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1. 地球温暖化問題のむつかしさ
地球温暖化問題は，それ以外の環境問題とは異なり，対処するにあたって固有の「難し
さ」が存在する．ここでは，それらを俯瞰しながら，この問題をどう認識すべきか？という点を
考えてみよう．

1.1. 経済成長およびエネルギー消費とのリンク
一般に，（われわれが望ましいと考えている）経済成長を行えば，それに呼応してエネル
ギー消費が伸び，同時に CO2 排出量も増える傾向にある．一次エネルギーの大部分を構成
する石炭，石油，天然ガスといった化石燃料は C（炭素）と H（水素）の化合物であり，燃える
（＝エネルギーを取り出す）と必ず CO2 を排出する．また，一度排出した CO2 を，大量に吸
収・固定する方法はほとんど存在しない.1
CO2 はもっとも大きな寄与を持つ温室効果ガス(GHG)であるため，この意味は大きい．図
1 に示されているように，世界の CO2 排出量は，産業革命以降，経済成長にドライブされると
いう形で，ほぼ指数関数的に増え続けてきた．何度か減った時期があったが，それは世界大
戦，世界恐慌，石油危機，大きな経済圏の崩壊など，社会に大きな経済的打撃が加わった
時期（のみ） 2であることを歴史が示している（それもそれほど大きな量ではない）．実際に，温
暖化対策として人工的にこのような状況を起こすことは政治的にほとんど不可能である．現代
文明を（化石）エネルギーが支えてきたことも事実であり，現代文明は経済が成長してはじめ
て成り立つような経済構造になっているため，継続的な CO2 排出抑制（そして削減）がいかに
むつかしいことであるか，が理解できるであろう．
ある（特に安全な）レベルで CO2 濃度を安定化させようとすると（このことは気候変動枠組
条約の究極の目的となっている），CO2 排出量を現状の数分の 1 に抑える必要があるというこ
とは，疑いようのない科学的事実として認識されている．また，一般にある閾値を超えた場
合，不可逆的な（取り返しのつかない）状況が起きることも必至であろう（ただしその値は現時
点では知られていない）．
いずれにせよ，地球温暖化問題とは，図 1 に示されているように，「どのような未来社会を
選ぶか？」という選択の問題であると言うことができる．この「文明論そのもの」とも言えるきわ
めてチャレンジングな問題の特徴を，もうすこしみてみよう．

1

現時点では森林を拡大すること（太陽エネルギーの利用）がもっとも有効であるが，そのポテンシャルは限ら
れている．工学的な CO2 回収固定技術は，まだ高価で，かつ火力発電所にしか用いることができない．

2

もちろん，石油危機以降（1986 年の石油価格暴落まで）の日本経済のように，経済成長しながらエネルギ
ー消費が伸びなかった時期もあるが，むしろそれは例外的であり，長続きしていない．

3

図 1: 世界の CO2 排出量の推移［過去トレンドと未来の選択］

1.2 南北問題とのリンク
米国ブッシュ大統領は，中国やインドのような発展途上国（non-Annex I 国と呼ばれる）が
京都議定書において目標が設定されていないことはけしからん，と表明して米国の議定書批
准を拒否している．地球温暖化問題は「（南北間の）公平性」，すなわち貧富の差に由来する
根の深い問題となっていて，協調した対策実施上，さまざまな障害のもとになっている．
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図 2: 世界のひとりあたり CO2 排出量比較（2000 年）
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しかしながら，国際社会はこの問題に対するアプローチとして，気候問題に対する「共通
だが差異のある責任」という重要な概念を打ちたて（気候変動枠組条約），まず先進国から対
策をとっていこう，ということを決定した．それを具現化したのが京都議定書であり，これは百
年スケールで対応していかなければならないこの問題への対処の第一歩といえる．したがっ
て，「現段階で」発展途上国に目標が設定されていないから，自らの目標設定を拒むという
姿勢は，特に図 2 のように一人あたりにおいても圧倒的に大きな排出をしている国が主張す
ることは，かなり無理があるといわざるを得ない（加えて，ブッシュ大統領のテキサス州は，一
人当たりで全米平均よりさらに 5 割程度大きい）．

1.3 科学的不確実性
半年後の長期天気予報がなかなか当たらないことでもわかるように，将来の（特に 100 年
間にわたる）地域レベルの気候の変化を予測することは，かなりむつかしい作業である．加え
て，その気候が変化することに起因するさまざまなインパクトをそれなりの確度で予測すること
の困難は想像に難くない．比較的簡単なプロジェクトのふつうの環境影響評価の場合でも，
事後的にわかることが多く，その意味で，気候の問題は「わからないこと」を前提とした行動が
求められている．
国際社会は，現時点における科学的知見を集積する組織として，IPCC（気候変動に関
する政府間パネル）をつくり，科学の面からもっとも「信頼すべき」知見を提供しようとしてい
る．たとえば，「わからない」ことや，ほぼ「わかったいること」を，その程度を指標として相対評
価し，的確な（少なくともその時点の）意志決定 3 を行うべく，情報提供するということなども重
要な情報である．
問題は，政策サイドがそのような科学的情報をきちんと受け止め，的確な対策に結びつ
けることができるような意志決定システムができるか？という点であろう．この IPCC（科学側）と
UNFCCC（対策実施側）との相互作用と大きな不確実性の下での行動の必要性は，気候変
動問題の大きな特徴であり，かつチャレンジと言える（後述）．

1.4 時間スケールの長さ
温暖化問題の難しさのもうひとつの点は，空間的スケールもそうであるが，その時間的ス
ケールの長さである．まず，現時点で気候変動の人為的な部分がどの程度あるか，という点
は（世界経済の大きさと比較して）さほど大きくないと考えられるが，50 年後，100 年後には，
これらはけっして無視できないものとなるであろう.4 そしてそれが顕在化してしまってからで
は，すでに手遅れ… という場合も十分に予測される．

3

不確実性の下での意志決定は，長期的な最適化をはかるものというよりも，不確実性の減少や科学的知見
の蓄積に伴い，適宜行動の軌道修正ができるシステムが望まれる．30 年後にどのような対策を行うか？で
なく，30 年後，100 年後を見越しつつ，「いま」何を行うか？が問われている．

4

現時点においても，異常気象に起因する人間社会の支払ってきたコストは，指数関数的に増えてきている
（図 3）．このすべてが人間活動からの温暖化の結果であるかどうかという点は残されているが（人間社会の
脆弱性が増加している傾向もあるかもしれない），その長期的トレンドの裏に地球温暖化があると考えないこ
との方が無理があるであろう．実際，もっとも危機感をもって地球温暖化問題をとらえている産業セクター
は，再保険業界となっている．

5

自然システム，そして社会システムには「慣性（変化しにくさ）」 5 があり，その「タイムラグ」
を見越しつつ，前もって対策を講じる必要がある．しかし現実には，対策は後追いになる場
合が多いことが，環境問題その他の歴史が示すところである．
気候の問題の場合，その時間スケールが大きいことに加え，責任の所在があいまいにさ
れていること，世代間の公平性の問題に対する配慮の仕方6が確立していないこと，対策コス
トがそれなりの大きさで必要と思われていることなどから，どうしても対策の重要性が過小評
価され，先延ばしとなる傾向にある．「将来世代のために」と言葉で言うのは簡単であるが，現
実には痛みを伴うかもしれない行動を実施することは，別の問題のようである．

1.5 喫緊の問題という認識の欠如
地球温暖化問題は，ダイオキシンやアスベストなどの健康被害が直接実感される問題で
はない．また，成層圏オゾン層破壊が目に見える映像で迫ってきているというようなこともな
い．たしかにじわじわと（たとえば降雪量の漸減という形で）感じることがあるかもしれないが，
喫緊の課題であるというコンセンサスを得ることはむつかしい．
経済的ロス（単位 : 年間 10億ドル）

全経済的ロス

事象の数

保険でカバーされたロス

10 年間平均

【出所】 IPCC 第3次評価報告書 統合報告書

図 3: 異常気象によって社会の支払ってきたコスト (IPCC, TAR)
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自然システムの慣性とは，「温室効果ガス排出削減→その大気中濃度上昇が緩和→気温上昇緩和→海面
上昇速度減少」といった各プロセスの時間の遅れという形で現れる．それぞれ，数十年から 100 年スケール
の大きさとなる．社会システムの慣性とは，「対策の必要性が認識→対策の実施→（排出削減という形で）効
果が現れる」といったプロセスに付随する遅れという形をとる．特に，建造物などの資本集約型インフラストラ
クチャーの更新には，その効果が現れるまでには時間がかかる．

6

経済学的には「割引率」を用いて将来の価値を現在価値換算することが多いが，この手法は，100 年後の
子孫の価値をほとんどゼロにする．近未来は指数関数で下がるとしてそれ以降は一定で推移するような関
数がベターであろうか．おそらく異なった倫理規範や哲学が必要とされるが，世界的に広く認められた（コン
センサスのある）考えは残念ながら存在しない．

6

さまざまなキャンペーンなどで一時的に行動をすることがあったとしても，継続的に，実効
ある形で対策を行うためには，意識に訴えるだけでなく，対策を「社会システム」の中に「織り
込む」ことが必要になるであろう．

2. 「科学」をどう意志決定に組み込むか？
2.1 IPCC の意義
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）とは，気候変動問題に関する（その時点の）科
学的知見を集積することを目的とした国際組織であるが，その「本来の役割（価値）」に関して
は，意外と知られていない．
IPCC の報告書は，基本的に「評価」報告書であり，既存の科学的知見を「評価（アセス）」
したものとされている．同時に，IPCC は「政府間パネル」である．すなわち，リードオーサーは
各国政府推薦で，報告書には専門家のみならず，各国政府による審査（レビュー）が何度も
行われる．特に，SPM（「政策策定者のための」サマリー）は，3 つの WG（作業部会）の総会
で採択されるまでに，各国政府代表（役人）によって一行ごと詳細にチェックされるというプロ
セスを経る．したがって，それなりの「バイアス」がかかることは否めない（専門家たるリードオ
ーサーは，内容の正当性を示す資料を揃えてその圧力に抗することになる）．また，執筆者
の地域バランスへの配慮や，基本的に無報酬の仕事であるため，かならずしも最適な知見が
そこに集積されるとは限らないのも事実であろう．
以上の点から，IPCC の価値を不当に低く見る動きもあるが，IPCC の意義はむしろ別の
点にあると考えられる．上述の通り，気候変動問題は科学的不確実性が非常に大きい問題
であり，同じ分野の科学者の中でも異なる意見が述べられる場合も多い．しかしそれでは，政
策担当者は何をベースに意志決定を行えばよいのだろうか？
IPCC の意義は，政策意志決定にあたって，その時点において，世界中の政策担当者が
コンセンサスとして立脚「すべき」知識ベースを提供することにある（これには不確実性評価も
含まれる）．もし，そのような一種の「権威」づけがなければ，それぞれの人は，自分に都合の
良い結果（たとえば温暖化に懐疑的な意見）を述べる科学者の意見を探し出してきてその正
当性を主張し，世界が先に進むことができなくなるだろう.7 その意味で，上で述べた（ある意
味での）欠点は，IPCC の「限界」であると同時に，権威づけ，すなわち「コンセンサスのベー
スを」形成するための民主的プロセスを行う上で，「不可欠な」もの，むしろ長所と言える．
加えて，報告書のレビューを徹底的に行うためには，政策担当者らはあの分厚い報告書
の内容を（ドラフトの段階から何度も）よく読んで理解しなければならない．また，科学者側と
しても，政策担当者との対話を通じて，彼らがどのような情報を欲しており，彼らのためにどの

7

たとえば，気候変動枠組条約の締約国会議(COP)の場において，各国代表が IPCC 評価報告書を，支持
する発言を繰り返し行っている．一方で，「身内」のかかわった報告書を非難しているブッシュ大統領のよう
な例もあるが．．．

7

ような「表現の仕方」をすれば本質を理解してもらえるか，ということを学んできていることは特
筆され，実際にこの点はこの 10 年間で大きな進歩が見られる．
特に，第三次評価報告書(TAR)で採られた統合報告書(Synthesis Report)のアプローチ
は，特筆するに値する．従来の「気候科学」，「気候変動のインパクトと適応」，「排出削減」と
いうようなカテゴリーでなく，それを横断的に切って，政策担当者や社会が何を知りたいか？
という「疑問や質問」に，直接こたえようとしている．たとえば，最初の質問は，「気候変動枠組
条約の究極の目的である『温室効果ガスの安全な水準での濃度安定化』の『濃度水準』に関
して，どのような返答を出すことができるか？」というものである．ここでは，どう IPCC がこたえ
ているか？という点はあえて記さない．読者の方は自分で考えてみるとおもしろいであろう．
このある意味でどろどろした「政策サイドと科学サイドのダイナミックな相互作用の場」こそ
が，IPCC の本質であるといえよう．

2.2 将来シナリオとは？
図 1 で示したように，数十年から百年スケールの未来は，「予測」するものというより「選
択」するものであろう（特に地球温暖化問題に関しては，そのような解釈が望ましい）．ここで
は，IPCC がこの点をどう扱っているか？という点をみてみよう．
IPCC は，設立当初から 100 年にわたる将来の気候の姿を「推計」するため，GHGs 排出
シナリオを作成してきた．TAR 以前は，IS92 シナリオ群（特にその中位シナリオである IS92a
シナリオ）の排出量推計がさまざまな用途に用いられてきた．しかし，TAR およびそれに平行
して進められた SRES（シナリオ特別報告書）のプロセスは，この「将来シナリオ」の考え方そ
のものに大きくメスを入れた画期的なものであった．
利用者に誤解されがちなのは，SRES シナリオ群は，けっして将来を「予想」したものでは
ない，ということである．第一に，これらシナリオ群は「ストーリーライン」として，いくつかの典型
的な「未来像」を提供する．すなわち，将来世界の「イメージ」をまず言葉で表現し，それを具
体 的 数 字 で 表 現 （ す な わ ち モ デ ル 化 ） し よ う と し た ． [Global, Regional]

[Economic,

Environmental] の 4 種類に大別された未来世界は（特に A1 はさらに数種類に分けられ
た），それぞれに複数のモデルで数値化・検討された．注意すべきなのは，SRES は，これら
のシナリオのうちたとえば排出量が真ん中のシナリオや平均値のシナリオを確度が高いと主
張しているわけではなく，むしろ，これら複数の具体的な未来イメージから，どの未来を選択
するか？という問いかけをしている，というように読むべきものとなっている．
第二に，これらの SRES シナリオ群は，「特に温暖化問題のために措置を講じない」シナリ
オ で あ る と い う こ と が あ る ． そ の 意 味 で ， こ れ ら は ど れ も 「 レ フ ァ レ ン ス 」 で あ り （ BaU =
Business-as-Usual と言い換えることもできるかもしれない），それらが異なる未来像それぞれ
に，別々に存在することとなる（一種のパラレルワールド）．そして，TAR の WG 3 第 2 章［排
出削減シナリオ］と組み合わせることにより（レファレンスからの「差」が温暖化を目的とした「追
加的」対策となる），このシナリオ分析8は完成する．

8

これは，執筆者（世界の著名なモデラー）達の間の議論のたまものであり，その意味で「評価報告書」の範
疇をやや逸脱したものとならざるをえなかったが，連綿として続いてきた EMF（エネルギーモデリングフォー
ラム）などの努力の結晶ということもできよう．日本からの，故森田恒幸氏の努力が大きい．

8

図 4: SRES レファレンスシナリオ群［年間排出量と気温上昇］
（国立環境研究所森田氏資料より）

．
その分析の結果，SRES と TAR は，地球温暖化問題のへの取り組みの考え方として，「温
．．．．．．
．．．．．．．．．
暖化のための 排出削減策」の問題よりも，むしろ「下敷きとなっている（レファレンス）世界」の
「選択」の問題の方が重要であることを示唆した．言い換えると，温暖化対策以前に，「どのよ
うな（ベースとなる）未来社会を選択するか？」ということによる GHGs 排出プロファイルのレフ
ァレンスシナリオ間の差が圧倒的に大きく，（ある目標を達成しようとする場合）それに「追加
的」に行う（べき）排出削減行動の必要量やコストは，そのレファレンス世界の選択によって，
オーダーが異なってくるということである．すなわち，ベースとなるレファレンス社会として，より
低 GHG 社会を選択しなければ，実質的な大規模 GHG 削減はほとんど不可能となる．
このきわめて重要な指摘は，じつは専門家の間においても，また政策担当者の間におい
ても，いまだに理解されているとは言い難い側面がある．ぜひ，きちんと継承して頂きたいも
のである．

3. 「行動」のための国際的枠組み
地球温暖化問題は，それ以外の環境問題とは異なり，対処するにあたって固有の「難し
さ」が存在する．ここでは，それらを俯瞰しながら，この問題をどう認識すべきか？という点を
考えてみよう．

3.1. 気候変動枠組条約から京都議定書へ
第 1 章のような困難がある大きな問題であるが，国際社会のこの問題への取り組みは，一
歩一歩前進してきている．ここでは，そのプロセスを図 5 に基づいて概観してみよう．
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図 5: 地球規模環境問題の国際協定における対応の発展
一般に，国際的な環境問題は，その問題が科学的に問題であると確認されてから，それ
が国際的に問題となり，現象に関して国際的にコンセンサスが形成されてはじめて，国際協
定をつくって対応しようとすることになる．
温暖化問題の前には，欧州における長距離越境大気汚染問題（いわゆる酸性雨問題），
そして成層圏オゾン層破壊問題がおこった．これらの先駆的な事例があったおかげで，温暖
化問題も比較的スムーズに交渉プロセスが進展したという経緯がある．
なお，前述のように地球温暖化問題は，それまでの環境問題より桁違いに大きく，対処の
難しい問題である．それが，およそ 10 年の短期間で現段階（先進国のみとはいえ排出量に
上限を課す議定書が動き出そうとしている）にまで到達したのは，これら先駆的な事例の経
験と，関係者の努力によるところが大きい．同じく非常に大きな国際問題である自由貿易の
問題は，その端緒から現段階まで半世紀以上の年月を要している．

3.1.1

気候変動枠組条約9に至る道

温暖化問題の場合，1988 年の世界的な旱魃などに後押しされながら，トロント会議の政
治宣言，第 2 回世界気候会議などを経て，対策の必要性に関する国際社会のコンセンサス
が醸成され，1992 年ブラジル・リオでの環境と開発に関する国連会議（いわゆる地球サミット）
をターゲットとした INC（政府間交渉会議）という交渉プロセスが設置された．かなりの難交渉
の末，ついにリオ直前の INC において，気候変動枠組条約（日本では地球温暖化防止条約
と呼ばれることもある）の採択にこぎつけた．
この気候変動枠組条約は，地球温暖化問題対応のための国際的取り組みのベースとな
る条約で，京都議定書の親条約である．1992 年採択，1994 年に発効し，すでに米国を含む

9

条約事務局はボンに設置．Web サイトはhttp:// unfccc.int/．

10

188 カ国（+EC）の批准を得ている.10 毎年開催される締約国会議(COP)において，種々の決
定を行ってきており，特に第 3 回会合(COP 3)においては，京都議定書が採択された（後
述）．「共通だが差異のある責任」，「予防原則」，「持続可能な発展との両立」，「究極の目
的」などの基本的概念に関する共通理解を確立することに成功している．
この条約の特徴は，気候問題の重要性を世界全体でまず再認識しあうという「枠組」条約
としての性格を持ちつつ，途上国を含めたすべての国に差異化されたコミットメントを設定
し，かつ各国からの報告制度およびその審査プロセス（先進国対象）を導入したことであろ
う．すなわち，自主的な行動を重視する一方，そのパフォーマンスなどを「通報＋審査」という
形をとることで，できるだけ担保しようとしている．
市場を活用した手法の概念を「共同実施」という形ですでに内包しているなど，京都以降
の取り組みの原点，そして交渉プロセスの母体として，今後も非常に重要な位置を占めてい
くことは間違いない．

3.1.2

京都議定書成立

1995 年，ベルリンで開催された気候変動枠組条約第 1 回締約国会議(COP 1)の最大の
成果は，「条約の究極の目的（温室効果ガス濃度の安全な水準での安定化）」のためには，
気候変動枠組条約だけでは不十分であり，何らかの数値目標を持った議定書が必要である
という結論（ベルリンマンデート）を出した点であった．そのための AGBM という交渉プロセス
が設置され，アルゼンチンのエストラーダ大使が議長に任命された．
そして，2 年半に及ぶ熾烈な国際交渉の末，1997 年 12 月，京都会議(COP 3)において，
ようやく京都議定書が採択された．国際協定は妥協の産物でしかありえないが，その中でも
非常に多くの国々ができるだけ高い野心的な（ある意味では野心的すぎる）数字に合意し
た.11
京都議定書は，附属書 B 国と呼ばれる先進国グループに温室効果ガス排出の数値目標
を設定した．この数値目標は，目標期間が 2008–12 年の 5 年間（第 1 コミットメント期），CO2
を含む 6 種類の温室効果ガスを対象とし，附属書 B 国全体で，1990 年比マイナス 5%となっ
ている（国によって異なる）．日本はマイナス 6%の数字を受け入れた.12
京都議定書の最大の特徴は，市場を活用したいわゆる京都メカニズム（排出権 13取引，

10

ちなみに先進国では米国が最初に批准している（旧ブッシュ大統領時代）．

11

国際協定においては，さまざまな数字やコミットメントは，（ある場合はきわめて政治的判断の下）その国が
自発的に受け入れることになる（採択のときだけでなく，批准時にも再考することができる）．この点が国内
規制と大きく異なる．

12

数値目標（正確には数量的排出制限および削減に関するコミットメント）の代表値は，基準年水準比で，
+8%（豪州），0%（ロシア，ウクライナ，NZ），–6%（日本，カナダ，ポーランド），–7%（米国），–8％（EU およ
び中・東欧諸国の多く）などとなっている（実際は日本の場合 94%という数字で表されている）．この数字は，
基準年比であり，単純に数字が少なければ厳しい目標というものではない．厳しさという点では，経済の状
況，排出削減の限界コスト，エネルギー需給構造などが影響するが，それらを勘案した結果，それぞれの
国がどこまでできるか，という数字を「申し出た」きわめて政治的色彩の濃い国際交渉の結果と言うことがで
きる．実際，交渉のプロセスにおいては，なんらかのクライテリアに基づき各国の数値目標を設定しようとす
る動きがあったが，結局それは成功せず，交渉に基づく個別設定という形とならざるをえなかった．

13

日本政府は「排出量」取引という言葉を用いることで「法的な権利」ではないということを強調しようとしている
が，取引されるものは排出量ではなく，それを持っていると 1 トン分排出できるという一種の許可証であるた
め，ここではそれを排出権と呼んでいる．

11

共同実施，クリーン開発メカニズム(CDM)）の導入である．「排出権取引」は他の先進国から
排出できる分を購入してきて自国目標を達成できるメカニズム，「共同実施」は他の先進国に
おける省エネなどの排出削減（および吸収拡大）プロジェクトを実施することによる削減分を
自国の削減分と認めるメカニズム，CDM は共同実施の途上国版である．
これらの制度導入にあたっては，企業などの参加が認められ（個々の国の国内制度に依
存する），排出削減を実際に行う企業が，できるだけ費用効果的に対策を行うと同時に，戦
略的な判断を自主的に行うことができる枠組みを提供することが企図された．

3.1.3

京都議定書ルール作成過程

政治交渉プロセスとしては，AGBM 交渉の結果，京都で議定書が採択されたが，その運
用則の決定は京都以降に残された．
1998 年の COP 4 でブエノスアイレス行動計画(BAPA)が合意され，そこで COP 6（ハー
グ）において運用則を策定することとなった．しかしながらハーグ会議（2000 年末）では意見
の対立を埋めることができず，翌 2001 年ボンでの COP 6 再開会合に結論を先送りした．
ところが，ハーグ会議の失敗の翌 2001 年 3 月に，米国ブッシュ新政権が，反環境姿勢を
明確に打ち出し，特に地球温暖化問題に関しては，「京都議定書は致命的欠陥がある」と，
一方的に議定書批准を行わないことを表明した.14
このことはブッシュ政権になった段階で十分に予測されたと言う人もいたが，実際にはこ
れは温暖化の世界に大きな危機感を及ぼした．ハーグ会議の失敗とあいまって，京都議定
書が日の目を見ることはないだろうと予測する人も多かった．
その結果，ボンにおいては，EU 15を中心に大きな妥協が図られ，その政治的コア部分を
決定した「ボン合意」が成立するという形で，京都は生き残り，モーメンタムを回復することに
成功した．続いて行われた COP 7（マラケシュ会議）においては，ついに 4 年間の交渉に終
止符が打たれ，京都体制のルールブックたるマラケシュアコードが策定，採択された．

3.2. 京都体制のルールとその意義と今後の課題
3.2.1

マラケシュアコードの意義

マラケシュアコード成立の意義は，もちろん京都体制の具体的なルールブックができあが
ったことである．同時に，モーメンタムの維持・発展がなされたため，議定書が発効する可能
性は（たとえ米国抜きでも）かなり高くなった．日本も COP 7 直後に批准の意向を明らかにし，
2002 年 3 月からの通常国会において批准手続きを完了した．その結果，発効のための最後

14

その理由としては，主たる発展途上国が参加していないこと，米国経済への大きな影響，議定書の数値目
標が科学に基づいていないこと，などが公式には挙げられている．ただ，これらの理由の正当性は乏しく，
むしろブッシュ政権の「ユニラテラリズム」指向の現れであり，エネルギー業界と政権との密接な関係や，京
都議定書策定に当時のゴア副大統領が大きな寄与をしたことなどを指摘する声も多い．

15

EU は，ハーグ会議の失敗の原因が，欧州諸国の環境大臣たち（特に緑の党出身の大臣）が妥協できなか
ったためであることに，大きな反省をしたと予想される．

12

のカードを握ったロシアは，そのことを政治的に最大に活用し，WTO 参加における EU のサ
ポートなど大きな便益を得たが，最終的には批准し，2005 年 2 月 16 日，ついに京都議定書
は発効した．
言い換えると，この運用則の決定および発効を境に，京都体制は「制度デザイン」ステー
ジから，「対策実施」ステージに移ったと言うことができよう．バトンは，各国の国内行動計画
の実施に移された．また，これは企業にとっては，先行的に対策を実施するうえでの障害で
あった「大きな不確実性」が解消したことを意味している．

3.2.2

今後の課題

今後の国際交渉に残された課題としては，まずデザイン設計よりも「制度運用」面が重視
されてくる．CDM は CDM 理事会の下，すでに制度が運用されて 4 年目となっている．JI や
遵守関連に関しては，2005 年末のモントリオールでの COP11/MOP1（議定書の最初の締約
国会合）において設置され，運用されていく．各国が排出権取引に参加できるかどうか 16の審
査プロセスが，2007 年一年間かけて遵守委員会の下で行われることになっている．
その一方で，今後五年，十年スケールの問題として取り組まなければならない問題が，
先進国の第二期の数値目標，米国の参加問題と，発展途上国の参加問題である．これら
は，2005 年からすこしずつ交渉され，京都体制がどう発展していくか，という方向性を示唆す
ることになる.17
おそらく長期的な枠組み形成におけるキーポイントは，「排出権市場」の発展であろう．市
場が有効に機能しさえすれば，投資などの促進によって先進国全体での排出削減が進むこ
とが期待され，より厳しい目標設定も可能となる．そしてそれは，ビジネス機会を失いたくない
米国の参加インセンティブになり，また途上国が参加するインセンティブにもなりうるであろ
う．この排出権市場の意味合いに関しては，後述を参照されたい．

3.2.3

京都体制のルールの概要

京都体制のルールには，いくつも重要なものがあるが，ここでは企業活動に直接かかわ
るものとして，そのうちの排出権および排出削減クレジットの取引に関して，簡単に説明して
みよう．
図 6 に示されているように，京都体制においては，排出権が，全部で 4 種類存在し，それ
らは GHG ユニットと呼ばれる（単位は CO2 換算トン）．各先進国の初期割当（数値目標）のユ
ニットを AAU，各国内吸収源活動による追加的吸収分のユニットを RMU，他の先進国への
排出削減プロジェクト（共同実施）による削減分のユニットを ERU，途上国での排出削減プロ
ジェクト(CDM)による削減分のユニットを CER と呼ぶ.18 これらはどれも基本的には同じ価値
を持ち，国際市場で取引される．この取引を排出権取引と呼ぶ．

16

先進各国は，国内 GHG 排出量・吸収量に関するインベントリー制度を整備できなければ（国内の排出量を
一定のガイドラインに基づいて決定できなければ），排出権取引などを行うことはできない．

17

ただ，議定書に議論を開始することが埋め込まれている（確実に正式な交渉という形で議論が始まることに
なっている）のは，先進国の次期目標のみである．日本ではこれらのイシューが混同されるきらいがある．

18

正確には，植林系の CDM プロジェクトに関しては，有効期限付きのテンポラリーCER あるいはロングターム
CER という別種の CER が用いられる．これらの市場価値は通常の GHG ユニットより低くなるであろう．

13

図 6: GHG ユニット（排出権）の生成と移転
各国は，自国の目標遵守の評価を，「5 年間の実際の排出量」と，「期末に所有している
ユニットの総量」をチェックすることで行う．後者のチェックのため，各国にはユニットのレジス
トリー制度が設立され，その国およびいくつかの国内企業は，その中に「口座（アカウント）」を
持つことになる．各ユニットは，各国の口座間を電子情報として移転されることとなる（これが
排出権取引）.19
京都議定書は，国に対する規制フレームワークであるが，国はそれを達成するため，たと
えば自国の企業に排出規制を課し，それを達成するために CDM のクレジットである CER を
つかう（＝排出超過分を企業が調達した CER をつかってオフセットする）ことを認めることがで
きる．言い換えると，企業は直接，他国の企業などから排出権（GHG ユニット）を獲得し，自
己のアカウントに保有したり，自己の目標達成のために使うことができる．これは国内規制の
形態に依存するが，それをもっとも明確な形で行ってきているのが EU である（EU 域内排出
権取引制度の導入）．

4. 排出権市場のもつ意味
ここでは，今後の温暖化対策においてキーとなるであろう「排出権市場」を，その意味とい
う形で考えてみよう．

19

これは「現物」の取引であり，実際はその現物をもとに，派生商品（デリバティブ＝一種の契約）が開発さ
れ，これは市場の流動性を増す．

14

4.1. 排出権取引制度とは？
4.1.1

概要

一般に，経済活動は，さまざまな「制約（総枠）」のもとで行われる．ふつうはそれはあまり
認識されることはない．たとえば日本の国土面積は 37 万 km2 であるし，どんなものでも無制
限に利用できるわけではないだろう．環境問題に近いところでは，漁獲量（資源制約）なども
ある．目に見えないものとしては，ある区域の「利用可能なスペース」や「空中権」というような
ものもある．
．．．．．
これらはみな，たとえば世襲制といった形で，それぞれが利用できる量（総枠とは異なる）
が固定されていたとすれば，社会的に非効率で非常に動きにくい世の中となるであろう．
その意味で，GHG 排出権取引制度自体は，その「制約」を GHG 排出「総量」にセットした
ものにすぎない．ただ，最初からある総枠ではなく，それを自ら設定しなければならないとな
ると，さまざまな抵抗がみられる．それを緩和する方法が，「取引制度」の導入である．もし取
引ができないとしたら，「総枠」ではなく「個々の枠」が固定されてしまうことになるが，取引が
可能となることで，（超過分を購入することで）その個々の枠を（大きく）超える活動が可能とな
る.20
経済理論的には，取引ができることで，全体として「最適な（最低コストの）」状態に落ち着
くと説明される．もっともこの説明の裏には，社会が「準安定（大きく変化していない）」状態で
あり，また，個々人が十分な情報の下もっとも合理的な行動を採る，という仮定があり，必ずし
も現実世界を表しているとは言い難い．ただ，第ゼロ近似として考えることには意味があるで
あろう．すなわち「最適」であるかどうか，という点はともかく，より総コストの低い方向に向かう
ことは事実であろう．
ミクロ的には，取引はいわゆる win-win の状態を実現化する．すなわち，取引する主体は
双方が便益を享受すると合意した場合にのみ実現化する．言い換えると，自己の排出削減
の限界コストより排出権価格が高ければ，より自己で削減を行って余剰分を販売し，逆に排
出権価格の方が低ければ，自己削減よりも排出権購入を選択するであろう．このような行為
は，排出総枠には影響を与えない.21
その意味で，もし「排出総枠」を達成しなければならない状況となった場合には，排出権
取引制度は，自然でかつ望ましい性質を兼ね備えた手法であると言える．
一方で，この制度のメリットは，ほとんどゼロにまで大幅な削減を行わなければならない場
合や，削減手段がきわめて限られているような場合には，その特徴が活かされない．このよう
な場合には，「排出規制」という手段の方が実際的であろう．
その意味でも，きわめて多様な排出削減オプションを持ち，徐々に社会全体として排出
総量を減らしていかなければならない地球温暖化問題は，この政策手法の長所をもっとも活

20

その意味でも，排出権取引制度が統制経済的であるという主張は当たらないであろう．

21

実は，この点の「確保」が，排出権取引制度のデザイン上の重要なポイントとなる．排出量の正確なモニタリ
ング制度が構築できるかどうか？という点と言い換えることもできる．上述の，京都議定書において，ある国
が排出権取引制度に参加できるかどうか？という点は，このこととリンクしている．
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かしやすい問題であると言えよう．

4.1.2

京都議定書の排出権取引制度

京都議定書は，Annex I 諸国に排出総枠を課し，同時に排出権取引を導入した．環境面
で意味があるのは，Annex I 諸国全体の排出総枠である「1990 年水準比マイナス 5%」22であ
り，個々の国の目標ではない．京都議定書のユニークな点は，排出権取引でカバーできな
い国（発展途上国）に対しても，CDM というプロジェクトベースのメカニズムを導入すること
で，排出権市場の枠内に部分的であるにせよ，世界全体をカバーしようとしている点にある．
先進国間においても JI というプロジェクトベースのメカニズムを導入し，排出権取引を補完し
ようとしている．
京都議定書の排出権取引制度は，規制対象が経済主体ではなく国家である．その意味
では，上記の排出権取引制度のような「市場」を活用した手法の特徴が有効に機能するかど
うかは，やや疑問が残る．したがって，その特徴を活かすためには，実際に排出削減を行う
企業などの主体にまで規制フレームワークをブレークダウンする必要がある．日本はその意
味では，まだそのような制度を導入しておらず，すでに排出権取引制度を導入した EU の後
塵を拝している．

4.1.3

EU ETS

2005 年から満を持して動き出した EU ETS (EU Emissions Trading Scheme)は，企業対象
の GHG 排出権取引制度として，欧州委員会が主導している規制フレームワークである．先
行した英国の排出権取引制度をあえて参考とせず, 23 成功している米国火力発電所対象の
SO2 排出権取引制度をお手本とし，そのエッセンスを，うまく欧州でより広範な企業の CO2 対
象枠組みとして応用したものとなっている．
排出権取引制度には，テクニカルな側面とポリティカルな側面がある．前者は，正確な排
出量のモニタリング制度で代表されるわかりやすくて厳格な遵守制度，後者は規制対象に対
する割当（数値目標）をいかに設定するか？という点と言い換えることができる．
EU ETS は，これらの点にどう対応するか？という点をきちんと把握した上で制度デザイン
を行ってきたため，欧州の複雑な事情の中においても，制度として成り立ってきている．
「市場」としての側面としては，現状で日量 50 万トンオーダーの取引がある．市場参加者
はまだ電力会社主体と数は少ないが，Bid-Offer スプレッドという市場の流動性を表す指標
は，排出権価格の 1%程度と，かなり「こなれた」市場となっている．
欧州の電力会社は，一般に石炭火力と天然ガス火力のどちらを動かすか？という判断を
日々行っているが，現在では「排出権価格込み」の両者の価格差をベースに，日々の燃料
選択が行われているようである（電源開発投資などにどのように影響しているかはまだよくわ

22

この数字は，議定書に批准しないと表明している米国や豪州なども含んだ数字であり，その意味では実際
的ではない．

23

英国排出権取引制度は，環境税とのポートフォリオを組むなどの政策措置として革新的な点を含んでいる
が，制度が複雑でわかりにくいものとなってしまった，自主的な色彩が強い，「排出量」よりも「削減量」に重
点を置いた，などという点から，市場としては，うまく機能していない．
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からない）．排出権価格が上昇すると相対的に石炭の価格が高くなり，天然ガスにシフトする
という点では，たしかに CO2 排出削減に市場経済による効果が現れている．

図 7: EU アローワンス価格の推移
市場価格が大きく上昇カーブを示した背景には，昨今の原油価格高に起因し，原油価
格に影響されやすい天然ガス価格が，されにくい石炭価格より割高感が強まり，それによっ
て CO2 排出権が足りなくなるという観測があったものと思われるが，さすがに 30 ユーロをうか
がうようになると，高すぎるという見方と利食いに動く市場参加者が多かったということであろ
う．いずれにせよ，燃力選択の可能な大口需要家にとって，すでに排出権価格は石炭や天
然ガス価格と同じく，重要な指標となっている．
欧州企業は，2008 年以降に同じ京都の排出権市場で競合関係にある日本や他の先進
国の企業と比較して，どのようにそれを活用すればよいか？という点で，経験値を蓄積しつ
つある．

4.2. GHG 削減における排出権市場の意味
前述の通り，京都議定書は，国に課せられた規制であり，その意味では，たとえば排出
権取引も「国が国内対策だけでは足りない分を購入する仕組み」であるという側面はある．現
に，日本の政府はそのような視点しか持ち合わせていないように見える．
しかしながら，市場を活用した手法とは，
実際に排出をおこなう主体が，排出削減の金銭的付加価値を判断しながら，排出削
減のオプションを低コストなものから探し出して実施する
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ための制度であるはずである．これによって，合理的判断すなわち全体的に低コストの対
策から実施され，また排出削減の機会を探し出すインセンティブが生まれる．加えて
排出削減への寄与という新しいビジネス機会の創出
という側面も期待できるであろう．とくにキャップ・アンド・トレード型排出権取引制度におい
ては，
排出量の総枠（上限）が確保される
という環境面のメリットも重要となる．
京都メカニズムとは，このような，市場を活用した手法の「特徴」を活かすように国内制度
設計に組み込まれなければ，本来のメリットを捨ててしまうことになる．政府による（足りない分
の）買取制度というだけでは，その本質を見誤っていると言わざるをえない．
実際，京都交渉時，米国クリントン政権はこのような効果をねらって，京都議定書に排出
権取引制度などの導入を提唱・主張した．現在では上述のように EU でこのような制度の下
で，日々，（現状では主として燃料選択という形で）企業の意志決定が行われている．このよう
な消費者行動の意志決定に「排出権の市場価格」という形で影響を与える（より排出削減を
行うインセンティブを創出する）ことこそが，この制度の本質といえる．
ふりかえって温暖化問題を俯瞰するなら，GHG 排出削減は，エネルギー消費と密接にリ
ンクしているため，けっして容易ではない．かけ声をかけたり自主的な行動に期待するだけで
「減っていく」ことができるほど，甘い問題ではないと言える．すなわち，たとえ国際的，国内
的に「規制」をかけたとしても，実際にそれが守られるかどうかは，怪しいと言わざるを得ない
だろう．
その意味でも，この GHG 削減を「社会システムに埋め込む」ことが望まれる．排出権取引
制度とは，GHG 排出量の「総枠」を「自らの手で設定」することに相当するわけで，それがき
ちんと守られる限りにおいて，あとは経済メカニズムが調整をしてくれるはずである．
市場が機能するとは，「排出権が足りなそうなら（排出量が目標を超えて増えそうなら）き
ちんと価格が上がる」ことである．温暖化規制で強い遵守強制力を持たせることは現状では
無理があるなか，上記のような「価格シグナル」によって（経済原則によって）排出削減が進
むような「社会システム」を導入することに，大きな意味があるのではなかろうか．
世界的には，とくに 2008 年からは，京都メカニズムを本格的に稼働させることになる．国
際的にはこのような「国レベル」のインセンティブスキームが導入された．今度は，それがきち
んと国内で実際に排出削減を行う主体に対するインセンティブスキームとして機能するような
制度設計がなされるべきではなかろうか．

4.3. CDM の意味と現状
4.3.1.

グローバルな排出削減としての CDM の意味

いままで，排出総枠が設定されている排出権取引制度のことを主として論じてきたが，排
出総枠の枠外（カバー外）の排出主体にも，類似の効果を期待するスキームとして，プロジェ
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クトなどで削減分を，一種の排出権（クレジット）として，市場メカニズムに載せることができる．
京都議定書の下では，これが CDM となる．すなわち，（一般に先進国よりエネルギー効
率の悪い）発展途上国において，フルで排出権取引制度に組み込むことは（この場合は主と
して政治的理由により）できないものの，「プロジェクトベース」で，低コスト削減オプションがあ
った場合，それを CER というクレジットをインセンティブとして実現化させようとするものである
（その削減分は先進国の目標達成に用いられる）．

4.3.2.

発展途上国と先進国の橋かけとしての意味

同時に，CDM には根強い南北間の不信感をぬぐい去る可能性も秘めている．一般に，
省エネなどの CO2 削減行動は，それを行うことはそれのみで望ましいことが多い．すなわち，
エネルギーコストをきわめて短期間で回収でき，エネルギー安全保障面でも，大気汚染など
の環境問題という側面からも，望まれる．すなわち，持続可能な発展を行う上で，低エネルギ
ー型経済社会形成は，非常に大きな意味を持つ．
一方で，地球温暖化問題のコンテクストでは，国際交渉の場においては，先進国から対
策を強要されるという点に関する途上国側の強固な反発がある．
本来 win-win である温暖化対策を特に発展途上国において進めるためには，国際交渉
の場でいくら説明してもなかなか前に進むことはむつかしく，「実例を多く示す」ことが最大の
説得手段であろう．CDM は，まさにそれを実現化するための新たなそして大きなチャンネル
と言えよう．すなわち，低 GHG 社会のメリットを，CER をトリガーとして，ホスト国に実感しても
らうことができる．加えて，先進国側の企業が，自己のチェンネルを用いて，そのためのプロ
ジェクトを探し出すというインセンティブが生じる．
すなわち，将来の CDM の成功が，（おそらく排出権市場のメリットを十分に活かした形
の）次なるグローバルな GHG 社会の枠組みへの礎となる可能性を秘めている．

4.3.3.

CDM のむつかしい点—追加性とベースライン

ただ，CDM プロジェクトは，「その削減分＝先進国で増える分」であるため，厳密に「削減
量」が測定されなければならない．たとえば，たとえそのプロジェクトが高効率省エネ機器を
導入するとしても，それが CDM でなくても（すなわちノーマルのビジネスにおいて）実現する
のでは，「削減」とはならないことになる．この点を「追加性（＝追加的な削減がある）」とよび，
どうやって追加性を論証するか？という点が非常に重要となる．
追加性と類似の概念に「ベースライン」があり，GHG 削減量とは，このベースラインの排出
量から，プロジェクトの排出量を差し引いたものとして定義される．このベースラインは，本来
は実現し得ないシナリオであるため，これを同定することも，けっして簡単ではない．
実際，発展途上国においては省エネ系のプロジェクトは，投資採算性という点では魅力
的な数字が出ることが多く，それは言い方をかえると，追加性が論証しにくくなることを意味し
ている．
加えて，CDM は「方法論」すなわち「あるタイプのプロジェクトにおける排出削減量の求
め方」というロジックを一般的なものとして，プロジェクト固有の状況と切り離して考える．多様
なプロジェクトタイプを扱うためにはこれは避けられないアプローチであるものの，いまだにプ
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ロジェクト参加者（および審査側）の方法論自体に関する理解が十分でなく，プロジェクトが
進んでいかない主因となっている．

4.3.4.

CDM の現状

ベースライン以外にも，ファイナンス面，ホスト国承認体制の遅れなど，さまざまな障害が
あり，2001 年末に CDM のルールと CDM 理事会が設立されてから現在に至るまで，まだ
CER は発行されていない（2005 年後半には発行される見込み）．Learning-by-Doing の状況
はまだ続いており，当初の期待より進展はかなり遅い．しかしながら，上記の方法論はすでに
30 近く承認され，プロジェクト登録も 10 件以上，その中でも多数の小規模ＣDM が動き出し
ているなど，確かに前進してきていることは間違いない．
プロジェクトタイプという点では，当初のエネルギー系への期待とは裏腹に，非 CO2 系，
すなわちメタン，N2O，代替フロン排出削減というプロジェクトが主流となっている．これは，少
量の削減で大きな効果が得られるという点と，上述の追加性の論証がしやすいという点があ
り，低コスト対策から導入されていくという市場原理をまさに具現化した結果となっている．
HCFC22 製造過程からの HFC23 削減，アジピン酸製造過程からの N2O 削減など，ひとつの
プロジェクトで年間一千万トン級もの CO2 換算の削減の大きさを持つものもある．
CER の「買手」という側面からは，さすがに 2008 年が近づくにつれ，各国や企業の動きが
活発となり，多様なプロジェクトのポートフォリオを形成しようとするいわゆるカーボンファンド
がいくつも林立している状態となっている．もちろん，個々の企業として，CER の買い取りや
プロジェクト実施に向けて戦略的に動いてきている企業も多い．
ただ，将来が不確定な中，2012 年までの CER が主たる契約の対象となっており，プロジ
ェクト実施側とすれば，苦しいところとなっている．
その他，制度面では発展途上国が CER を直接販売できるかどうか？という点がまだ明確
化されていない点や，CER の国際移転のチェック機能をあつかうトランザクションログの整備
が遅れていることなど，残された課題も多い．

4.3.5.

CDM の新しい展開の可能性

一方で，ふつうの「プロジェクト」タイプではない新しいタイプのプロジェクトが萌芽しようと
している．これらは「プログラム型」と呼ばれることもあり，ひとつひとつの行為は小さいがそれ
が非常に大きな数で実現化することで，全体としては大きな削減量となるものである．まだ現
在ではこれらのタイプは「隠れている」状況であるが，方法論などの基本的な難しい点をクリ
アできれば，将来は大きな寄与を及ぼしうるし，省エネ型，家庭・運輸部門などを主対象とす
るという意味で，期待したい分野である．

4.4. 排出権市場における企業行動
ここでは，国内的に GHG 排出規制が本格的に導入された場合，規制される企業として
は，どのような行動をとるべきであろうか？という点を考えてみよう．
第一に，企業は自社でどれだけ足りなくなりそうか？ということを判断しなければならな
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い．自社の生産がどのように推移するかという計画と，その生産における GHG 排出原単位が
わかれば，現状で推移した場合の GHG 排出量推計ができ，どの程度，目標値をオーバー
する（排出権が不足する）かを推計することができる（図 8 の左図）．

図 8: 企業 GHG 対策の考え方
第二に，その不足分をどうやって補うか？という戦略をたてる（図 8 の右図）．不足分の補
い方は，(a)自社内での削減，(b)排出権の社外からの調達，の二種類である．まず社内削減
オプションをコストカーブの形で調査し，次いで排出権調達コスト（あるいは排出権市場価
格）を調査する．そのコストまでは社内オプションを実施し，それ以上の量は排出権を調達す
ればよい．実際は，別の要因，タイミング，リスクなどを考えながら，最適なポートフォリオを組
むこととなる．
第三に，排出権の市場価格より低コストで排出権を大量に入手できるなら，それを活用し
た新たなビジネスモデル形成をはかることができる．その他にも，他社の排出目標達成という
ニーズを満たすビジネスモデルを形成することができるであろう（例： 上記のコストカーブの
作成サービスなど）．
現状で，上記のような戦略を明確化した行動をとろうとしている企業は，まだ日本には少
ないであろう．しかし，規制が導入されるとすれば，そこには確かに新しいビジネス上のニー
ズが生まれる．

5. おわりに
以上，地球温暖化問題をさまざまな視点から見てきた．
強調されるべき点は，エネルギー消費と密接にかかわってくる地球温暖化問題は，ほと
んどすべての人間活動に起因した根の深い問題である．したがって，単純に規制を課せば
GHG 排出量が削減できていくというような簡単な問題ではない．
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そのような認識のもと，この問題への対応のアプローチとしては，人類のもつもっとも強力
なツールである市場メカニズムを活用するアプローチしかないであろう．ただそのためには，
実際に排出削減を行う企業などの最終消費者に，明確な価格シグナルを送り，その長所が
活かされるような国内制度の設計が不可欠である．同時に，将来規制の不確実性などの行
動を採る上でのリスクを軽減することが，規制当局には望まれる．
一方で，規制される主体である企業の立場に立てば，少なくとも，今後，地球温暖化問
題対応が，緩くなっていくことはないであろう．そのような「ビジネス環境の変化」に，どう対応
していけるか？（あるいは企業が対応していけるような制度設計やビジネス展開が可能か？）
が，重要な視点となるのではないだろう．
現在は，まさに「炭素制約下社会」に向けての大きな転換期にあたると言える．規制する
側も，規制される側（実際の排出削減を行う側）からも，この時代の変化を明確に感じとって，
適切な舵取りを行ってもらいたいものである．

以上
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