
Ⅰ．序　説

近年、新聞、テレビを始めとするマスメディ

アで環境に関するトピックスが取上げられない

日などない、というほど環境問題への社会や企

業の関心の高まりは目を見はらせるものがある。

最近の見出しだけを拾ってみても、省エネ、グ

リーン調達、IR活動、リサイクル活動などに関

連する企業の投資が、この不況下でも活発なこ

とに容易に気付くであろう。本稿では、その中

でも環境問題の塊りと云われ、特に環境対応が

急務で研究開発が激しく競われている自動車業

界に的を絞ってみた。

環境問題、特に地球温暖化防止会議における

京都議定書の議論が高まるにつれて、温室効果

ガスに対する関心は日本のみならず、世界全体

で強い注目を集めている。したがって、グロー

バルな事業展開が進んでいる今日の自動車業界

にとって、環境対応は世界各地域で企業の存亡

を左右するほどプライオリティーの高いテーマ

であり、世界の各社が、グローバルなレベルで

凌ぎを削って対応を迫られている。

本稿では、日本を取囲むアジア・太平洋地域

の重要な一環をなすオセアニアにおける環境マ

ネジメントと日本企業の戦略行動を考察する。

中でもオーストラリアは「大自然の宝庫」など

とよく表現されて、観光地として日本人に身近

な存在である。自然環境では他に例を見ないほ

ど豊富な動植物種、世界遺産を有しており、そ

の希少性が際だっており、その保護の必要性が、

国際的課題となっている１）。

経済は世界的不況と云われる中で健闘してお

り、持続的成長を続けていることが、各種統計

資料より浮き彫りにされている２）。また産業と

しては、広大な土地と豊かな自然資源を生かし

た一次産業に加え、ITや知識産業を骨格とした

経済政策への展開も顕著である３）。貿易と投資

では、人口が少ないというオーストラリアの市

場規模の制約を打開しようと、積極的な海外投

資と外貨の受入れを政策の柱にすえている。特

にアジア地域との連携は今後更に強化されよう

としている４）。

本稿ではまず、このようなオーストラリアの

環境政策を取上げる。その場合、何故にアメリ

カと並んで京都議定書の非批准国なのかを中心

に詳しく見ていき、オーストラリアへの理解を

深めたい。また、オセアニア地域最大の経済圏、

オーストラリアを調査・研究することで、オセ
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環境マネジメントと企業の戦略行動

－オセアニアの日本企業（１）－

別　府　祐　弘

１）The Australian : http://www.news.com.au ,JETRO home page「国別データ」など。
２）Australian Bureau of Statistics : http://www.abs.gov.auなど。
３）Invest Australia : http://www.business.australia.gov.auなど。
４）Australian Embassy homepage 外務省・貿易省STARSデータ・ベース上の政府統計資料。The Austral Department

of Foreign Affairs and Trade : http://www.dfat.gov.au
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アニア地域全体の理解に資したいと考える。

日本企業としては、Toyota Motor Corporation

Australia（TMCA）を取上げた５）。 TMCAは

部品調達、エンジン製造、車体組み立て、生産か

ら販売迄手掛けるトヨタ自動車 ㈱の100％子会社

である。トヨタ自動車 ㈱は世界的規模で環境対

応の進んでいる自動車会社の１つであり、そのノ

ウハウは業界トップレベルである。そして

TMCAもそのノウハウを取込んで積極的に環境

対応を進めていると考えられたため、これを取上

げた。また、トヨタ自動車の海外各社はグローバ

ルネットワークで積極的に環境対応を進めてお

り、日本本社を中心とするアジア太平洋地域のタ

イトヨタや北米トヨタに関するデータ、これらに

ついての既刊拙稿６）との比較という観点からも

TMCAに調査対象を絞り込んだわけである。

Ⅱ．オーストラリアの環境政策

１．重点課題

オーストラリア外務省のホームページでは以

下の項目を環境政策の重点課題として掲げてい

る。

◆ Biosafety

◆ Climate Change

◆ Commission on Sustainable Development

◆ Hazardous Chemicals

◆ Hazardous Waste

◆ Trade and the Environment

◆ Whales

◆ World Summit on Sustainable Development

（WSSD）

本稿では企業と環境政策の関連を検討する為、

自動車産業が最も影響を受けるであろう気候変

動（Climate Change）や温暖化ガスに関連する

政策を中心に見ていく。

２．気候変動（Climate Change）の対策

－国際的な枠組みの中での取り組み－

（１）これまでのオーストラリアの取り組み

1992.6.国連の気候変動に関する会議UNFCCC

（ the United Nations Framework

Convention on Climate Change）にお

いて「温室効果ガス排出削減のため包

括的な取り組み（2000年までに温室効

果ガスの排出量を1990年レベルにする

数値目標）」を承認、12月に批准する。

1995.3.ベ ル リ ン に お け る COP1（ the

Conference Of the Parties to the

－ 34－

５）Toyota Motor Corporation Australia : http://www.toyota.com.au
６）環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・根岸圭子）－富士写真フィルム株式会社のケース　平成12年３月　成

蹊大学経済学部学会「経済学部論集」 第30巻、第１号
環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・操谷桃子、重岡布佐子）－富士通株式会社のケース　平成12年３月

成蹊大学経済学部学会「経済学部論集」 第30巻、第２号
環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・長濱昭夫）－富士通化成株式会社のケース　平成12年10月　成蹊大学

経済学部学会「経済学部論集」 第30巻、第２号
環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・境睦）－トヨタ自動車株式会社のケース　平成12年10月　成蹊大学経

済学部学会「経済学部論集」 第31巻、第１号
環境マネジメントと企業の戦略行動－松下電器産業株式会社のケース　平成12年10月　成蹊大学経済学部学会「経済

学部論集」 第31巻、第１号
環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・張沂蒙）－中国の日本企業　平成13年３月　成蹊大学経済学部学会

「経済学部論集」 第31巻、第２号
環境マネジメントと企業の戦略行動（共著者・境睦）－東南アジアの日本企業　平成13年３月　成蹊大学経済学部学

会「経済学部論集」 第31巻、第２号
EcologyとEconomy－環境マネジメントとエコロジー投資信託　平成13年10月　成蹊大学経済学部学会「経済学部論

集」 第32巻、第１号
環境マネジメントと企業の戦略行動－カナダ・アメリカの日本企業　平成14年３月　成蹊大学経済学部学会「経済学

部論集」 第32巻、第２号
EcologyとEconomy－EV環境賞受賞Brodrene HartmanA/S（Denmark）のケース　平成14年３月　成蹊大学経済学

部学会「経済学部論集」 第32巻、第２号
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FCCC）、1996.7 .COP2（ジェノバ）、

1997.12.COP3（京都）、1998.11.COP4

（ブエノスアイレス）、1999.10.COP5

（ボン）、2001 . 11 .COP6（ハーグ）、

2001.7.COP6（ボン）、2001.1.10.COP7

（マラケシュ）に参加する。

◆1998.4 京都議定書を承認

◆2002.6 京都議定書の批准を拒否

2002.2.Australia-US Climate Action

Partnershipを締結する

この中で重要なオーストラリアの動きとして

は1998年と2002年にある。オーストラリアは

UNFCCC開始以来、国際社会の枠組みの中で協

調をつづけ、COPにも参加してきた。温室効果

ガス削減目標を定めた「京都議定書」について

もいったん1998年に承認する。しかし2002年６

月になり、オーストラリア首相ジョン・ハワー

ドは「京都議定書の批准を支持しない」と表明

した。以下、京都議定書を批准しないオースト

ラリアの主張について検討する。

（２）京都議定書に対するオーストラリアの対応

①　オーストラリア外務省の主張

「京都議定書は、その批准国に温室効果ガ

ス排出量削減を課すはじめての国際的条約で

ある。京都議定書では、38の先進国（または

先進国となりつつある国）が2008年から2012

年までに合わせて1990年レベルの５％の温室

効果ガス排出量削減に同意した。オーストラ

リアは今後1990年レベルの108％に温室効果ガ

スの排出を制限されることになる。」

京都議定書の承認以来、多国間交渉の焦点

は京都議定書実現のためのルールやガイドラ

インの策定におかれてきた。しかしその調整

作業は複雑であり、かつ主要国間の主張に大

きな隔たりが残っている。オーストラリアは

1998年４月29日京都議定書を承認し、他の承

認国とともに気候変動に対応する国際的枠組

みを実現するために取り組んできた。

しかしながら、2002年６月５日、首相はオ

ーストラリアの国益に寄与すると認められな

い限り、京都議定書を批准しないと発表した。

この決定は京都議定書へのアメリカ、また発

展途上国の参加がなければ、議定書の批准は

オーストラリアの国益に反すると判断したこ

とによる。オーストラリアは真のグローバル

な取り組みが必要な、そして、全ての主要な

温室効果ガス排出国の参加が不可欠な気候変

動への効果的な対応に向け、引き続き国際的

枠組みの中で議論を続けていく。

「オーストラリアは気候変動に対して積極

的に取り組んでおり、特に国内において

Australian Greenhouse Office主導によるプロ

グラムを実行している。また、気候変動に対

応すべく、太平洋上の島国を中心とした発展

途上国の支援事業にも力をいれている。」

②　オーストラリア温室効果ガスオフィス

（AGO:Australia Greenhouse Office）の

主張

「京都議定書は（アメリカ、途上国の参加

なしに）大きな効果をもたらすことはできな

い。温室効果ガス排出増加を１％ほどとどめ

る効果しかないという試算もある。」

③　環境大臣、Dr.David Kempの見解

環境大臣、Dr.David Kempは2002年７月15

日ロンドンで京都議定書に触れた演説を行っ

ている。京都議定書に対するオーストラリア

の環境政策を束ねる環境大臣の発言であり、

オーストラリアの京都議定書に対する最も新

しい主張である。その演説の要旨は以下の通

りである。

◆オーストラリアは1990年の108％レベルまで

温室効果ガスの排出を削減（京都議定書に

記載された温室効果ガス排出削減）すると

いう目標を達成するために包括的な取り組

みを行う。

◆オーストラリアは京都議定書の批准は行わ

－35－
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ない。最低55ヵ国、総量で1990年レベルの

55％の温室効果ガス排出量という条件を満

たさなければ京都議定書は発効しないが、

もし発効したとしても、先進国の36％の温

室効果ガス排出を占めるアメリカ、これか

ら先進国の温室効果ガス排出量をすぐに越

えるであろう途上国の参加なくして、京都

議定書は温室効果ガス排出量削減に効果的

な策とはいえない。なぜなら、（アメリカ、

途上国の参加なくしては）将来追加的な削

減を京都議定書により強いられる可能性も

大きく、自国で削減目標を達成したとして

も、自国や隣接地域以外で発生した温室効

果ガスに対して更なるコストがかかる可能

性がある。

オーストラリアにとって温室効果ガス関連

産業、すなわち天然ガス、アルミニウム生産、

石油精製、金属類の生産は主要な産業であり、

そういった産業に海外直接投資をするものに

とって、将来、京都議定書はオーストラリア

地域で発生していない事象に重大な不確実性

や、費用の拠出を強いる可能性もある。競争

相手国の産業が支払わないコストはオースト

ラリアの産業も支払わない。ただし、これか

らも、京都議定書、UNFCCCの枠組みの中で

EU、日本、アメリカ。発展途上国と真の温室

効果ガス排出削減に協調していく。その一環

として、アメリカとはこのほどAustralia-US

Climate Action Partnershipを締結するに至っ

た。

（３）Australia-US Climate Action Partnership

の締結

①　アメリカの最新の環境政策

2002年２月、ブッシュ大統領は10年で温室

効果ガス排出削減18％を達成すると発表。こ

のペースでいくと京都議定書に記載されたア

メリカの削減目標は1990年レベルの７％削減

に対し、1990年の30％増が打出されており、

京都議定書の達成は不可能である。この発表

の中でアメリカはリサーチ、技術革新への重

点投資、代替エネルギーへの優遇税制、排出

権取引導入へ向けた支援も表明している。

②　オーストラリアのアメリカの環境対応に

対する見解

オーストラリア政府はこのアメリカの決定

を以下の点で支持している。一点目としては

経済成長を阻害しない温室効果ガス対策を奨

励していること。（排出権取引等は、産業が将

来の気候変動に関する政策変化によるリスク

を低減させる効果があるとして、オーストラ

リアも歓迎している。）また、発展途上国に対

し、研究、技術移転の支援を前提とした温室

効果ガス排出削減への積極的参加を求めてい

ること。

③　Australia-US Climate Action Partnership

の締結

ブッシュ大統領の発言を受けて、オースト

ラリアとアメリカはAustralia-US Climate

Action Partnershipを2002年２月に締結、

2002年７月には具体的なアクションプランに

も合意した。そのアクションプランに盛り込

まれたのは、以下の５分野に集約される。a.

温室効果ガスの研究と監視、b. ビジネスと温

室効果ガスのバランスの取れた対応、c. 技術

革新、d. 温室効果ガス排出量の把握、e. 発展

途上国との協調の分野について共同で研究、

対応を進めていく。

３．気候変動（Climate Change）の対策－国内

での取り組み－

（１）オーストラリア温室効果ガスオフィス

（ AGO: The Australian Greenhouse

Office）設立

オーストラリア温室効果ガスオフィス（以

下、AGO）は地球規模の気候変動に対する懸

念を受け、世界で初めて温室効果ガス排出削

－36－
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減を専門に扱う政府組織として1998年設立さ

れた。環境省（the Ministry of Enviroment

and Heritage）の下部組織であり、オースト

ラリアの温室効果ガス対策はAGOの手に集約

される。

AGOはその公約として、京都議定書に記載

された温室効果ガス排出削減（オーストラリ

アは1990年の108％レベルまで温室効果ガスの

排出の削減）を達成するため、以下に示され

るような包括的取り組みを行うとしている。

◆代替エネルギー活動支援、エネルギー効率

向上支援

◆NGGI（National Greenhouse Gas Inventory）

を通じて、京都議定書上の削減目標を達成

するための温室効果ガス研究、監視活動へ

の投資

◆NCAS（ National Carbon Accounting

System）を通じ、オーストラリアの二酸化

炭素の発生状況を監視する。

◆国内において排出権取引が可能かどうか研

究する。

◆産業界、地域社会に温室効果ガス排出を抑

制する移動手段を推奨する。

◆SLM（Sustainable Land Management）に

よる温室効果ガス排出削減のための自然資

源保護、農業指導など。

◆GGAP（ Greenhouse Gas Abetement

Program）による包括的温室効果ガス削減

のための取り組みを支援する。

（２）AGOの温室効果ガス（オーストラリアの温

室効果ガス対策）

AGOは環境政策とその成果を５つのOutput

Groupとして分類し、Annual Reportの中で報

告している。Output groupは ①活動の索引、

Leading the Agenta ②早期の対応、Taking

Early Action ③代替エネルギーの推進、

Promoting Sustainable Energy ④土地の改

良、Enhancing the Land ⑤持続的な温室効果

ガス排出への対応、Staying on Trackと名づ

けている。以下、オーストラリアが直面する、

温室効果ガスに関連した問題を広い視野で捕

らえるため、その対応を以下で A G O

2001/2002 Annual Reportによって細かく見て

いく。

①　活動の索引（Leading the Agenda）

将来のために戦略を策定し、温暖化対策拡

充に寄与する

１） Fostering a national partnership

approach

AGOは2001年度、政府、各州、地方自治体、

産業界とのパートナーシップの強化を更に推

進した。内閣の温暖化関係委員会、議員の温

暖化関係委員会との協調が打ち出され、早急

な対応が必要な環境問題に対応するため、首

相を委員長とするthe Sustainable Enviroment

Committee（SEC）が設立された。各州は、

Council of Australian Governments（COAG）

bodiesを通して、温室効果ガス対策のための

ワーキンググループを立ち上げ、政府の包括

的温暖化政策のもと、各種委員会（th e

National Greenhouse Gas Inventory Commit-

tee, the High level Steering Committee for

the National Carbon Accounting System and

the working groups of State/Territory and

Commonwealth Ministerial Councils etc）の

活動に参画している。

また、産業界との協力も強調している。す

なわち、政府は将来産業界が競争力を維持で

きるよう、費用対効果のある環境政策を原則

としているのである。産業界との協力には業

界 団 体 （ the Buisness Council of

Australia,the Australian Industry Green-

house Network etc.）との折衝、特定分野で

はAustralia-US Climate Action Programの下

でのプロジェクト推進などがある。さらに、

Invest Australia round tableや、産業省を通
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じて産業界との連携も勧める。

２） International negotiations

「気候変動（Climate Change）の対策－国

外での取り組み－」を参照されたい。

３） Greenhouse gas abatement program

（GGAP）

GGAPは政府の温室効果ガス削減に向けた

主要な政策である。2008年から2012年の温室

効果ガス排出削減目標に大きく寄与すると思

われる活動を、AUS４億ドルを投じるなどし

て支援する。第２期投資ラウンドへの応募は

2001年７月２日に締め切られ、71の応募が環

境、技術、資金面から検討された。その結果、

同年10月、５つのプロジェクトを採用し、将

来AUS4800百万ドルが投入され、2008年から

12年にかけて、871万トンのCO
2
同等物の削除

に寄与すると予測されている。

４） Market mechanisms

AGOは経済への影響を最低限に抑えつつ、

温室効果ガス削減目標を達成するため、マー

ケットメカニズムの利用について試行錯誤を

重ねている。特に‘early movers’つまり、

早い段階から温室効果ガス対策をとっている

ものが不利益を被らないように、また、新た

にオーストラリアに進出してくるものが不利

にならないよう産業界と模索している。この

結果は、将来の政策立案に対する政府、産業

界の共同報告という形でまとめられた。

５） Greenhouse Friendly Program

（Greenhouse certification program）

Greenhouse Friendly Programはプライベ

ートセクターの自主的な温室効果ガス削減を

促す活動である。このプログラムは消費者の

温室効果ガス排出を十分に相殺するような製

品、サービスに認証を与えることにより、そ

の商品の購入を促し、温室効果ガス削減に繋

げようというものである。企業は独立機関の

厳しい審査を経て認証を手にする。認証を得

た企業は、認証を受けた製品やサービス、ま

たはその広告にGreenhouse Friendly ラベル

の表示を許可される。厳格で公正な認証のプ

ロセスは消費者を取り込むための基礎となる

信頼を得ている。

６） Strategic communication

AGOは温室効果ガス削減への協力を得るの

に必要な気候変動に関する情報を、社会に伝

える重責を担っている。オンラインでの情報

伝達は利害関係者にとって重要な情報は残し

つつ、AGOサイトを更新することにより大き

く改善された。AGOはまた、１年を通してコ

ミュニティー主導の活動を後援している。

本年度の主なものはSun Race2002で、この

中では、代替エネルギーに対する確固たる表

明がなされ、その技術的可能性は大きな注目

を集め、温室効果ガスに対する関心は一年を

通じて高く、COP7（マラケシュ）開催中はジ

ャーナリストが多くの情報を伝えた。AGOの

情報ダイヤルには週平均300件もの電話が寄せ

られた。多くの問い合わせはAGOの出版物を

要求するものであった。AGOの活動を支える

出版物の発行もAGOの重要な活動の一つであ

る。教育、プロモーション活動は　CSIROと

の協力によって2002年５月から９月まで行わ

れる予定である。

②　早期の対応（Taking Early Action）

オーストラリアの協力者と温室効果ガス削減

に迅速な対応ができるよう取り組む

１） Greenhouse Challenge

Greenhouse Challengeは、産業界の自主的

な取り組みである。このプログラムでは、各

企業はオーストラリアの温室効果ガス削減に

寄与するため、費用対効果のある方法を最大

限に利用する道を模索する。産業界は1995年

の制度開始以来、積極的にGreenhou s e

Challengeに参画し、2000／2001期には会員が

200社増加し、700社を越えるまでになった。

今後も小規模企業や、地方自治体など多種多
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様 な 方 面 に 会 員 の 輪 を 広 げ て い く 。

Greenhouse Challengeは政府、産業界双方に

とって、温室効果ガスの削減、また、認識、

監視、報告機能の構築に大きな成果をあげて

いる。今後もプログラムに更なる改良を加え

ていく予定であり、AGOとしても会員数の拡

大、技術面での指導、報告、分析や、独立機

関による検証を通じて更なる成果を得ていき

たい。

今回で２回目となる検証スキームでは24の

会員が無作為に抽出された。2002年10月に終

了するこのスキームでは、AGOへの会員から

の報告の正確性がチェックされ、内部での温

室効果ガス記録方法や報告実態を改善する指

導がなされる。Greenhouse Challengeにおけ

る独立した検査の成功は、他のプログラムに

おける検査制度の整備や、国際的な検査制度

の構築にも寄与している。温室効果ガス報告

改善に役立つ研究として、2003年初頭をめど

に温室効果ガスについて報告する際、どこま

での範囲のデータを収集するのが適当か、と

いう命題についても検討がなされている。情

報の質を左右し、将来の政策にも影響を与え

る可能性があるテーマだけに重要な研究とい

える。

２） Cities for Climate Protection Australia

Program（CCP）

CCPはInternational Council for Local

Environmentによって構築された国際的なプ

ログラムであり、オーストラリアにおいては

AGOとのコラボレーションによって活動が進

められている。参加自治体は国際的技術や先

進的なケースによって支援され、独自の温室

効果ガス削減のフレームワークを整備する。

登録自治体は2001、2002期で15増え150自治体

となった。そのうち少なくとも半分は、温室

効果ガス登録表、削減目標、その目標を達成

するためのアクションプランを整備した。い

くつかの自治体では温室効果ガス排出削減プ

ランを開始し、監視、報告活動を行っている。

オーストラリアにおけるCCPプログラムは

世界でも成熟したトップクラスの活動として、

温室効果ガス削減に寄与するものと認識され

ている。この成功は自治体と、関係当事者間

の協議、コンサルティングにより達成された。

AGOは目標設定への情報提供、トレーニング、

オーストラリアに適した方法論の提供などで

CCPをサポートしてきた。

３） Household Greenhouse Action

Program（HGA）

HGAは世帯主のエネルギー、温室効果ガス

削減を推進するため、政府、産業界、地域社

会のキープレイヤー同士のパートナーシップ

締結促進を目的とするプログラムである。

1990、2000年期に資金提供を受けた７つのプ

ログラムの多くは終了した。プロジェクトは

家庭からの排水抑制、住居の設計、世帯主の

教育を通して、廃棄物の削減を達成した。

Cool Communitiesは温室効果ガス削減を推

進する為、家庭の変化を促す活動である。申

し出のあった141団体のうち、22団体がAGO

からの基金を受領、社会からのサポートも受

ける。この活動への参加は、大都市圏から地

方都市まで様々な地域に及ぶ。参加団体もビ

クトリア州のAFLチームから、キャンベラの

科学者グループ、奥地に住む原住民などバラ

エティーにとんでいる。Cool Communitiesは

180以上のパートナーを有し、そこからAUS

百万ドルもの資材提供を受けている。その目

標は2012年までに16万トンの温室効果ガス削

減であり、温室効果ガス約20万トンの家計を

カバーする2500世帯主や地域社会の参加が見

込まれる。

４） Government operations

温室効果ガス削減の為、主にエネルギー効

率向上を目的としてAGOとオーストラリア政

府機関は協調している。AGOは政府のエネル

ギー政策支援として、エネルギーの効率化達
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成のための方法論の提示や、エネルギー利用

情報の質の改善などを含めたアドバイザリー

業務を政府に行っている。この結果政府機関

によってなされたのは、利用エネルギーの削

減による２万トンのCO
2
削減、これは2001年

02年期に1.2％、1997年98年期に比べると

10.01％の削減である。

これとは別に、2001年02年期にAustralian

Capital Territoryにおける全ての電力供給契

約数がオンラインオークションなどにより見

直され、この結果、新しい契約は１年間で

AUS2百万ドルの削減に成功し、全ての電力

供給の８％が代替エネルギーによってまかな

われることになった。そのうちAGOと

Environment Australiaが100％の代替エネル

ギーを購入する。

③　代替エネルギーの推進（Promo t i ng

Sustainable Energy）

利害関係者や市民が利用できる、環境にや

さしい代替エネルギーサービスの整備ととも

に、エネルギー産業からの温室効果ガス排出

を削減する。

１） Energy market reform

エネルギー取引市場改革と将来のエネルギ

ー政策は、エネルギー産業における温室効果

ガス排出に大きな影響を与える。エネルギー

供給効率の向上は長期での温室効果ガス排出

増加を抑制する。

2001年 ６ 月 、 Council of Australian

Governments（COAG）は、オーストラリア

のエネルギー市場における戦略上重要な問題

を監督するため、エネルギーに関する閣僚会

議（MCE）の設置を決めた。その後、2002年

３月15日、Warwick Parer、オーストラリア

エネルギー市場監視機構議長が、報告書の提

出を前提としたエネルギー市場の調査を開始

すると発表した。この調査は2002年末までに

完了する予定である。その調査は、エネルギ

ー市場における発電、ガス産業からの温室効

果ガス排出削減目標の段階的導入の実行可能

性についての報告も盛り込む。AGOはこの調

査に対し、書面による提案や調査委員会への

口頭での報告などを行った。本年度はAGOは、

MCE管轄の各種の作業部会や、担当委員との

会議にも参加した。

２） Power generation efficiency

2000年７月１日、政府は発電効率基準

（GES）を新設し、稼働中または大幅に一新さ

れた発電機（総発電量30メガワットに上る）

にこれを適用した。化石燃料の燃焼効率向上

は、オーストラリアのエネルギー産業の温室

効果ガス排出量削減に寄与するものである。

GESの目的は化石燃料による発電を最も効

率的なものにしていくことである。GESプロ

グラムでは2010年までに、毎年４万トンの

CO2排出が抑制される。このプログラムでは、

発電産業が政府とともに、費用対効果のある

温室効果ガス排出削減に関する契約を締結し

ている。2000年12月には、Delta Electricityが

発電業者としては最初のGEM参加者となっ

た。Delta Electricityは国内で業界第２位の発

電業者であり、発電効率化の実行可能性につ

いての研究も既に開始している。

AGOは現在12の発電業者と共に、発電効率

向上の為のアクションについて検討を重ねて

いる。それと同時に、残りの４つの大・中規

模業者ともにGESへの参加を促しており、近

い将来、４つの業者もGESへの参加が発表さ

れる予定である。４万トンCO2削減が見込ま

れるGESへの支出はAUS240百万ドルであり、

AUS250百万ドルの燃料節減によりその費用

が回収できる見通しである。

３） Mandatory renewable energy target

代替エネルギー目標（MRET）を内包する

The Renewable energy Act 2000とその関連

法案が、2001年４月に施行となった。第一ピ

リオドの終わり（2001年12月31日）までに、
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MRETが代替エネルギー産業の育成に大きな

効果をもたらすという試算がもたらされた。

代替エネルギー、2000メガワットの新エネル

ギー創造程度のレベルで達成されるとしてい

る。またThe Renewable energy Act 2000の

遂行を明確にし、その効率、効果、遵守を高

めるため、修正は2002年冬季（注：南半球の

冬季）の議会会期中に導入された。

４） Renewable Energy Showcase and

Commercialization Programs

AUS10百万ドルが投資されるRenewable

Energy Showcase Program（Showcase）と

AUS55.6百万ドルが投入されるRenewable

Energy Commercialization Program（RECP）

は革新的代替エネルギー施設、技術、システ

ム、プロセスの開発と商業化を支援する大規

模なプログラムである。RECP第６回ラウン

ドは2001年11月に開かれ、トータルでAUS4.8

百万ドルの拠出を決定した。これまで成功し

たプロジェクトにはバイオマス資源マネジメ

ント、太陽光電池、太陽熱、その他関連技術

の開発などがある。

AUS6百万ドルが投資された RECPの産業

育 成 面 の Renewable Energy Industry

Development（REID）プログラムでは、代替

エネルギー発展の障壁となる問題や、品質、

販売促進、資源調査、消費者教育など産業の

目に見える発展につながる分野に投資が行わ

れる。RECPのもとで行われる２回目の補助

金では、2001年11月に、AUS0.9百万ドル、10

に及ぶプロジェクトへの拠出が承認された。

それらのプロジェクトは、風力測定、代替エ

ネルギーに対する市民の参加促進、基準の策

定、トレーニング、小型風力発電タービン導

入の促進、廃棄物からのエネルギー生産に対

するガイドラインの策定などである。最新の

補助金を希望するプロジェクトの受付は2002

年６月に開始された。

５） Progressing the Renewable Energy

Action Agenda

REIDプログラムのもとで支援を受けるプロ

ジ ェ ク ト の 多 く は Renewable Energy

Action Agenda（REAA）と一貫性を持つ。

REAAは2002年、政府と産業界の間で策定さ

れた。REAAの策定以来、REAAの勧告を代

表取締役会議や代表取締役導入推進グループ

を通じて勧めるため、AGOは産業界、政府

（とりわけthe Department of Industry,

Tourism and Resources）と協調している。

2001年６月、REAA締結後１年で、代表取締

役導入推進グループは政府にREAAの進捗状

況を報告した。その報告書は今、２年目につ

いても結果をまとめている。

進行中の産業界の責務は、the Renewable

and Sustainable Energy Roundtable と密接に

連携する、新設のthe Australian Business

Council on Sustainable Energy に引き継がれ

る。産業界のREAAに対する資金提供は増加

しているが、AGOの支援は資源の鑑定、ガイ

ドラインをより多く提供することや輸出への

足固めを進めることにある。代替エネルギー

産業の成長はイノベーションの奨励や、生産

量の増加によるコストベネフィットを達成し

なければならない。

６） Renewable Energy Equity Fund

（REEF）

REEFは、零細企業ながら代替エネルギー

関連技術で革新的な企業にベンチャーキャピ

タルを提供し、支援していくプログラムであ

る。AGOが政策責任を負い、オーストラリア

投資促進庁、‘AusIndustry’がプログラムの

監督を行う。REEFプログラムは、2000年12

月にファンドマネージャーCVCREEFインベ

ストメントの任命によりスタートした。

政府は政府対民間の出資が最高で２対１に

なる、AUS17.723百万ドルを拠出しており、

このプログラムは代替エネルギー産業から大

－41－

第52号-03別府  04.2.3 15:36  ページ 41



いなる関心を寄せられている。2002年６月、

総額AUS6 . 0 2 5百万ドル（政府出資分は

AUS4.017百万ドル）、バイオマス、ソーラー、

地熱、風力エネルギーに関する技術を含む、

５つの代替エネルギービジネスへの資金提供

が行われた。

７） Photovoltaic Rebate Program（PRP）

PRPは2001年１月に導入され、４年間で

AUS31百万ドルが拠出された。プログラムの

目的は、一般市民の太陽光発電利用への関心

を高めることにある。現在、リベートのレベ

ルは新ソーラー電池システムでピークワット

あたりAUS５ドル、使用中のソーラー電池シ

ステムの拡張でピークワットあたりAUS2.5ド

ルである。2001、2002年期にはトータルで

1175KWの容量をもつ1026システムがプログ

ラムに承認され、そのうち912システムがこの

期間に実際に設置された。

８） Renewable Remote Power Generation

Program（RRPGP）

RRPGPはオーストラリア内で発電燃料をデ

イーゼルに頼っている地域（州）に、代替エ

ネルギー技術導入のためのリベートによる資

金提供を行うプログラムである。プログラム

は発電に係るデイーゼル燃料使用量を削減す

ることを目標にしており、資金は公共の発電

所が消費したデイーゼルにかかる物品税から

拠出されている。

プログラムに参加している州とテリトリー

への資金の分配は、管轄地域で支払われたこ

の物品税をもとに決定される。現在AUS264

百万ドルが分配可能で、近年の試算によると、

2012、13年期までにAUS280百万ドルが利用

可能となる。このプログラムの導入は状況の

違いや、受け入れるファンドの金額により各

管轄地域で異なる。2001、02年期にはAUS26

百万ドルを越えるプログラム先行ファンドが

提供され、総額で、プログラム先行ファンド

はAUS98百万ドルに上った。

個人むけの先行プログラムがノーザンテリ

トリー、クイーンズランド、ニューサウスウ

エールズ、サウスオーストラリア、ウエスタ

ンオーストラリアで開始された。個人むけの

プログラムは、遠隔地の牧畜施設、原住民、

小さな町や商業施設をターゲットとしている。

小さな町や原住民独特のニーズを認識し、

AGOは国家プロジェクトであるIndigenous

Community Support Programに４年間、総額

AUS８百万ドルの提供をしている。このプロ

ジェクトは2002年５月に開始され、遠隔地に

ある原住民に代替エネルギー技術を導入する

活動の援助を行っている。

９） Renewable energy internet site

AGOは代替エネルギーに関するインターネ

ットサイト（www.renewable. greenhouse.

gov. au）の運営を行っている。このサイトに

おいて、代替エネルギー利用の推進、オース

トラリアにおける代替エネルギー産業の発展

を奨励している。

また、代替エネルギーに関する技術、利用、

導入状況を示した地図、産業界メンバーのデ

ータベース掲載等の情報提供も行っている。

このサイトは市民の大きな関心を呼んでおり、

月におよそ３万件のアクセスがある。データ

ベースなどは定期的に更新され、技術的な情

報についても現在リニューアル作業を進めて

いる。

10） Environment strategy for the motor

vehicle industry

・National average fuel consumption target

（NAFCT）

AGOは最長で2010年までに、国家乗用車燃

料消費基準に関する合意を得るため、自動車

業界とともに詰めの作業を行っている。折衝

は、首相の「2010年までに、乗用車の通常の

燃料消費（business as usual average fuel

consumption）の15％向上」という要請に基

づき行われている。
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その要旨については、1997年に提出された

Safeguarding the Future: Australia's

response to Climate Change.の中で説明され

ている。2002年５月、「自動車産業に対する

2005Assistance Arrangements」以降の対策

についてのProductive Commission inquiryへ

AGOとEnvironment Australiaは共同提案を

行った。その中でAGOとEnv i r onmen t

Australiaは環境対応に関する基準を設定する

よう推奨している。特に将来、自動車産業が

サポートする燃費向上達成目標が強調された。

これらの点に関して引き続き議論が行われて

いる。

・Green vehicles guide

2002年１月、the Motor Vehicle Environment

Councilはthe Department of Transport and

Regional Servicesとの連携のもと、オースト

ラリア‘green vehicles’ガイドに対する提案

を発表した。インターネット上でのこのガイ

ドは消費者に対し、有毒物質、温室効果ガス

の排出を含む車の環境性能に関する情報を提

供する。このガイドは2003年に利用開始の予

定である。

11） Renewable Transport Fuels Working

Group

政府のRenewable Energy Action Agenda

のInitiative2のもと、AGOは代替輸送燃料ワ

ーキンググループ（Renewable Transport

Fuels Working Group）を設立した。このグ

ループには、オーストラリア自動車工業会

（ the Federal Chamber of Automotive

Industries）、その他、the Australian Biofuels

Association, the Australian Petroleum

Agents and Distribution Association, the

National Environmental Consultative Council

やその他関連政府団体が参加している。

グループ設立の趣旨は、代替輸送燃料利用

の促進にある。2001、02年期には、代替輸送

燃料に関する技術的、環境問題などについて

まとめられたレポートが出された。このレポ

ートは2002年末までに一般にも公開され、バ

イオ燃料市場への障壁に関する研究への有効

な 情 報 と な る だ ろ う 。 こ の 研 究 は

Environment Australiaと関係省庁との協働で

行われ、やはりデータは2002年末に一般公開

される。

12） Alternative fuels programs

・Compressed Natural Gas Infrastructure

Program（CNGIP）

CNGIPはAUS7.6百万ドルに及ぶプログラム

で、オーストラリアの中でも重要な地域に、

一般市民にも利用可能な圧縮天然ガス補給ス

テーションのネットワーク構築を目指す。

・Alternative Fuels Conversion Program

（AFCP）

AFCPは3.5トンを越える商用車、バスの圧

縮天然ガス車、液化石油ガス燃料車への買い

換え、燃料装置の性能向上を支援するプログ

ラムである。2001.02年期にはAFCPは大きな

成果をあげた。クイーンズランド、ニューサ

ウスウエールズ、サウスオーストラリア、ウ

エスタンオーストラリアで557台の天然ガスバ

スを納車し、その結果、オーストラリアは世

界で人口あたり２番目に多くの天然ガスバス

を所有する国となった。

新しい動きとして、AFCPのトラックへの

運用がある。2001、02年期には世界で初めて

の温室効果ガス排出が５％削減可能な圧縮天

然ガストラックエンジンのデモンストレーシ

ョンとして実を結んだ。まだ2001、02年期の

終わりまでにAFCPによる資金提供は25台の

みにとどまっている。しかし、デザインされ

たエンジンと関連機材の商業化の見通しがた

ち、他社が追随することで圧縮天然ガストラ

ック数は増加するものと予測できる。更なる

未認可車の開発、商業化へ向けた支援を

AFCPは多くのリサーチ、テスト、マーケテ

ィングなどで行っていく。
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・Diesel and Alternative Fuel Grants Scheme

（DAFGS）

DAFGSは国税庁（the Australian Taxation

Office）によって管轄され、商用重量車の燃料

費が削減されるよう努力を重ねている。助成

金は圧縮天然ガス、液化石油ガス、エタノー

ル、植物性燃料（canola）の適切な使用に支

給される。このスキームはディーゼルと代替

エネルギーの価格比を2000年７月１日以前の

水準で維持しようというものである。

20 0 1年８月、AGOは輸送燃料の比較

（Comparison of Transport Fuels）と題され

たレポートを発表した。その中でDAFGS計画

に盛り込まれている15種類の路面輸送燃料と

その他いくつかの燃料がテストされた。テス

トでは、DAFGSに盛り込まれている燃料の性

能面、温暖化への影響などがまとめられ、さ

らに新たな輸送燃料がDAFGS計画に取り込ま

れる道がひらけた。

13） Increased energy efficiency

AGOはエンドユーザーに対するエネルギー

の効率的な利用に関していくつかのプログラ

ムを管理している。それらのプログラムは、

ビル、設備、電器製品のエネルギー効率の向

上を目指すものと同時に、都市部における通

勤量の削減に向けたプログラムなども含まれ

る。

14） Product energy efficiency

AGOは the National Appliance and

Equipment Energy Efficiency Program

（NAEEEP）を運営している。

このプログラムはNational Greenhouse

Strategyの一環で、オーストラリアの各管轄

地域からエネルギー効率に関する組織が参加

している。プログラムでは商業、工業、国内

の主要な電器製品の省エネルギー向上を達成

し、温室効果ガス排出削減を達成する為、ラ

ベリングプログラム（エコマーク）やエネル

ギー効率基準（MEPS）などの使用を推奨し

ている。またその他の補足プログラムが各規

制を助けている。

2001、02年期、NAEEEPは大幅な進歩を遂

げた。2001年10月から、第３世代電機モータ

ーやエアコンには新しい規制基準が適用され

た。その結果2008年から2012年の間に、４万

トンのCO2削減が達成されるとみられる。

MEPSプログラムは、1999年10月の開始以

来大きく広がり、2001、02年期の試算による

と、2000年から2015年の間に80万トン以上の

CO2削減が見込まれる。また、今後15年間に

渡り、AUS2.4億ドルのエネルギーコストが削

減されると予想される。MEPSが適用される

分野は、積載量の削減、流通システム再編、

商業冷凍、温水化などである。

今期は特に、前述したうち、後ろ３つの分

野についてエネルギー効率基準策定で進展が

見られた。この３分野について、オーストラ

リアにおける規制水準が公表され、調査が完

結した。

積載量については 2 0 0 2 年 ２月から

Ministerial Council of Energy（MCE）の指導

のもと規制が開始された。2002年３月、MCE

は国内の冷蔵庫エネルギー効率基準の厳格化

に合意、2005年１月にこの基準が適用される。

この基準は平均的家族での年間エネルギー消

費を400KWHに抑えようとうものである。（現

在の水準は同600KWH。1980年レベルは同

1200KWH）

2002年４月には、MCEがMEPSに関する第

２次３ヵ年計画を公表し、プログラム予算を

AUS1.24百万ドルまで引き上げた。この発表

では、2002年から2004年までの規制策定作業

の詳細が述べられている。この計画のウェブ

サイト（www.energyrating.gov.au）について

は年間2.5百万台以上売れている電器製品をめ

ぐっての広報がおこなわれている。

15） Energy efficiency for buildings

AGOは、200 1、02年期、Vo l un t a r y
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Building Industry Initiativeプログラムの第２

次ラウンドを終了した。第１次ラウンドでは、

ビルからの温暖化へのインパクトを軽減する

ため、デザイン、建築、リフォームの各分野

から専門家が参加し、教育、トレーニングに

関して検討がなされた。

2001年８月、AGOは消費者へのガイドブッ

ク、Your Homeを刊行し、多くの建設業界メ

ンバー、建築、デザイン専攻の学生、市民に

配付された。このガイドは多くの称賛を得、

合わせて10万部が刊行された。2002年８月、

AGOはYour Homeの成功に加えて、10都市で、

「持続可能な住宅に関する講演会」を主催した。

このツアーには延べ3000人もの参加者を得、

テレビやラジオで大きく扱われた。

AGOはまた、オーストラリアにおける新築

ビルへのエネルギー消費量の削減へ向けた成

果も得ている。2002年３月、AGOとthe

Australian Building Codes Boardは the

Building Code of Australiaへも盛り込まれる

対策の概要を発表した。ここで提示された内

容は、住宅に関するエネルギー効率対策が発

表される2003年まで更なる検討が重ねられる

ことになっている。

16） Travel demand Management

2001、02年期AGOは、オーストラリアの都

市部で「移動手段マネジメントプログラム案

（TDM:Travel Demand Management）」を発

表した。このプログラムは地方自治体の同種

のプログラムに加えて、個人の自動車利用を

都市部で減少させていこうという目的を持つ。

TDMプ ロ グ ラ ム は Cities for Climate

Protection（CCP）政策の下、大都市において、

「移動手段のマネジメント、賢い移動手段の使

い方（‘Travel Demand Management: the

Smart Alternative’）」と題されたセミナーを

開催する費用を、地方自治体に助成するもの

である。

④　土地の改良（Enhancing the Land）

土地に対する温室効果ガス対策を進め、オ

ーストラリアの天然資源管理を徹底する。

AGOは、オーストラリアの土地関連産業の

協力により、温室効果ガス排出削減が可能で

あると認識している。AGOは温室効果ガス排

出の削減を通じて炭素の隔離を進めるため、

土地関連産業の利害関係者、特に林業、農業、

植物マネジメント、天然資源マネジメントで

協 調 し て い る 。 The National Carbon

Accounting System（NCAS）は土地からの

炭素の排出や吸収の最新の試算を通じて、土

地の温室効果ガス吸収に必要な技術開発のた

めの科学情報を提供している。

１） Revegetation

温室効果ガス削減のためのブッシュ（茂み）

（The Bush for Greenhouse）プログラムは、

温室効果ガスや他の環境に関連する植林活動

のために設立された。現在完成したプログラ

ムの初期段階としてAGOは、炭素取引に関す

る取り決めを計画し試験を行うため炭素ブロ

ーカーを指名した。これには市場調査や地権

者の調査、炭素取引による再緑化モデルの推

進が含まれる。また、炭素ブローカー、投資

家、地権者の契約締結に向けた草案も盛り込

まれた。

The Bush for Greenhouseプログラムの次

の段階でAGOは、プロジェクト規模の温室効

果ガス吸収事業の設立、管理、検証、そして、

管理施設、地域ごとの仲介、技術ガイドを含

む、法的、行政手続きの手法作りを進めてい

る。その手法はNCASをもとに作成されたモ

デルと関連づけられている。プロジェクト規

模の炭素測定、検証手法の開発は、プロジェ

クトレベルでのNCASをもとにしたスムーズ

で信頼性のある炭素量測定、把握を可能にし、

ひいては、国家レベルでの健全な炭素管理シ

ステムの構築を実現する。

AGOはすべての手法が広く利用され、公表
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され、説明されることを保障する。地域レベ

ルでの緑化と森林管理トレーニングが開始さ

れ、テクニカルサポートも受けられるように

なった。この地域レベルのトレーニングでは

炭素の管理施設の設立や運営、The Bush for

Greenhouseプログラムの手法の利用について

の情報が提供される。植林事業向けの炭素分

離に対する認識向上をめざす研究が指示され、

中小森林の温室効果ガス、天然資源マネジメ

ントへの貢献に関する報告がまとめられた。

The Bush for Greenhouseプログラムは炭

素測定や管理技術の民間への移転、政府の天

然資源マネジメントへの応用を支援している。

このプログラムは、植林事業や森林の炭素吸

収への投資を促進し、この分野でNGOや州政

府を先導する。このプログラムの成果は数多

くの環境上の利益となる。

AGOは2001年７月、温暖化ガスに関する

COAGの超党派グループにより設立されたワ

ーキンググループを通して、各州と連携して

いる。ここでは炭素隔離権の継続的な取組み

事項について、意見交換がなされている。こ

こでの取組みが、永続的で温室効果ガス吸収

のための商業的林業市場の発展につながるだ

ろう。

２） Greenhouse and agriculture

AGOはNational Greenhouse Strategy6.9に

則し、温室効果ガスの問題を、持続可能な農

業マネジメントの実行と適合させていく取組

みを支援している。主要な成果としては、温

暖化ガスと農業に関するタスクフォースを代

表し、農業、漁業、林業との協議により「温

室効果ガスと農業の戦略的フレームワーク

（Developing a Strategic Framework for

Greenhouse and Agriculture）」を取りまとめ

たことがある。

「 温 室 効 果 ガ ス と 農 業 検 討 チ ー ム

（Greenhouse and Agriculture Team）」を

2002年初頭に発足させた。このチームは国家

レベルで、オーストラリアの農業による温暖

化ガス対策を進めようとするものである。チ

ームの重点課題は、「温室効果ガスと農業分野

での取組みに関する国家レベルでのプラン

（ National Plan for Greenhouse and

Agriculture）」の策定である。このプランは

効果的な温室効果ガス削減を達成するため、

温室効果ガスと農業に関する政策策定と密接

に連携した内容となっている。National Plan

for Greenhouse and Agricultureの原案は、温

室効果ガス、農業、天然資源管理、関係地域

の利害関係者の検討課題である。

農 業 分 野 に お け る The Greenhouse

Challengeプログラムは、他の関連プロジェク

トをサポートしている。AGOとHorticulture

Australia and Unilever Australiaが行った、

トマトの生産による温室効果ガス排出削減の

共同研究は終了した。

The Landcare Australia limitedのプロジェ

クトは120人の農家の参加を得、進行中である。

彼らは農業活動の中で温室効果ガス削減が可

能かを検討するため、40人以上の地元の

Landcareグループから集った参加者である。

他の酪農、米生産に関するプロジェクトから

得られる情報は、農業分野への温室効果ガス

に対する意識向上活動や、必要な研究活動の

検討に影響を与える。

３） National Carbon Accounting System

（NCAS）

NCASの目的は、国連憲章（UNFCCC）に

対応する最適な政策を策定するため、オース

トラリアで人類によってもたらされる温室効

果ガスの確実な排出、吸収量の測定、将来予

測を提供することにある。

AGOは本年も、NCASの進展、テストの実

施、報告書の作成を行ってきた。また、デー

タへのアクセスについて検討され、政府と州

政府の情報共有の調整により、植物に関する

情報、土壌の炭素に関する情報とも統合され
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た。気象庁のデータは1968年以来、月ごとの

最高最低気温、降雨量、霜の降りた日数、蒸

発量など、地表の気象情報を得るために使用

された。これら、原始データの信頼性も確認

された。

導入がテストされていた方法の本格使用に

より、地表変化の遠隔地からの監視は進歩を

遂げた。地表変化の遠隔監視は、1972年から

1988年においては50メートルの、その後は25

メートル単位での情報を提供している。４つ

のステージに分かれたプロジェクトは、「国際

的に競争力のある遠隔監視関連産業をオース

トラリアに育成しよう」という明確な目的が

ある。主に私企業の働きにより、遠隔監視画

像の解析技術プログラムが要求するレベルに

ほぼ達した。2002年５月、遠隔監視プログラ

ムは国際的にも発表され、同種のプログラム

としては最大規模のプログラムとして評価さ

れた。

本年度NCASにより、いくつかの戦略的発

表が得られた。NCASのデータはNational

Greenhouse Gas Inventoryプログラムに用い

られた以前のデータに優先して採用されるこ

とになった。

また、NCASが昨年度大陸規模で実施され

た。これは、テストやその検証活動への早期

の投資が、導入段階へのスムーズな移行を可

能にした事例といえる。NCASの大陸規模な

導入が300人以上の研究者の努力により実現し

た。これは、分権化された、アウトソースに

よる研究手法のモデルの成果を証明している。

NCASの設計、導入段階で、AGOは他の

National land and Water resources Auditプ

ログラムなどとのシナジー効果について検討

している。また、政府機関、州政府とのパー

トナーシップの確立も更に進めていく。

⑤　温室効果ガス排出への持続的な対応

（Staying on Track）

京都議定書や関連会議に沿ったオーストラ

リアの温室効果ガス削減目標の進行状況を評

価し、気候変動に関する知識ベースを向上す

る。

１） Inventories

オーストラリアは UNFCCC のメンバーで

あり、毎年、National Greenhouse Gas

Inventory（NGGI）の提出が義務付けられて

いる。2000年（2002年提出）のNGGIでは、オ

ーストラリアの全産業からの温室効果ガスの

包括的な排出状況、排出予測、温室効果ガス

の吸収の状況が報告された。2000 Analysis of

Trends and Indicatorsは1990年以来の温室効

果ガス排出、吸収の傾向を表しており、NGGI

の材料の一部となった。

AGOは温室効果ガスデータの質を向上し、

新たな測定手法の開発、NGGIへの報告も引き

続き行っている。AGOは温室効果ガス情報シ

ステム（AGEIS: the Australian Greenhouse

Gas Emissions Information System）の開発

にも貢献した。AGEISは情報へのアクセス、

質、情報収集の効率性を向上させ、国、州へ

の温室効果ガス測定結果の報告、データマネ

ジメントでいくつかの改善をもたらした。

２） Projections

AGOは温室効果ガスに関する包括的な報告

をまとめ、そのなかで将来の予測を示した。

AGOは今後も農業分野での予測ツールの開発

を進めていく。

３） Science

2001年,02年、the Australian Green house

Science Programにより、オーストラリアの

直面する気候変化、将来への影響などの理解

が進んだ。
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（３） 自動車業界への温室効果ガス対策

上述の①～⑤において、AGOの温室効果ガ

ス政策をAGOのAnnual Report 2001-2002を参

考に概観した。この項では、特にAGOが行っ

ているオーストラリアの自動車産業に対する

温室効果ガス対策について見ていきたい。

AGOの情報によると、オーストラリアの輸

送機関（産業）からの温室効果ガス総排出量

は73.9百万トンに上り、温室効果ガス総排出

量の実に16.1％を占める量となっている。こ

の輸送機関からの温室効果ガス排出のうち、

90.2％は乗用車、トラック、バスを含む道路

輸送からである。輸送機関からの温室効果ガ

ス排出は、その増加率の観点から見ても、全

産業の中で最高率を記録している。1990年レ

ベルと比べれば、現在の総量は20.3％の上昇

となる。交通経済事務局（The Bureau of

Transport Economics）の試算によると、こ

のまま削減の為の措置を講じなければ2010年

までに、1990年の38％増のレベルにまで温室

効果ガスの排出量が増大するとしている。

オーストラリアはUNFCCCと京都議定書

（未批准であるが）の枠組みに沿い、2008年か

ら2012年までに、1990年の108％のレベルにま

で温室効果ガス排出を抑制することを明言し

ている。つまり、輸送機関だけを見ても、そ

の温室効果ガス排出量を30％（（輸送機関から

の排出量38％の増）－（京都議定書で容認さ

れる８％の増））削減しなくてはならないとい

うことである。したがって、AGOはじめ、オ

ーストラリア政府にとり、国全体の温室効果

ガス排出に与えるインパクトの大きさ、排出

量増加のスピードの速さ、削減量の大きさな

どの面からみて、輸送機関、特にそのうちの

およそ90％を占める自動車、トラック、バス

からの温室効果ガス排出への対応が急務とな

っているのである。

この事態を受け、政府も自動車産業におけ

る温室効果ガス削減へ向けいくつかの対策を

とっている。その皮切りとなったのが1997年

に発表された首相の、「未来へ向けて

（Safeguarding the Future）」と題された演説

で、その中には1999年時点でのよりよい環境

作りに向けた対応策が盛り込まれていた。そ

れに続き、AGOの持続可能な輸送機関検討委

員会（Sustainable Transport Group）、代替

燃料検討委員会（Renewable Transport

Fuels Working Group）が以下の対策を開始

した。

◆　代替プログラム（AFP: Alternative Fuels

Programs）

◆　自動車産業における環境戦略（ESMVI:

Emvironment Strategy for the Motor

Vehicle Industry）

◆　燃 料 消 費 ガ イ ド （ FCG: Fuel

Consumption Guide）

◆　燃 料 消 費 ラ ベ ル （ FCL: Fuel

Consumption Label）

以上の取り組みに関して（２）のAGOの

Annual Reportを基にした「オーストラリアの温

室効果ガス対応」のところで触れたが（③の

「Promoting Sustainable Energy」で、10）に

「Emvironment Strategy for the Motor Vehicle

Industry」について、11）に「Renewable

Transport Fuels Working Group」について、

12）に「Alternative Fuels Programs」について

の記述がある）、このうちの主要な対策について

より詳しく述べる。

①　代替燃料プログラム／Alternative Fuels

Programs（AFP）

AFPはAGOの自動車産業に向けた温室効果

ガス排出量削減へ向けた主要なプログラムで

あり、以下の３つのプログラムからなる。一

般市民にも利用可能な圧縮天然ガス基盤整備

を目指す、「 Compressed Natural Gas

Infrastructure Program（CNGIP）」、3.5トン

を越える商用車、バスの圧縮天然ガス車、液
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化石油ガス燃料車への買い換え、燃料装置の

性 能 を 支 援 す る 「 Alternative Fuels

Conversion Program（AFCP）」商用乗用車

の燃料費が削減されるよう、助成金を天然ガ

ス、液化石油ガス、エタノール、植物性燃料

（canola）の使用に支給する「Diesel and

Alternative Fuel Grants Scheme（DAFGS）」

である。

AFPの目的は、従来型の化石燃料から転換

し、特に「中型から大型自動車」の「圧縮天

然ガス（CNG）、液化石油ガス（LPG）の使用

量を増加させる」ことで温室効果ガス排出を

削減しようとするものである。オーストラリ

ア政府がCNGとLPGを推奨するのは、従来型

の燃料よりも温室効果ガス排出が少なく、燃

料費の大幅な削減も同時に達成できることが

実験でも証明されていること、水素燃料など

の代替エネルギーに比べて、温室効果ガス排

出の削減幅は少ないものの、費用が比較的か

からず、現段階の技術力で普及する現実的な

方法であると考えられていることなどがある。

それに加え、天然資源の豊富なオーストラ

リアでは、燃料としての原油の需要が減った

としても、CNGやLPGなどの代替燃料が新た

な燃料としての地位を確立すれば、原油の売

上減少分をカバーし、あるいはそれ以上に、

原油の大生産地である中東に代わり、燃料供

給者としてのポジションを高めることができ

る可能性があるといえる。

Alternative Fuels Programs下の３つのプ

ログラム、CNGIP、AFCP。DAGFSは相互に

依存関係にある。DAGFSは燃料の値段に主眼

が置かれ、CNGIPはインフラ整備の役目が、

そして、AFCPにより、従来型燃料から、

CNGやLPGといった燃料への転換の直接的働

きかけを行うのである。（それぞれのプログラ

ムの主な達成事項は上記のAGO 2001／2002

Annual Program20を参照されたい。）

②　自動車産業における環境戦略／

Environment Strategy for the Motor

Vehicle Industry（ESMVI）

ESAMVIはいくつかのプログラムによって

構成されている。AGO Annual Program

2001-2002にも記載されているものとしては、

自動車業界との協議により2010年時点での乗

用車の燃費削減目標を決定する「National

average fuel consumption target（NAFC）」、

インターネットを通し消費者に自動車の温室

効果ガス、窒素酸化物ガス排出に関する情報

を提供する「Greenhouse vehicle guide」があ

る。

その他のプログラムとしては、消費者への

情報提供プログラム「Consumer Information

Programs」、政府所有車両の燃料消費量を定

めた「Commonwealth Fleet Target」があり、

Consumer Information Programsは更に、「燃

料消費ラベルプログラム（Mandatory Fuel

Consumption Labelling）」と「燃料消費ガイ

ド（Fuel Consumption Guide）」に分かれて

いる。

National aveage fuel consumption target

（NAFC）では、首相の1997年に出された

Safeguarding the Futureの中で、「2010年ま

でに、乗用車の通常の燃料消費（business as

usual average fuel consumption）の15％程度

の向上が」目標として掲げられている。AGO

では自動車業界とのよりよい協議のため、

2010年のNAFCを想定した専門家による２つ

のシナリオの研究を行った。

この２つの研究は、ACILコンサルティング

によって行われ、オーストラリア自動車工業

会（the Federal Chamber of Automotive

Industries）をはじめとする各種利害関係者と

の包括的な協議も盛り込まれた。この研究に

はACILの見解が述べられており、必ずしも政

府、AGOの観点を示しているものではない。

ただ、政府と自動車業界の密接な対話が進め
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られることで、依然として検討中のNAFCが

業界、政府が一丸となって取組めるようなも

のにまとまる可能性が高まると思われる。

Consumer Infofmation Programsのうち、

Mandatory Fuel Consumption Labellingは、

新たに製造された総重量2.7トン以上の乗用車

に適用される。2001年はじめから適用される

このスキームでは、オーストラリアで販売さ

れる全ての乗用車のフロントガラスに燃料消

費量を明記したラベルをはらなければならな

い。ここで明記されるのは100キロメートル走

行するのに必要な燃料で、オーストラリア基

準で測定された値がリットル単位で表示され

る。またこのスキーム実行中に、「ラベルの消

費者に与える影響をまとめたステートメント

（The Regulation Impact Statement）」が発行

される。

オーストラリア政府によれば、この燃料消

費ラベルプログラムは、環境にやさしい製品

を消費者が好んで購入することに期待すると

いうよりは、燃料コスト削減を願う消費者が

低燃費の車を新規に購入することで、結果的

に温室効果ガス排出削減につながるものとし

ている。現在政府は、このラベルプログラム

の実行状況をふまえ、2003年１月から同じス

キームを、総重量3.5トンクラスの自動車にも

拡大しようと検討している。

Consumer Information Programのもう一

方、Fuel Consumption GuideはGreenhouse

vehile guideにも近い政策であるが、より長い

歴史がある。このガイドは1980年以降毎年刊

行され、オーストラリア基準に沿った信頼の

おける情報を提供している。情報は、新発売

の乗用車、四輪駆動車、商業用自動車の燃料

消費に関するもので、消費者にシートアレン

ジメント、エンジンサイズ、燃料システム、

ドライビングコンディションを考慮に入れた、

自動車の比較購買を可能にしている。

Commonwealth Fleet Targetでは、現在の

チャレンジングではあるが実現可能な目標値

の設定作業を行っており、2003年中にその値

が決定する予定である。目標値は、政府所有

の車両からの温室効果ガス、窒素酸化物の排

出削減を達成し、政府の温室効果ガス、環境へ

の貢献をアピールすることが望まれている７）。
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７）本稿については、2001～‘02年、オーストラリアに１年間留学された内田悟史氏（早稲田大学政治経済学部における
私の演習第28期卒業生）より資料提供及び、下訳の協力を受けた。ここに記して感謝の意を表したい。筆者自身につ
いては、昭和57年の春と夏の２回にわたる現地実態調査結果をふまえて書かれている。
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