業・管理を行うという取組で

あり，注目される。

機械化と所有者の集団化は楯の両面である。機械化が進まなければ生産性が上がら

ないのだから集団化にむけての動機が形成されない。逆に集団化が進まなければ機械

化も難しい。この双方の取組みを林業者の自発性に委ねていては，いつまでも実現は

難しい。公的な支援が必要である。

日本でも京都議定書による目標達成のため，間伐が進んでいる。しかし，間伐材の

多くは切捨て間伐として林地内に残されている。機械化と集団化が進めばこれを効率

的に運び出して利用することが可能になり，バイオマス燃料も普及し，さらに化石燃

料の使用を抑えられる。持続可能な林業を活性化させることは温暖化対策としても極

めて有効である。
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第６部
待ったなしの適応対策

第１ 適応対策の重要性

地球温暖化対策は，緩和策（mitigation）と適応策（adaptation）に二大別することが

できる。緩和策とは，気候変動を最小限にとどめるため温室効果ガスの発生を抑制するこ

とであり，適応策は既に生じてしまった気候変動から人々の生命・財産，あるいは生態系

などを保護することである。

言うまでもなく，最も重要なことは，気候変動を未然に防ぎ，温室効果ガスの発生を抑

制することである。しかし，地球温暖化は確実に進行しており，第１部で述べたとおり，

その被害は既に世界各地で生じている。IPCC 第４次評価報告書は，「最も厳しい緩和努

力を講じたとしても，今後数十年間は，気候変化のさらなる影響を回避できない。適応は，

特に短期的な影響への対処において不可欠である。」と述べている。そのため，緩和策も

さることながら，適応策についても今後十分に検討する必要がある。

第２ 適応対策に必要な視点

１ 現状を正確に認識すること

後述するとおり，今後必要となりうる適応対策は多岐にわたっており，正確な現状認

識なしに場当たり的に「適応対策」を取ったのでは，負担しきれないほど巨額の費用が

必要になるおそれがある。また，今後，各地域において具体的にどのような被害が生じ

るのかについては，未だ分からない面も多い。

そのため，まず必要なことは，どの地域にどのような問題が生じるかというリスク調

査を行い，その上で，どこにどれだけの費用を投入するかの判断を行うことである。

もっとも，個々の自治体，とりわけ小規模な自治体がそのような調査を個別に行うに

は，費用の上でも人員の上でも能力を超えていることが少なくない。そのため，まず，

日本版 IPCC のような専門家による調査組織を立ち上げ，今後全国各地で生じうる被害

について詳細に調査することが必要である。

そして，その上で，上記調査結果に基づいて，今後どのような適応策をどのようなス

ケジュールで取るべきかを定めた適応計画を立てることが必要である。ここで重要な点

は，適応計画はあくまでも科学的知見に基づいて，なおかつ民主的な手法によって立て

られるべきという点である。この点，イギリスの気候変動委員会（第２部第２の４参照）

内部に設けられた適応小委員会が参考になる。適応小委員会は気候変動委員会と同様，

政府や議会から独立しており，企業の競争力，温暖化政策の社会的影響，気候科学，経

済分析，排出権取引，エネルギー需給，財政投資，技術など，様々な分野に関する知見

を有する委員を確保することを求めているため，科学的知見を適応計画に反映させると

ともに，幅広い国民各層の意見が尊重されるようになっている。委員は理由なく解任さ

れず，給与の支給など身分保障規定も充実している一方，議会に責任を負う点も気候変
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動委員会と同様である。

一方，地域の課題を最も身近に把握しうるのが当該自治体であることも事実であり，

自治体に，上記適応計画を踏まえて，地域の実情に応じた適応策を立てうる権限が付与

されることも重要である。

２ 適応についての国家戦略の確立

また，言うまでもなく適応策とは温暖化による被害を防ぐために行うものであり，適

応策をとることによって逆に被害を激化させることがあってはならない。

したがって，適応策をとる際には，その適応策自体によって温室効果ガスがどの程度

排出されるのか，また適応策をとる際に生態系への悪影響は生じないのか，といった要

素を総合的に検討した上で，採るべき適応策を決定しなければならない。例えば，温暖

化による洪水被害の激化を防ぐためにダム建設を唱える意見もあるが，後述するように

大規模ダムの建設には生態系を破壊する等の弊害があり，また洪水防止機能についても

種々の疑問が指摘されている。むしろ，森林による保水機能を活用した方が洪水を有効

に防ぐことができ，また森林を保全することで温室効果ガスの排出を抑制することがで

きる。さらに，「コンクリートのダムか緑のダムか（ダムを建設することで洪水を防止

するのか，森林の保水機能による洪水防止を図っていくのか）」という選択が示してい

るように，適応策のあり方そのものが，今後の経済社会のあり方と密接な関係にある。

そこで，適応計画を立てるにあたっては，事前に戦略的アセスメントを行うなどして，

適応計画自体による温室効果ガスの排出や生態系破壊などの環境上の悪影響にも十分に

配慮することを適応計画の基本指針とする必要があり，また国家として上記の基本指針

を統一的に実行するためには，これらの基本指針，さらには経済社会のあり方を内容と

した，適応についての国家戦略を立てる必要がある。

また，適応対策は地球温暖化による被害から人々の生存権，財産権を保障するために

必要であるところ，適応対策によって人権が損なわれることがあってはならない。具体

的には，感染症対策にあたっては，感染の疑いがある者を不必要に隔離して地域社会か

ら孤立させ，経済活動にも悪影響を与えることがないよう，感染（の疑いがある）者の

人権に対する配慮が不可欠であり，また環境難民対策においては，難民を適切に保護す

ることが重要である。そうすると，適応についての国家戦略を立てるにあたっては，人

権保障の視点も欠かすことができない。

以上より，適応について，以下の内容を含む国家戦略を早急に立てることが不可欠で

ある。

� まず，各地域におけるリスク調査を早急に行うこと

� 適応計画自体がその過程全体で排出する温室効果ガスの量を考慮すること

� 適応計画が，生物多様性の保護など，環境保全を考慮したものであること

� どのような経済社会を展望していくかを，適応計画の前提として明示すること

� 適応計画の遂行において，基本的人権が保障されること
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第３ 人々の生命・財産を地球温暖化から守る具体策

気候変動による被害への対策として，今後必要となる具体的な適応対策としては，以下

のものを挙げることができる。

１ 海面上昇対策

地球温暖化による平均気温上昇のため，海水温度が上昇して海水の膨張が起こるとと

もに，氷河や陸氷の一部が融解するため，海水量が増加して海面が上昇すると考えられ

ている。

気候システムや気候変化を評価する IPCC の第１作業部会は，２００７年２月に第４次評

価報告書（自然科学的根拠）を発表したが，それによると，１００年後の海面上昇は，温

室効果ガスの排出が最も少ないシナリオで１８～３８cm，最も多いシナリオで２６～５９cm に

なる見込みとされる。

そして，平均海面の上昇に加え，降水量が変化することなどにより，海岸や低地の水

没，海岸侵食の激化，河川と地下水への塩水の浸入，あるいは潮汐の変化などの被害が

起こることも想定される。

とりわけ日本においては，東京湾，大阪湾，伊勢湾などの周囲などにもともと広いゼ

ロメートル地帯があって，住民と資産が集中しているが，海面が上昇すれば，さらに多

くの人と資産が氾濫の危険にさらされることになる。総合科学技術会議環境担当議員と

内閣府政策統括官（科学技術政策担当）の共著による「地球温暖化研究の最前線」は，

「海に面する市町村には，人口の４８％，工業出荷額の４８％，商業販売額の６２％が集中し

ている。これらの地域では，現在でも満潮の水位より下の土地に２００万人の人間が住

み，５４兆円の資産があるが，１m 海面が上昇すると，これらの値は４１０万人，１０９兆円

とほぼ倍になる」と指摘している。また，海面が１m 上昇した場合に，海岸にあるイ

ンフラ施設や防災対策のために必要な費用につき，同書は「港湾施設の対策に７．９兆円，

隣接する海岸構造物の対策に３．６兆円必要であり，対策費用の合計は，１１．５兆円にのぼ

る。」と述べ，さらに，茨城大学の三村信男教授による２０兆円を超えるとの指摘１もある。

これらの被害への対策としては，臨海部からの撤退（危険のある地域からは出ていく

という考え方），順応（伝統的に高床式家屋で見られるように，海面上昇に逆らわずに

順応していくという考え方），堤防などによる臨海部の防護が考えられる。

この点，平地の少ない日本において臨海部から全面的に撤退するのは必ずしも現実的

とはいえない。しかしながら，上記試算に見られるとおり，堤防による防護のみに頼っ

ていては多額な費用がかかり，順応や，場合によっては撤退を視野に入れた対応が必要

である。

いずれにせよ，どの分野にどれだけ費用を投入すべきか適切に評価するためにも，防

災にあたっては，どの地域にどの程度の被災の危険があるのか，地域ごとにリスクを評

価した上で，適応計画を立てる必要がある。

＊１ 国土交通省河川局防災課災害対策室「災害列島２００６『２００５年の災害を振り返る』」
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２ 異常気象・気候の変化への対策

世界の多くの地域で異常多雨，異常少雨双方の出現数が増加しており，日本において

も，洪水，渇水双方の被害が増加している。日本学術会議の「提言 地球環境の変化に

伴う水災害への適応」も，「最近３０年間では，日降水量２００mm 以上の大雨の日数が２０世

紀初頭の３０年間に比べて約１．５倍に増加している」と指摘する一方，「月洪水量で見ると，

異常少雨の出現数が長期的に増加する傾向がある」と述べている。

また，２００９年７月，山口県防府市において見られたように，豪雨による山の崩壊の危

険も多発している。

そこで，前述したとおり，地域ごとにどのような危険が生じうるかを検討したうえで

適応計画を立てることが重要であり，また気象災害への適応策においては，人工的な施

設によるもののみでなく，地域が有する資源を総合的に活用すべきである。とりわけ，

従来は水害対策の名の元にダム建設が推進されてきたが，特に大規模なダムは森林や水

系の生態系に悪影響をもたらすとともに，建設に伴う森林喪失やコンクリートの大量生

産，あるいは道路建設などにより温室効果ガスの排出を増大させるおそれがあり，また

洪水防止機能についてもダムからの放流が逆に洪水の被害を増大させるなど，様々な疑

問が指摘されている（天野礼子「だめダムが水害をつくる!?」など）。したがって，治

水と称して安易にダムに頼るのではなく，森林の保水機能を活用することが洪水防止の

上では重要である。また，重点個所の堤防を強化することは重要であるが，完全な防護

を目指して堤防を強化するよりも，場合によっては，新潟県見附市で見られるように，

適切な補償の下，堤防の一部を計画的に決壊させて農地に放流させ，もって被害を最小

化するなどの代償措置の検討が必要な場合も少なくない。

また，自然災害への対策においては，社会構造の見直しも重要である。前述のとおり，

日本は人口の相当部分が海の近くにあることから，地球温暖化による洪水の強大化や，

海水面の上昇による被害の危険性が特に高まるおそれがあり，今後は温暖化による被害

の防止という観点からも，臨海部の大規模開発見直しなど，都市計画や国土計画のあり

方を見直す必要がある。

また，地方では人口が減少し，とりわけ農林水産業の疲弊は甚だしいが，世界では既

に約１７億人が水不足で苦しんでおり，今後，世界各地で異常気象による農作物の不作が

頻発すると予想されることに鑑みれば，食糧生産の多くを他国に依存するという日本の

脆弱な社会構造は最重要の検討対象であり，減反政策の見直し，生産者への所得補償な

どによって食料自給率の向上を図ることは最も重要な適応対策の１つといえる。

３ 気候の変化に伴う健康への影響とその対策

�１ 健康への影響

一日の最高気温とその日の死亡数には一定の関連性が認められる。例えば最高気温

３３度以上の暑い日には，気温に比例して死亡リスクが上昇し，これは循環器疾患や呼

吸器系疾患を有する人における死亡リスク上昇を反映すると考えられる２。

＊２ 独立行政法人国立環境研究所のホームページ，２００９年８月２１日（金）の取得情報 http : //www．nies．go．jp/impact

/index．html
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また，気候変動に伴う熱波や猛暑の増大が熱中症のリスクを増大させることは広く

知られている。

一方，地球温暖化によって飲料水や食料を介する感染症が増加することも予想され

ている。一般に公衆衛生活動が未発達な地域において特に顕著であるが，日本におい

ても一定程度の発生が認められる。例えば，気温が１度上昇することによって病原性

大腸菌による出血性腸炎の発生リスクは４．６％上昇することが推定される。また，熱

帯性伝染病の北上も危惧されるところである３。

さらに，気温が高くなると化学反応が亢進することから，大気汚染の化学反応も促

進され，オゾン濃度や光化学スモッグの発生にも直接影響する。こうした大気汚染の

変化が暑熱ストレスと共に死亡や疾病のリスクとなっている可能性も否定できない。

�２ その対策

途上国における対策として，外務省国際協力局の「気候変動への適応の分野におけ

る開発途上国支援（有識者会議による提言）」は「公衆衛生システムの強化による衛

生状況の改善，感染症予防対策の促進と感染症拡大の早期警戒システムの整備，熱中

症に関する市民への予防情報の提供システム整備等があげられる」と指摘している。

これらの取組みは，従前の途上国支援の重点施策と共通しているものも多いが，気候

変動への適応としても重要であることは確かであり，また，これらの対策は，日本を

含めた先進国においても重要である。

但し，途上国，先進国を問わず，豚インフルエンザの流行の際に見られたように，

十分な科学的根拠を欠くまま，「安全・安心」を標榜して不必要に感染者を隔離する

ような対応は，かつてハンセン病や HIV 問題で見られたように，感染者たちを「感

染源」として扱い，職場や学校，地域社会から孤立させ，場合によっては必要な医療

からさえ遠ざけるおそれもあるので，健康被害対策はあくまでも人権尊重を前提とし

て行わなければならない。

４ 環境難民対策

海外に目を転じると，地球温暖化の諸影響により生じる環境難民への対策も重要であ

る。２００８年ポーランドのポズナニ市で開催された COP１４では，途上国が国連加盟国の

多くを占めていることもあって，適応策に関する議論に多くの時間が割かれていた。多

くの途上国は，温室効果ガスの排出量が少ないにもかかわらず被害の多くを受けること

になるだけに，日本を含め，先進国にとっても環境難民対策を無視することはできない。

とりわけ，ツバルやキリバスなど珊瑚礁の島国では，海岸に堤防を作っても地面を通

じてすぐに海水が浸透してしまい，海水により土壌が塩化してしまえば農作物が作れな

くなるため，被害を受ける地域の住民は移住という選択を取らざるを得ない。すでに，

ニュージーランドなどでは南太平洋諸国からの環境難民と考えられる人々が多く移住し

ており，海面上昇の影響を受ける太平洋の島嶼地域などでは，移住の議論や移住先の交

渉などが始まっている。

この点，日本においては難民認定が極めて厳しいことから国際的な批判を受けること

＊３ 脚注２同
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が少なくない。しかし，今後は日本にとっても環境難民問題から逃れることはできない

だけに，出入国管理及び難民認定法の改正も含め，入管行政を抜本的に見直し，保護を

必要とする難民に救済の手を差し伸べることが必要となろう。

第４ 生物多様性を地球温暖化から守るために

１ 現状の生物多様性保全策の何が問題か

現状の生物多様性保全策の最大の問題点は，生物多様性が地球温暖化から受ける影響

の時間的・空間的な規模の大きさやその不確実性に対する用意が全くできていないこと

である。

まず，時間的な規模に関して，生物多様性が地球温暖化から受ける影響は，今から何

百年，いや何千年先まで続くであろうことを私たちは認識しなければならない。地球温

暖化による気候変化自体が今後何十年，何百年と続くうえ，第１部第３で述べたように，

生物の反応はゆっくりと遅れて現れるからである。

次に，空間的な規模に関して，生物多様性が地球温暖化から受ける影響は，全地球的

な規模で発生することを私たちは認識しなければならない。地球温暖化による気候変化

は，全地球的な規模で生じるからである。この全地球的な規模で発生する影響に対し，

小規模で孤立した保護区を設置して個々の種を守るという従来型の保全策だけでは，対

応しきれないことは明らかである。従来から生物多様性の喪失の原因として指摘されて

きた生息地の劣化・消失や生物資源の利用，外来種の持ち込みなどの問題に対しては，

小規模で孤立した保護区であっても，（十分ではないにせよ）一定の効果は期待できる。

ところが，地球温暖化の影響は全地球的規模で発生するから，ある種の保護を目的とし

て設置された保護区は，いくらその中で万全の管理体制を取っていたとしても，将来，

その種の生息に適さなくなってしまうということが十分に考えられるのである。例えば，

現在西日本や本州太平洋側に広がるブナ林は，今後徐々にカシ類やモミなどに置き換わ

り，１００年後にはほとんど残っていないのではないかと予測されている。このような予

測下で，ブナ林やそこに生息する種を保全しようと思えば，現在のブナ林に小さく孤立

した保護区を設置しただけでは対策として全く不十分であることが実感されるであろう。

乾燥化が進み，年々縮小しているといわれる八甲田山田茂萢岳山頂付近の山地湿
原（撮影：足立直樹）
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ブナ林だけではない。可憐な高山植物や湿性植物で春には多くの登山客の目を楽しませ

る山地湿原も，１００年後には笹やハイマツに覆われ，現在とは全く異なる生態系に変化

しているかもしれないのである４。

さらに，影響の不確実性という問題もある。生き物の反応は複雑で，私たちがいくら

その反応を正確に予測しようとしても，生物間相互作用や閾値効果，反応の時間的な遅

れ等の問題とも相まって，そこには必ず不確実性が含まれることを，私たちは認識しな

ければならない。

生物多様性が地球温暖化の影響を受けるという話をすると，「自然は人間が考えるよ

りも遥かに強く，気候が変わってもその変化に十分に適応していける」と反論する人が

いる。また，「たとえ地球温暖化に適応できず絶滅する種があったとしても，地球は過

去に何度も生物の大量絶滅を経験してきたのだから，それが地球の本来の姿である」と

主張する人もいる。しかし，今問題となっている地球温暖化は，過去に地球が経験した

どの時代の気候変化よりも急激な気候変化を引き起こし，多くの生き物がその変化の速

度に耐えられない（ついていけない）と考えられている。しかも，そのような変化を人

間が人為的に作り出しているということも，地球で起きた過去の現象とは大きく異なる。

また，仮に気候の変化の速度が生き物にとってついていける速度であったとしても，

生き物がその変化に合わせて移動するためには，移動した先々にその生き物の生息に適

した環境が必要である。ところが，現代では，その移動するべき先にはすでに道路や鉄

道などの人間の作り出した構造物や，人間の住む都市そのものが障壁となって存在して

いる。このような状況を作り出しながら人間が何も対策を立てないとしたら，それは人

間の地球に対する責任の放棄である。

２ 地球温暖化の影響から生物多様性を守る５つの提言

地球温暖化の影響を抑えるために，まず，今すぐに温室効果ガスの排出を減らしてい

く必要があることはもちろんである。しかし，生物多様性への影響はすでに出始めてい

るし，今後何百年先，何千年先までもその影響は残り続けると考えられる。したがって，

温室効果ガスの排出を減らすだけでは生物多様性を守ることはできないのであって，あ

る程度の影響が避けられないことを前提として，生き物を新たな環境に適応させて保全

する方法を考えなければならない。

地球温暖化の影響から生物多様性を守るためには，上記１で述べたような地球温暖化

の影響の時間的・空間的な規模の大きさや影響の不確実性に配慮して，以下のような対

策が直ちにとられるべきである。

�１ 生物多様性の保全に関する明確なビジョンの確立と共有

保護区を作るにも，個々の種の保全策を実行するにも，まず，日本をどのような国

にしたいのか，自分たちの住んでいる地域をどのような風景にしたいのか，国レベル，

地域レベルでの明確なビジョンを持つことが不可欠である。また，地球温暖化による

影響は全地球規模で発生するから，国レベルや地域レベルにとどまらず，世界レベル

＊４ 環境省温暖化影響総合予測プロジェクトチームレポート「地球温暖化『日本への影響』－最新の科学的知見－」（２００８

年）
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でのビジョン（国際合意）も必要である。世界レベル，国レベル，地域レベルでのビ

ジョンは，普及啓発活動を通じて多くの人々に共有され，かつ条約や法令，国家戦略，

行動計画，保護区の管理計画などに具体化されることによって，私たちの考え方や行

動に具体的な指針を与えるものとならなければならない。

また，生物多様性が地球温暖化から受ける影響の規模の大きさに鑑みると，生物多

様性の保全に関わる国家戦略や行動計画，保護区の管理計画などは，その規模に合わ

せ，最低でも約５０年間程度にわたる長期計画であって，かつその対象としてもより広

範囲の地域を対象としたものである必要がある。

�２ 現存する自然生態系の保全

森林を含む現存の自然生態系を保全することは，生物多様性のさらなる低下を防ぐ

だけでなく，温室効果ガスの排出を抑える意味もある。毎年排出される温室効果ガス

の約２割は森林の伐採に由来するとの報告もあり，自然生態系の破壊は自然界に蓄え

られた温室効果ガスの放出を意味するからである。

自然生態系は，森林伐採や埋立て，大型プランテーション開発など様々な理由から，

世界中で毎日のように破壊され，急速に失われている。しかし，生物多様性の保全と

地球温暖化防止の両面から，このような現状を変え，少なくとも特に貴重な自然生態

系については，これを確実に守っていく必要がある。そのためには，できるだけ客観

的な基準で貴重な自然生態系を選びだし，少なくともそれらの自然生態系については，

保護区を設置するなど有効な保全策を講じる必要がある。

そして，現存する自然生態系を必要以上に失わないためには，上記�１で述べた明確

なビジョンと，そのビジョンを生かして作られた土地利用政策や森林整備政策，河川

整備政策などが不可欠である。そのためには，政策決定段階から行われる戦略的環境

アセスメントの考え方が，今後ますます重要となってくるであろう。また，計画段階，

事業段階に入ってからの自然生態系への配慮も依然として重要である。例えば，地球

温暖化による水害への対策として河川の整備を考える場合，これまでのように単に堤

防を高くすることばかり考えるのではなく，発想を転換し，条件が整えば，場所によ

っては既存の堤防を一部撤去し，川にスペースを与えて川の水位を下げるなどの流域

生態系に配慮した総合的な整備方法も考えられてよいのではないか。日本とは諸々の

条件が異なるが，オランダでは，実際にそのような取組みが行われているという。

�３ 生き物が移動するための動線の確保

地球温暖化により地球規模で気候変化が発生するなかで，生き物が生き残るために

は，個々の種がそれぞれの生息条件に適した場所に移動できることが不可欠である。

そのためには，まず現存する個々の保護区の規模（面積）を拡大する必要がある。面

積の大きな保護区は，小さな保護区に比べて保護区内での生き物の移動を許容すると

もに，外界からの影響を遮断する緩衝作用が期待できる。また，面積が大きくそのな

かに多様な環境があれば，数の面でも種類の面でもよりたくさんの生き物が暮らすこ

とができ，系としての安定性が増す。さらに，保護区の規模が大きくなれば，ある程

度自然状態のままで（つまり，あまり人手を加えなくても）健全な環境を維持できる

ため，単位面積あたりの管理コストを抑えることができ，費用対効果が高くなるとい

うメリットもある。
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また，１つ１つの保護区を大きくするだけでなく，多様なタイプの保護区を作り，

それぞれをネットワークで結ぶことも重要である。緑の回廊などで保護区同士を物理

的につないだり，鳥などが渡りの中継地として利用できるように近距離に設置するな

どの工夫である。また，保護区同士が連携して生物多様性の保全に取り組めるように，

人的なネットワークの強化も忘れてはならない。

さらに，気候変化がある種にとってあまりに急激である場合には，その種を保全す

るために，その種を人為的に新しい土地に移動させることも場合によっては必要とな

ろう。但し，生き物の人為的な導入についてはこれまで世界各地で失敗例があり，郷

土種の絶滅など深刻な問題を引き起こしている場合も多いから，種の移動を人為的に

助けることには特に慎重であるべきと考える。

�４ 影響の把握（予測とモニタリング）

生物多様性が地球温暖化から受ける影響は不確実であるから，私たちは，地球温暖

化の影響がどこにどのように出ているかをできるだけ広範囲にかつ定量的に計測する

努力をし，その原因を分析し，予測モデルの精度を上げていく必要がある。そのため

には，モニタリング制度と，モニタリングの結果を政策や管理計画に反映させるため

の制度を確立しなければならない。

�５ 予算と人材の確保

以上の対策は，いずれも予算的，人材的な裏付けがなければできないことである。

そのための予算措置が必要であるし，人材に関しては，研究機関や NGO の人材を登

用し，専門性を高めるべきである。また，予算を確保し，登用した人材を有効に活用

するためには，法令の整備も必要と考えられる。

以上にみたように，地球温暖化の問題と生物多様性の問題とは，別個に分けて論じられ

るべき問題ではなく，一緒に考えるべき問題である。２０１０年１０月に予定されている名古屋

での生物多様性条約の第１０回締約国会議（COP１０）は，その重要な契機となろう。なお，

生息地の劣化・消失や生物資源の過度の利用，外来種の持ち込みといった，地球温暖化以

外の従来からの生物多様性に対する脅威は，依然として深刻である。地球温暖化の影響か

ら生物多様性を守るためには，上記のような対策を進めると同時に，生物多様性を脅かす

他の問題にも対処しなければならない。
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おわりに

１ 私たちがやり遂げるべきこと

これまで，温室効果ガスの排出を２０５０年までに１９９０年比で少なくとも８０％削減しなけれ

ばならないという科学の要請に応えていくために，私たちは世界の近年の取組みから学び，

さまざまな日本の排出源の特徴をふまえながら，政治的意思決定への市民参加を含む多面

的な方策を検討してきました。対策が実行されなければ，現在及び将来世代にどのような

影響が起こるかについても，基本的人権の擁護の観点から繰り返し確認し，これらを法制

度に集約していくことの重要性にも言及しています。

８０％削減の実現のためには，省エネを進めるというようなことだけではなく，現在の産

業構造や化石燃料消費を前提とした技術や生活，都市の構造までも低炭素型に大転換して

いく必要があります。世界にそのモデルがなく，日本の社会でこれらを実現していくこと

はとても困難なようにも見えます。２００９年６月に，麻生政権のもとで発表された温室効果

ガス削減の中期目標が２００５年比１５％削減（１９９０年比８％削減）にとどまっていたのも，産

業界，とりわけエネルギー多消費産業の業界が排出削減に強く抵抗しているためです。

これまでの大量生産，大量消費，大量廃棄のエネルギー多消費社会において，豊かさや

生活の利便性を追い求めたことによって人間活動が限界を超え，気候システムという人知

を超えた地球環境を破壊し，将来世代だけでなく私たち自身の生命，健康や財産にも重大

な侵害をもたらすまでに至りました。科学的知見によるまでもなく，誰もが将来のリスク

を認識することができるようになった今，私たちは，人類の英知を結集して，人間活動を

自然界の環境容量まで削減することを前提に，新たな文明を構築すべき時期に巡り合わせ

ていることを自覚し，行動しなければなりません。地球の平均気温を産業革命前から２℃

程度の上昇にとどめていくことは，私たち現在世代が必ずやり遂げなければならない課題

であり，将来世代への責任です。本基調報告書で，世界の人々の人権を尊重し，公平性を

もって，自然吸収量の範囲内に温室効果ガスの排出をとどめていくために，２０５０年までに

８０％以上の削減が私たちに求められていることを繰り返し確認してきたのもそのためです。

世界は今，地球環境と全ての資源は有限であるということを真摯に受け止め，化石燃料の

大量消費を前提としない持続可能な経済社会を構築していこうと，動き始めているといえ

ます。

同時に，削減目標は実行されなければなりません。そのためには，削減が実現可能なも

のであることも必要です。そこに私たちの苦悩があり，知恵が求められるところです。だ

からこそ，日本が先行して低炭素経済社会へと動き出すことの重要性は，強調してもしす

ぎることはないといえます。

２ 変わり始めた日本の気候変動政策

残念ながら，これまでの日本の温暖化対策は，将来の被害や損失を回避するために現在

の経済の仕組みを変えて排出削減を誘導する政策を導入するという立場に立たず，現状の
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排出レベルを前提とする自主的取組み任せで推移してきました。京都議定書採択以降も経

済後退の影響で排出が減少した１９９８年以外は，排出が増加し続けてきたことは，その結果

というほかありません。

本報告書の準備中に政権交代があり，２００９年９月１６日に新政権が誕生しました。マニフ

ェストに２０２０年までに１９９０年比２５％削減目標を掲げてきた民主党を中心とする新政権

は，９月２２日に開催された国連気候変動に関する首脳会合において鳩山首相が正式に，日

本が温暖化防止に向けた排出削減合意をすることは一刻の猶予も許されない課題であり，

途上国がより深刻な影響を既に受けていることを認識し，先進国の一員として率先して排

出削減に取り組む責務があるとして，１９９０年比２５％削減との新しい日本の中期目標を明ら

かにしました。２００７年で１９９０年比９％も増加している現状に照らせば，目標達成は容易と

はいえません。

しかし，意欲的な目標の表明は，国内の産業界や国民に向けた日本の進路についての明

確な政治的メッセージとなり，同時に，この姿勢は，コペンハーゲンでの COP１５合意に

向けた国際交渉が難航しているなか，合意形成を促進する役割を持ち，高く評価されまし

た。米国はブッシュ政権のもとで大幅に増加した排出の大幅削減になお時間を要し，途上

国の排出削減行動を引き出すための資金や技術の移転についても，経済危機のなかにある

先進国には重い課題です。中国の１人当たり排出量はアメリカの５分の１という現状にあ

り，多くの途上国にとって排出削減は生存との戦いとの側面もあります。日本にとっても，

国内の雇用や国際競争力問題が重要な課題です。そうしたなかで，日本が気候の安定に向

けての国際社会の挑戦に応分の役割を果たしていこうとする姿勢を示したことは，これま

で気候変動についての国際合意形成に日本が積極的な役割を果たそうとしたことも，また

果たそうとしていると国際社会から認識されたこともなかっただけに，日本の政権交代を

国際社会に強く印象付けるものともなりました。

３ 排出削減の基本となる対策の中身はこれから

新政権は，次期通常国会において，２０５０年までの中長期目標とキャップ＆トレード型排

出量取引，炭素税及び再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入を含む地球温暖化対

策基本法を成立させる意向を明らかにしました。当連合会は気候変動／地球温暖化対策法

（仮称）の制定を求めてきたところであり，こうした動きは大いに歓迎されるところです。

しかしながら，２５％削減目標には吸収源分や途上国支援ともかかわる国際クレジットも

含むとされ，国内での削減分は明らかにされていません。また，８０％削減のような大幅削

減を２０５０年までに成し遂げるには，１人ひとりの意欲や事業者の自主的取組みではなく，

排出削減に取り組むことが報われる経済的仕組みが法制度となり，事業者や国民に予測可

能なものであることが不可欠ですが，炭素税や国内排出量取引制度，再生可能エネルギー

の固定価格買取制度などの制度設計についての議論はようやく始まったところです。これ

らの新しい国内削減目標設定のための検討や新たに導入すべき国内削減対策は，これまで

の経団連自主行動計画や排出量取引の試行，電力事業者による再生可能エネルギーの任意

の限定的な買取などの延長線上ではなく，確実に長期的に大幅削減を達成し，あるいは再

生可能エネルギーの大幅導入を導く制度としていかなければなりません。経済界の抵抗が
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続くなかでは，これらの制度設計においても，まさに政治の意思とリーダーシップが問わ

れています。

４ 「国民の負担」ではなく，新たな経済創出への「投資」

前政権のもとでは，２００５年比１５％削減（１９９０年比８％削減）目標についても，国民負担

が重いと負担が強調されてきました。その試算は，削減対象を日本の排出全体の７割弱を

占める発電所や産業部門での削減を殆ど見込んでいないばかりか，増加をも前提とし，他

方で，間接排出による家庭での CO２排出とマイカーからの排出をあわせた日本の排出量の

２割程度の家庭部門での排出から必要な削減量を見込む前提で計算されたものでした。中

長期的に大規模排出源である発電所や産業部門での大幅の削減が不可避であり，これらの

部門にも削減の余地は十分にあることは，第３部で指摘してきました。新政権のもとでは，

試算の前提そのものを抜本的に改める必要があります。

そのときに重視すべきことで，これまでの試算で無視されてきたことがいくつかありま

す。人間活動がもたらした地球温暖化によって損害が生じており，その損害を最小化する

対策に費用がかかること，その費用のために対策を取らないとすれば，より損害が大きく

なるという点です。

ところで，これまで国民負担とされてきたのは，高効率の家庭用機器や低燃費自動車へ

の買い替えにおける追加費用，断熱住宅化費用，太陽光発電装置などの購入・設置費用な

どですが，これらは新たな国内需要の創出であり，産業振興の側面を持っています。また，

需要側の家計ではエネルギーコスト削減効果を伴っており，国としても石油や石炭の国外

からの輸入コストを削減できます。これは市民の地球環境保全への投資であるとともに，

家計の節約にもなるものです。国内排出量取引の排出枠のオークション収益や炭素税は政

府にその再配分を通して事業者や低所得の負担を軽減するなど，低炭素経済への移行にお

ける問題を解決していく原資ともなります。これらの機能が十分に発揮されるか否かは，

まさにその制度設計にかかっており，新政権の課題といえます。当連合会は，積極的に，

雇用や新規産業の創出と国民全体の負担の軽減，中小事業者や低所得者への負担の軽減策

などを織り込んだ，国内排出量取引制度，炭素税，再生可能エネルギーの固定価格買取制

度などについて具体的提言をし，より公平で実効性がある新たな制度の導入に貢献すべき

責務があります。

５ ８０％削減社会像

２０５０年までに温室効果ガスを１９９０年比で８０％以上削減させ，かつ，将来世代が心豊かに

生活していける低炭素時代に向けて，今，長い旅が始まろうとしています。それは，人類

が経験をしたことのない新たな文明への挑戦です。

そのとき，忘れてはならないのは，持続可能な低炭素の経済や社会を創り出すという課

題です。本シンポジウムで基調報告をいただく植田和弘京都大学大学院教授は，地球温暖

化問題への政策は，環境を保全しつつ，経済や社会の持続可能性が同時に実現されなけれ

ばならないことが，従来の環境政策からの進化が求められているところであると指摘して
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います。即ち，低炭素社会への移行過程は，温室効果ガス排出削減の取組みを行いつつ，

経済持続可能性や社会持続可能性が高まることが求められており，こうした持続可能な社

会の実現をめざす地球温暖化防止策は，「地球温暖化防止への環境経済戦略」というべき

ものである必要があること，経済的持続可能性とは，国全体をマクロにみて一定の成長率

が結果的に維持されるだけではなく，地域内部の経済力が強化され，内外の経済的ショッ

クに対する適応力や回復力のある市域経済を志向するものであること，社会的持続可能性

とは，公平生や社会的公正を重視した参加型社会を担える市民力が指標となり，経済の質

的変化を体現するもので，低炭素経済への移行過程は，環境的持続可能性，経済的持続可

能性，社会的持続可能性を地域で統合的に実現していく過程であるというものです（植田

和弘，鈴木基之『環境と社会』（日本放送出版協会，２００９年９月）。

このように，地球温暖化防止には，地域内部から，地域の個性や固有性を活かした保全

型産業の開発や雇用を拡大するコミュニティ再生と一体的に行われなければならないとい

う点で，地域においても戦略的課題と位置付けるべきとの植田教授の指摘は，地域におい

てこれから取り組んでいく際の重要な指針となるものです。

地域の自然的，経済的，社会的環境は実に多様であり，歴史や文化も異なります。図７

－１は都道府県別にみた排出源ごとの温室効果ガスの間接排出による排出割合であり，図

７－２は直接排出を加えたものです。図７－３は都道府県別の森林面積の割合です。

図７－１ 都道府県別部門別排出割合（間接排出）
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市町村別にみればさらに特徴が鮮明になりますから，地域によって重点対策や取り組み

方が違うのは当然です。森林面積が大半の地域は緑の豊かさをいかに守り，活かしていけ

るのか，森林の少ない地域では，都市部にいかに緑を増やしていくのかが重要な課題の１

つとなるでしょう。

このように，私たちは，それぞれの地域で，２０５０年頃の８０％削減された持続可能な経済

社会をどのようにイメージし，どのような目標をもち，そこへの道筋を，国の制度や仕組

図７－２ 都道府県別部門別割合（間接排出）と発電所の直接排出量の間接

排出全体に対する割合

図７－３ 都道府県別森林面積割合
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みの構築とあわせて地域でつくりあげていくのかという，人類史上の新たな課題に，これ

からの半世紀を最も希望をもって臨む時代に巡り合わせたともいえます。これまでの価値

観の衣を脱ぎ去り，エネルギー多消費型経済と決別し，持続可能な経済・社会を創造して

いく旅に，弁護士会・弁護士も応分の貢献を期待されているに違いありません。

当連合会は，環境マネジメントシステムを導入し，自らも温室効果ガスの排出削減に一

層取組みを始めました。また，環境政策の進化には，立法，行政に対する司法の役割が全

うされることが必要です。司法の一翼を担う者として，温暖化による被害の防止のために，

司法制度を活用していくことができるよう，団体訴訟制度の導入など法的制度の整備にも

取り組んでいくことが必要です。

さらに，当連合会は，市民社会の持続可能性を支える市民力を高めるため，市民や環境

団体と連携して，国内排出量取引制度や環境税など温暖化防止に必要な政策や制度のあり

方について具体的に提言し，政策決定への市民参加の仕組みを含め，これらの法制化に向

けて，積極的役割を果たそうと決意し，本シンポジウムの全ての成果を今後に反映させて

いきたいと考えています。

おわりに，本シンポジウムの準備にあたり，後掲の国内外の多くのみなさまにご協力を

いただきました。深く感謝いたします。

おわりに
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シンポジウム第２分科会ヒアリング団体・学者等一覧

◇北欧調査２００８年６月４日～１３日

・スウェーデン環境省の皆様

・スウェーデン森林管理局の皆様

・南スウェーデン森林所有者協会（Sodra）の皆様

・ヴェクショー市の皆様

◇東大雪調査２００８年１０月５日～８日

・河野昭一京都大学名誉教授

・市川守弘弁護士

・十勝自然保護協会の皆様

・十勝西部森林管理署東大雪支署の皆様

◇ドイツ調査２００９年４月６日～７日

・ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省（Bundesministerium für Umwelt，Natur-

schutz und Reaktorsicherheit）

・緑の党（Bündnis９０／Grünen）

・環境 NGO，BUND

・ドイツ連邦産業連盟（Bundesverband der Deutschen Industrie e．V．）

・ドイツ排出枠取引局（Deutsche Emissionshandelsstelle）

・Kermel & Scholtka 法律事務所：エアマン弁護士

・再生可能エネルギー協会（Agentur für Erneuerbare Energie e．V．）

・再生可能エネルギー・クリアリング機関（Clearingstelle）

◇英国調査２００９年４月８日～９日

・エネルギー・気候変動省 DECC（Department of Energy and Climate Change），

気候変動委員会 CCC（Climate Change Committee）

・カーボントラスト（Carbon Trust）

・FTSE

・地球環境国際議員連盟（GLOBE International）

・地方自治体協議会 LGA（Local Government Association）

・自治体国際化協会ロンドン事務所 CLAIR（Council of Local Authorities for

International Relations）

・ハンプシャー州（Hampshire County Council）

・地球の友 FoE
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・チャタム・ハウス客員研究員 環境省鷺坂長美氏

・（国内協力）環境省，外務省，英国大使館，駐英日本大使館

◇ボルネオ調査２００９年４月１３日～１８日

・マレーシアサバ州生物多様性センターの皆様

・独立行政法人国際協力機構（JICA），BBEC 担当の皆様

・マレーシア森林資源局並びにデラマコット商業林保護区の皆様

・ボルネオ保全トラスト 坪内俊憲様

・京都大学生態学研究センター 北山兼弘様，鮫島弘光様

・サラヤ株式会社の皆様

◇高知県調査２００９年５月２１日～２３日

・高知県庁の皆様

・梼原町役場の皆様

・梼原町森林組合の皆様

・四万十町役場の皆様

・大正町森林組合の皆様

◇米国調査２００９年７月１３日～１５日

・下院エネルギー商業委員会（Energy and Commerce Committee）所属議員のスタッ

フ

・上院環境公共事業委員会（Senate Environment and Public Works Committee）のス

タッフ

・環境 NGO，NRDC

・環境 NGO，Pew Center

・法律事務所 Latham&Watkins

・米国経済界団体 US Chamber of Commerce

・米国経済界団体 Competitive Enterprise Institute（CEI）

◇お話を伺った方々

・国立環境研究所 西岡秀三様

・国立環境研究所 江守正多様

・早稲田大学教授 大塚直様

・京都大学教授 植田和弘様

・同志社大学教授 新川達郎様

・龍谷大学教授 高村ゆかり様

・ソニー株式会社 冨田秀美様

・日本大学大学院法務研究科教授 小林紀之様

・筑波大学大学院准教授 恩田裕一様

・NPO 法人「気候ネットワーク」平田仁子様
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・ドイツ環境 NGO「BUND」 Sven Rudolph 様

・環境省の皆様

・社団法人日本経済団体連合会の皆様

・アメリカ環境 NGO「USCAN」 Angela L Anderson 様

・FoE ジャパン 江原誠様

・神奈川県自然環境センター 山根正信様

・林野庁森林整備部研究・保全課，林政部林政課の皆様

・長野県木曽町役場の皆様

・独立行政法人森林総合研究所の皆様

・NPO 法人「緑のダム北相模」 石村黄仁様

・神奈川県庁の皆様

・国際熱帯木材機関（ITTO） 石川竹一様

・北海道グリーンファンド事務局長 鈴木亨様
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シンポジウム第２分科会実行委員会委員名簿

青木秀樹（第二東京弁護士会）

浅岡美恵（京都弁護士会）◇実行委員長

荒井 剛（釧路弁護士会）

飯田 洋（岐阜県弁護士会）

乾由布子（第二東京弁護士会）

牛島聡美（東京弁護士会）

海渡雄一（第二東京弁護士会）

籠橋隆明（愛知県弁護士会）

笠原一浩（福井弁護士会）◇事務局次長

加藤 裕（沖縄弁護士会）

後藤富和（福岡県弁護士会）

小林邦子（大阪弁護士会）

薦田伸夫（愛媛弁護士会）

佐藤 泉（第一東京弁護士会）

佐藤光子（東京弁護士会）

菅澤紀生（札幌弁護士会）

須田 滋（京都弁護士会）

只野 靖（第二東京弁護士会）◇事務局次長

伊達雄介（第一東京弁護士会）

田伏宏行（和歌山弁護士会）

千葉恒久（東京弁護士会）

中下裕子（第二東京弁護士会）

服部伸二郎（横浜弁護士会）

樋渡俊一（東京弁護士会）

藤原猛爾（大阪弁護士会）

松下博紀（広島弁護士会）

森平尚美（大阪弁護士会）

山口 仁（千葉県弁護士会）

山本英司（東京弁護士会）

由良登信（和歌山弁護士会）◇副実行委員長

横田由樹（仙台弁護士会）

吉田雄大（京都弁護士会）

若井英樹（東京弁護士会）

和田重太（大阪弁護士会）◇事務局長
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シンポジウム第２分科会基調報告書

「ストップ地球温暖化」
～HOTな心でCOOLな選択を～

２００９年１１月５日

編 集 日 本 弁 護 士 連 合 会

第５２回人権擁護大会シンポジウム

第２分科会実行委員会
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