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気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書（以下｢京都議定

書｣と言う。）は、1997年12月に京都で開催された気候変動に関する

国際連合枠組条約（以下｢枠組条約｣と言う。）の第3回締約国会議

（COP3）において採択された。その後、温室効果ガスの最大の排出

国の米国に成立したブッシュ政権は、この議定書を批准しない旨宣

言したので、京都議定書が発効するかが長く注目されていた。しか

し、ロシアが2004年11月に批准したので、同議定書の発効要件が満

たされ、2005年2月16日に同議定書が発効した。同議定書を批准した

先進諸国に2008年から2012年までの第1約束期間に温室効果ガスの排

出を削減する国際的義務が生じた。これで枠組条約の目指す温室効

果ガスの排出削減、更には大気中の濃度の安定化への具体的取組み

が始まったと評価されるが、この京都議定書の実効性が担保される

状況に至る道のりはまだ遠い。本稿では、京都議定書の目的とする

温室効果ガスの排出削減のために、日本に残された法的な課題につ

いて検討する。特に、排出削減の政策手段として、環境税、排出権

取引等の既存の環境対策への導入等の対応を検討したい。
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気候変動問題への取組みの背景

最初に、気候変動（Climate Change）あるいは地球温暖化（Global

Warming）と言われる現象についてのこれまでの取組みについて簡単

に振り返りたい。この現象は、産業革命以降の人間活動の拡大に伴

い、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出が増え、その大気中の濃度

が増加する結果、地表の温度が上昇し、海水の膨張や海氷の溶解等

で水面が上昇して低地が沈み、熱帯性の疾病が拡大する等の地球全

般にわたる広範な環境変化（多くは負の）をもたらすとされる。自

然界での温室効果ガスの排出・吸収は、その主体を占める二酸化炭

素が呼吸作用で排出されても炭酸同化作用により吸収される例のよ

うに、安定的な均衡状態にあるとされ、地球温暖化の原因は、人為

的な温室効果ガスの排出と大気中の濃度の上昇にあるされる。二酸

化炭素の温室効果は1896年にスェーデンの科学者アレニウスにより

初めて、指摘されたとされる。しかし、組織的な国際的な科学研究

の取組みは、1988年に世界気象機構（World Meteorological

Organisation; WMO）と国連環境計画（United Nations Environment

Programme; UNEP）の共同の傘下での、気候変動に関する政府間パネ

ル（Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC）の評価活動に始

まる。この評価活動は、気候変動に関する様々な科学的知見を、現

在時点で評価が定まっているもの、大多数の知見が合意しているも

の、知見が確立していないもの等に評価するものであって、これ自

体が共同で調査、研究を実施するものではない（もとよりこの評価

活動を通じてそのような調査・研究が生まれうるが、それはIPCCの

活動の埒外である。例外としては、評価・分析の共通の前提となる

シナリオ作成に関わる作業では、モデル構築等が行なわれた。）。

IPCCの活動は、評価報告書ごとに組織変更はあるものの、概ね、第1

作業部会（気候変動の科学的分析）、第2作業部会（気候変動の影響）
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及び第3作業部会（気候変動に対する施策）に分かれて行なわれてい

る。IPCCの評価報告書は、すでに3回作成され、最近のものは、2001

年9月作成の第3次報告書である1。現在、2007年末を目途とする第4次

評価報告書の作成が進められている。これまでの評価報告書では、

1750年以降の大気中の二酸化炭素の濃度が31％上昇する等の温室効

果ガスの濃度の上昇、20世紀中の気温上昇が0.6±0.2℃である等地上

気温の上昇傾向、雪氷面積の減少（1960年代で10％）、地球の平均海

面推移の上昇（20世紀中で0.5～0.2m）等の現象を指摘し、地球の平

均地上気温は1990年から2100年までの間に1.4～5.8℃上昇すると予測

する等の内容となっている。ただし、気候変動の仕組みが完全に解

明されたわけではなく、又、その地域的影響等の予測の不確実性等

も指摘されている。例えば､温室効果ガスの温暖化への寄与について

は､炭酸ガスの影響が大きいが､その寄与度は地域により差がある。

又、気候変動に対する施策（対応）（Responses）としては、気候変動

を抑制する緩和策（Mit iga t ion）と気候変動に適応する適応策

（Adaptation）とが検討されている。

筆者は、このIPCCの作業の初期、すなわち第1次報告書の作成及び

第2次報告書の作成準備段階に関わったが、その体験を元に言えば、

第1作業部会は、WMO関係の気候や気象問題の専門家集団で、気候

変動の科学的分析に以前から携わっていたために、研究の体制等極

めてしっかりしていると見えた。これに対して、第2作業部会、第3

作業部会に関わる科学者の専門領域は多岐に渉り、極端に言えば、

それぞれの学問領域での言語、用語概念の差異があり、特に初期に
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1 IPCC第三次評価報告書（IPCC Third Assessment Report - Climate Change 2001）に

ついては、英文報告書とその大半の和訳は、それぞれIPCC（http://www.ipcc.ch/）

及び（財）地球産業文化研究所（http://www.gispri.or.jp/kankyo/ipcc/ipccreport.html）

のホームページで閲覧可能である。



は作業部会間の意思疎通の問題も大きかったと思われる。例えば、

社会科学者（第3作業部会に多い）の間では取り扱う時間軸の長さは

10年でも長期であるのに対して、気候関係の自然科学者の間では、

何万年に渉る問題を扱うのが当然のようで、諸科学の知見を組み込

んだモデル構築（例えば、将来のシナリオ作成のための経済行動等

の人間行動の気候システムへの影響を何世紀にも渉り予測するモデ

ルの構築）は大変な作業であったと思われる。又、地球全体の状況

の大まかな予測（例えば第1作業部会による温度変化の動向の予測分

布）が出来ても、具体的な地点や地域に関する予測（例えば、第2作

業部会による地域別の影響予測）が直ちに可能になるわけではない。

このような制約の理解は、諸科学間の連携を深める上では不可避で

あると考える。又、このような状況であるので、気候変動に関する

科学的理解について、解明が進む反面、未解明の部分がまだ残され

ていることもやむをえない。

枠組条約の成立と締約国の義務

このような科学的取組みの進展と平行して政策的な取組みも進め

られた。特に、IPCC第1次評価報告書が採択された1990年8月以降そ

の取組みは進展を見せ、1992年5月に枠組条約条文がニューヨークの

国連本部で採択され、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開かれた

環境と発展に関する国連会議（UNCED）の際、同年6月4日から14日

まで（UNCED終了後は、同20日から1993年6月19日までニューヨー

クの国連本部で）署名のために開放された。枠組条約は、日本が

1993年5月に批准し、1994年3月21日に発効し、現在188カ国と欧州経

済共同体（EEC）が締約国となっている2。この条約の内容はすでに
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ので、本稿では、EUの表記を用いることもある。



多くの文献等で詳しく説明されているが、概要は以下の通りである。

な お 、 条 文 の 和 文 は 、 環 境 省 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.env.go.jp/earth/cop3/kaigi/jouyaku.html）に掲載のものに拠

るが、読み易さのために一部変えている。

（ 1）｢究極の目的｣としては｢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｣を挙げる（第2条）。

（ 2）指針となるべき諸原則を要約すれば以下のように規定している

（第3条）。

①　締約国は衡平の原則に基づきつつ、それぞれ共通にして、差

異のある責任及び各国の能力に従い、人類の現在及び将釆の

世代のために気候系を保護する責務を負い、特に先進締約国

は、率先して気候変動及びその悪影響に対処する責務を負う。

②　発展途上締約国（特に気候変動の悪影響を著しく受け易いも

の）やこの条約により過重又は異常な負担を負う締約国（特

に発展途上締約国）の個別の必要性や特別な事情に十分考慮

する。

③　締約国は気候変動の原因の予測、防止又は最小限化する予防

措置と気候変動や悪影響緩和措置の実施の責務を負う。深刻

な又は回復不可能な損害のおそれがある場合は、科学的確実

性の不十分さを根拠に予防措置を延期しない。

④　締約国に持続可能な発展を促進する権利及び責務がある。気

候変動への対処措置に経済発展が不可欠であることを考慮し、

人為的変化からの気候系保護の政策及び措置を各締約国の個

別の事情に適合させ、各国の発展計画に組入れる。

⑤　締約国は、全ての締約国（特に発展途上締約国）で持続可能

な経済成長及び発展を通じ、締約国が気候変動の問題への一

（5）京都議定書発効と日本の課題



層の対処を可能にさせる協力的かつ開放的な国際経済体制の

確立に向けて協力する。気候変動への対処措置（一方的なも

のを含む。）を国際貿易上の恣意的若しくは不当な差別の手段

又は偽装した制限にしない。

これらの原則の内、｢それぞれ共通にして、差異のある責任｣

とあるのは、先進国と発展途上国の間で、温暖化についての責

任の所在について、意見対立があり、先進国側と途上国の間で

の責任に差異があることを認めつつ、温暖化の悪影響は途上国

により大きいというIPCC報告書の指摘を反映したものである。

その他、科学的不確実性が残る中でも対応を先延ばししないと

の了解、温暖化対策に名を借りた保護貿易への懸念への配慮を

示したものである。

（ 3）以上の原則に基づき、締約国全ては、｢共通にして、差異のあ

る責任、各国及び地域に特有の発展の優先順位、目的及び事情

を考慮し｣、以下の義務を負う（第4条第1項）。

①　温室効果ガス（オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオ

ゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（モン

トリオール議定書）によって規制されているフロン類も温室

効果ガスであるが、すでに使用・生産廃止に取り組まれてい

るために除かれる。以下同じ。）について、自国の発生源別の

人為的な排出（上記のように枠組条約及び京都議定書で対象

とするのは｢人為的｣排出であるので､以下単に｢排出｣というの

は人為的なものを指す。）及び吸収源別の除去に関する目録の

作成、定期的な更新、公表、締約国会議（これは第7条によっ

て規定される本条約の最高機関である）への提供

②　温室効果ガスの発生源別の排出及び吸収源別の除去を対象と
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する気候変動の緩和措置や気候変動への適切な適応を容易化

する措置を含む自国の（適当な場合には地域の）計画の作成、

実施、公表及び定期的な更新

③　エネルギー、運輸、工業、農業、林業、廃棄物の処理等全て

の関連部門における温室効果ガスの排出の抑制・削減又は防

止の技術、慣行及び方法の開発、利用及び普及（移転を含む。）

の促進や協力

④　バイオマス、森林、海その他陸上、沿岸や海洋の生態系等の

全温室効果ガスの吸収源や貯蔵の持続可能な管理の促進や適

当な場合には保全や強化の促進や協力

⑤　気候変動の影響への適応の準備の協力。沿岸地域の管理、水

資源及び農業、更に干ばつや砂漠化、又洪水により影響を受

けた、特にアフリカの、地域の保護及び回復のための適当に

して総合的な計画の作成

⑥　自国の、関連する社会、経済及び環境に関する政策や措置へ

の可能な範囲内での気候変動に関する考慮の反映。自国の気

候変動の緩和や適応の事業や措置の経済、公衆衛生及び環境

への悪影響を最小化するため、全国的に立案・実施される、

例えば影響評価、のような適当な方法の採用

⑦　気候変動の原因、影響、規模及び時期や種々の対応戦略の経

済的及び社会的影響の理解の増進や残存する不確実性の減少

又は除去を目的とする気候系関連の科学的、技術的、経済的

及び法律的情報の、十分、開かれ、かつ、迅速な交換の促進

や協力社会経済的等の研究 、組織的観測や資料の管理の整備

の促進や協力

⑧　気候系・気候変動や種々の対応戦略の経済的及び社会的影響

に関する科学的、技術的、社会経済的及び法律的情報の、十

分、開かれ、かつ、迅速な交換の促進や協力
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⑨　気候変動に関する教育、訓練及び啓発の促進や協力や非政府

組織の参加を含む広範な参加の奨励

⑩　実施に関する情報の締約国会議への送付

すなわち、先進国、途上国を問わず、温室効果ガスの排出・

吸収等のデータ・ベースである目録の作成、対応の政策・措置、

対応の技術・計画等の立案、実施あるいは普及、対応策等の社

会経済計画への反映、これらに関連する科学的（社会科学も含

む）研究、教育・啓蒙、これらの国際協力等は共通の責務とし

ている。

（ 4）附属書Ⅰの締約国（筆者注：これは、経済協力開発機構

（OECD）加盟国である先進国及び「市場経済への移行の過程に

ある国」と呼ばれる旧ソ連圏諸国を含む。以下、本稿の解説で

は、｢先進国｣という。）は、更に以下の約束が課される（第4条

第2項）。

①　温室効果ガスの排出の抑制、吸収源・貯蔵の保護・強化によ

る気候変動緩和のため政策を自国で採用し、それに見合う措

置を実施する。これらの政策や措置により、長期的な温室効

果ガスの排出の傾向をこの条約の目的に即して修正しようと

先進国が率先して取組むことを示し、二酸化炭素その他の温

室効果ガスの排出量を1990年代末までに従前の水準に戻すこ

とは、このような修正への寄与と認識される。また、附属書I

の締約国の出発点、対処の方法、経済構造及び資源的基盤の

それぞれの違い、強力かつ持続可能な経済成長の維持の必要

性、利用可能な技術その他の個別の事情やこの条約の目的の

ための世界的な努力に対するこれらの各締約国による衡平か

つ適当な貢献の必要性を考慮する。これらの政策及び措置を
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他の締約国と共同で実施し、他の締約国によるこの条約の目

的達成への貢献に対して当該他の締約国を支援できる。

②　本条約が自国に発効した後6ヶ月以内（その後は定期的）に上

記の政策や措置、更にはこれらの結果予測される1990年代末

までの期間について二酸化炭素その他の温室効果ガスの発生

源による排出や吸収源による除去に関する詳細な情報を締約

国会議に送付する。その送付は、二酸化炭素その他の温室効

果ガスの排出量を個別に又は共同して1990年の水準に戻す目

的で行われ、締約国会議は、第1回会合において（その後は定

期的に）、当該情報を検討する。

③　上記の温室効果ガスの発生源による排出量や吸収源による除

去量の算定には、入手可能な最良の科学的知識（吸収源の実

効的な能力やそれぞれの温室効果ガスの気候変動への影響の

度合に関するものを含む。）を考慮する。締約国会議は、この

算定方法を、第1回会合において検討及び合意し、その後は定

期的に検討する。

④　締約国会議第1回会合での上記①及び②の規定の妥当性を検討

する。その検討には、気候変動やその影轡に関する入手可能

な最良の科学的情報や評価更には関連する技術的、社会的、

経済的情報を参照する。締約国会議は、この検討に基づき適

当な措置（上記①及び②に定める約束に関する改正案の採択

を含む。）をとる。締約国会議は、また、第1回会合において、

① に規定する共同実施のための基準に関し決定する。上記①

及び②の規定に関する2回目の検討は、1998年12月31日以前に

行い、その後は締約国会議が決定する一定の間隔で、この条

約の目的が達成されるまで行う。

⑤　附属書Iの締約国は、更に、適当な場合には、本条約の目的達

成に開発された経済的、行政的手段を他の附属書Iの締約国と
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調整し、温室効果ガスの排出の水準を一層高めるような活動

を助長する自国の政策や慣行を特定し、定期的に検討する。

⑥　締約国会議は、関係締約国の承認を得て附属書I及び附属書II

の一覧表の適当な改正を決定するために、1998年12月31日以

前に、入手可能な情報について検討する。

⑦ 附属書Iの締約国以外の締約国も寄託者（第19条により国連事

務総長とされる）に自国が①及び②）の規定に拘束される意図

を通告できる。寄託者は、他の署名国及び締約国に対してその

通告を通報する（ｇ号）。

このように、旧ソ連圏を含む先進国は、更に、具体的な温室

効果ガスの排出削減等の政策を実施し、締約国会議に報告する

等の義務が課された。ここでは、具体的な排出削減目標は設定

されなかったが、先進国が1990年代末までに1990年の温室効果

ガスの排出水準まで引き下げることが期待されている。更に、

①で「締約国の出発点、対処の方法、経済構造及び資源的基盤

のそれぞれの違い、強力かつ持続可能な経済成長の維持の必要

性、利用可能な技術その他の個別の事情やこの条約の目的のた

めの世界的な努力に対するこれらの各締約国による衡平かつ適

当な貢献の必要性」が考慮されるのは、例えば、米国ではガソ

リンへの課税がほとんど行われず、その石油消費が人口や経済

規模を考えても過大であるように、先進諸国の中でもこれまで

の気候温暖化防止に向けた努力や成果に差があるとの交渉中の

指摘を踏まえたものである。また、共同実施等への言及は他国

での排出削減が費用効果的である等の場合にはそれを正当化す

べきであるとの主張を反映したものである。ただし、この共同

実施が実質的に責任逃れになるとの懸念も表明されたために、

締約国会議での基準策定等が盛り込まれている。
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（ 5）附属書Ⅱの締約国（筆者注：｢市場経済への移行の過程にある

国｣を除く附属書Ⅰの締約国をいい、すなわちOECD加盟国であ

る。）は更に以下のような約束を負う（第4条第3項から5項）。

①　発展途上締約国が締約国会議への情報提供義務（第12条第1項

の規定に基づく）の履行に負担する費用に充てるため、新規、

かつ、追加的な資金を供与する。また、発展途上締約国が第4

条第1項の規定の下で、先進国と共通に負う措置のため、国際

的組織による資金供与（第11条に規定）の原資を新規、かつ、

追加的な資金（技術移転のためのものを含む。）として供与す

る。これらの約束履行に当たり、資金の流れの妥当性や予測

可能性の必要性や先進締約国間の適当な責任分担の重要性を

考慮する。

②　気候変動の悪影響を特に受けやすい発展途上締約国のそのよ

うな悪影響への適応費用の負担につき当該発展途上締約国を

支援する。

③　他の締約国（特に発展途上締約国）がこの条約を実施できる

よう、適当な場合には、これらの他の締約国に対する環境上

適正な技術やノウハウの移転又は取得の機会の提供の促進、

容易化、資金供与に実施可能な全ての措置をとる。この場合、

先進締約国は、発展途上締約国の固有能力や技術の発展や向

上を支援する。技術の移転を容易化の支援は、その他の締約

国及び機関によっても行われ得る。

OECD諸国はこのように、自ら温室効果ガスの排出抑制等に努

めるほか、途上国を支援する責務を負っている。

枠組条約はさらに､締約国による｢研究及び組織的観測｣（第5条）、

｢教育､訓練及び啓発｣（第6条）等の実施や協力を定め､前述のように
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締約国会議､事務局､その他の条約実施のための組織､紛争処理､発効

手続き等を定めているが､本稿では､立ち入らない。ただし､第17条で

締約国による議定書の採択を認めている。これは､本条約は気候変動

に対する取組みの大枠を定めたので､具体的な温室効果ガスの排出削

減の義務等を議定書に委ねる趣旨である。このような枠組条約と議

定書という組み合わせは､気候変動問題と同様の地球環境問題､すな

わち､地球上に原因が広く存在し､またその影響も地球全体に及ぶと

される環境問題､の中では､すでにオゾン層保護の問題に関連して､

｢オゾン層の保護のためのウィーン条約｣（ウィーン条約）及び｢オゾ

ン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書｣（モントリオー

ル議定書）の先例がある。

京都議定書と締約国の義務

京都議定書は､このように枠組条約での約束をさらに具体化する､

特に温室効果ガスの排出抑制について締約国に法的義務付けを行わ

せる議定書として､上述のように､1997年12月に京都で開催された第3

回の締約国会議（COP3）で採択された。本議定書では､温室効果ガ

スの排出削減については､以下のように規定した。

（ 1）対象となる温室効果ガスは､二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、

亜酸化窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パー

フルオロカーボン（PFCs）及び六弗化硫黄（SF6）とする（附

属書A、第3条第1項）。

（ 2）枠組条約附属書Iの締約国は、これらの国全体の上記温室効果ガ

スの排出量が2010年から2012年までの約束期間（同条第7項に

より､これを｢第1約束期間｣という）に1990年に比べて少なくと

も5％減るよう、個別に又は共同して､附属書Bに従い､排出量を
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抑制又は削減する（同条第1項）。厳密に言えば､条約附属書Iの

締約国には同条約4条2項g号で通知した国も含むのでモナコや

リヒテンシュタインが含まれる（以下同じ。）一方、トルコは

排出抑制の約束をしなかった。しかし、排出量の上では大きな

問題ではない。この附属書Bにおいて、EU諸国は1990年比8％､

米国は同7％､日本は同6％の削減を行う一方､アイスランドは

10％､オーストラリアは8％､ノルウェーは1％それぞれ増加が許

され､ロシアやウクライナは0％（つまり、横ばい）となる等､

国別に差がある。

（ 3）前記の排出削減に関連しては土地利用の変化､新規植林･再植林

等の人為的な林業活動による純吸収減の算入を透明、かつ、検

証可能な報告を条件に認める（同第3･4項）。この吸収源につい

ては約束遵守の抜け道となることを防ぐために、国別の上限を

設定し、2001年11月のマラケシュでの第7回締約国会議の会合

（COP-7）で日本は1300万炭素トン、基準年排出量の3.9％分を

正式に確保することが認められた。

（ 4）市場経済への移行の過程にある国に対しては基準年､期間につ

いては､1990年以外の設定や（同第5項）、約束履行について弾

力的取り扱い（同第6項）を認める。

（ 5）HFCs、PFCs及びSF6に係る基準年を1995年とすることができる

（同第8項）。日本は､これによりこれら代替フロン3ガスの排出

の基準年を1995年とした。

以上の温室効果ガスの排出削減は､原則として､自国において実施

するものであるが､以下の場合には､他国との協力が認められる。

（ 1）第3条第1項で｢共同して｣排出の特性､削減をする場合は､それら

の国の排出割当量を超えない限り､国別の割当の変更が認めら

れ（第4条。これを｢共同達成｣（いわゆる「バブル」）という。）、
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EUは､この規定に従い､EU全体の排出枠を維持しながら国別削

減割り当てを変更している。この結果､例えば､ルクセンブルグ

が28％､ドイツとデンマークが21％､オーストリアが13％､イギ

リスが12.5％と削減幅が拡大する一方､ポルトガル27％、ギリシ

ャ25％､スペイン15％､アイルランド13％、スウェーデン4％と

それぞれ1990年を上回る水準が認められている。

（ 2）｢共同実施｣といわれるもので､附属書Iの締約国同士で、補完的

措置として､温室効果ガスの排出削減又は吸収強化の事業を行

い､その結果生じた排出削減原単位を移転又は取得することが

できる（第6条）。このためには実施上の指針が締約国会議で決

定されることが予定され（同第2項）､マラケシュでの会合

（COP-7）で作成された。この際、原子力発電により生じた排出

削減原単位を利用することは差し控える旨合意された。

（ 3）｢排出権取引｣といわれるもので､附属書Bの国が排出削減約束達

成のために､｢国内の行動に対して補足的なもの｣として､認めら

れ（第17条）、締約国会議により原則､方法､指針等が定められ

ることとされ､上記同様､マラケシュ会合で合意された。

（ 4）和訳文では｢低排出型の開発の制度｣､原文では､“C l e a n

Development Mechanism”（CDM）と呼ばれる制度であり､附属

書Iの締約国以外の国（韓国、メキシコ等のOECD加盟国も含ま

れるが、ほぼ発展途上国と考えてよい）が持続可能な発展と枠

組条約の目的達成に貢献することを支援し、同時に附属書Iの締

約国が排出削減約束を遵守しやすくすることを目的とする（第

12条）。要するに､先進国が途上国に協力して、エネルギー使用

効率化等の事業で排出を削減すれば、その成果の一部を排出削

減原単位として取得できる。この場合、途上国は温室効果ガス

の排出の抑制・削減義務を負わないので、先進国が関与した途

上国における排出削減が本来生じうるものに追加的に生じたも
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のであるか等検証が必要である。これについては、特に､第1回

締約国会議で事業活動の検査･検証が独立に行われること等の

透明性､効率性､責任確保を目的とする方法や手続きの決定が予

定される等の条件が明示されていたが、更に詳細な具体的手順

がマラケシュ会合で合意された。この際、共同実施の場合と同

様、原子力発電により生じた排出削減原単位を利用することは

差し控える旨合意された。

上記の諸措置の内、特に、（2）から（4）に掲げるものについては、

京都措置（Kyoto Mechanisms）又は柔軟性措置（ Flexibility

Mechanisms）と呼ばれ、先進国が排出削減の約束を遵守する上でそ

の負担を軽減する機能がある。すなわち、国内では費用が高い排出

削減も他国では低い費用で出来る場合、他国での排出削減を実行す

ることが資源配分上も合理的である。更に、気候変動のような地球

環境問題では、温室効果ガスの削減をどこで行っても効果は同じで

ある。日本については、これまでのエネルギー使用の合理化の進展

等から、追加的な温室効果ガスの削減費用は相対的に高いと考えら

れ、IPCC第3作業部会の報告書が引用する計量モデル予測比較におい

ても、これを示唆する結果が多い3。これらの措置については、先進

国（特に米国）の経済学者が経済合理性を主張し、それらの政府も

強く支持してきた。欧州の大陸諸国や途上国は、先進国の約束遵守

の抜け道となるとの警戒感を強く示した。結局、議定書上、自国で

の対策に対する補足性が明示されるとともに、マラケシュまでの締

約国会議で、原則や指針等が議論された。

（15）京都議定書発効と日本の課題
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更に、京都議定書における温室効果ガスの排出削減の約束を遵守

させることを担保するために、約束違反、すなわち不遵守への措置

については、第1回の締約国会議で必要な手続や制度を承認すること

とされた（第18条）。但し、拘束力のある措置を伴うものは本議定書

の改正で採択される。これについてもマラケシュの合意で遵守委員

会の設置等の手続とともに、第2約束期間の排出割当量から過剰排出

トン（温室効果ガスについては、二酸化炭素に換算されたトン（t-C）

で表示される（議定書第3条第1項））数の1.3倍の削減が決められた4。

本議定書ではこの他、枠組条約の最高機関である締約国会議が議

定書締約国の会合としての役割を果たす（第13条第1項）等の規定が

おかれているが、本稿においては、以下に述べる議定書の発効に関

する部分を除き、取り上げない。

京都議定書の批准問題

前述のように2000年の米国大統領選挙によって当選したブッシュ

大統領が就任早々、京都議定書を批准しない意向を明確に打ち出し

たため、この議定書の発効が懸念されるに至った。

議定書は、1998年3月16日から1999年3月15日までニューヨークの

国連本部で署名のために開放され、その後加入のために開放され

（第24条第1項）、又、発効は締約国による批准書、受託書、承認書又

は加入書の寄託が以下の条件を満たしてから90日目とされた（第25

（16）

4 二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量は、京都議定書では二酸化炭素換

算トン（t- CO2）で表示しているが、炭素換算トン（t-C）で表示する文書や

統計もある。



条第1項）。

①　55以上の枠組条約の締約国によること

②　附属書Iの締約国の1990年の二酸化炭素の総排出量の55％以

上を占める締約国が含まれること

上記の内、問題となるのは②の条件、すなわち先進国の排出量の

55％以上を占める先進国の批准等の要件であった。先進国の排出量

の36.1％を占める米国の不参加は、これを満たす上で大きな障害と考

えられた。しかし、EU諸国が2002年5月31日に批准、日本も同6月4日

に受託する等により、2004年初めには、この比率は44.1％にまで高ま

った。残った先進国で、発効に必要な差を埋めるのは、ロシア（排

出量の比率が17.4％）のみとなり、その動向が注目を集めた5。結局、

ロシアは2004年11月18日に批准書を寄託し、先進国の排出量の61.6％

を占める先進国の参加が確保され、2005年2月16日に議定書が発効し

た。

米国が批准しなかった理由としては、以下の3点が挙げられる。

①　気候温暖化の因果関係、影響や対策の効果等についての科

学的解明が不十分で不確実性が残っていること

②　発展途上国ガは支出抑制や削減になんらの数量的な約束を

負わないこと

③　米国の負う、温室効果ガスの排出抑制や削減の約束は、大

きな経済的負担を伴うこと

（17）京都議定書発効と日本の課題
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これらの理由については、先進国、途上国を問わず、多くの国か

ら批判されたが、根拠がないわけではない。まず、科学的な解明が

残されている問題も多く、気候変動を巡る因果関係、影響、対策に

関する科学的な知見には不確実性が多いのはIPCC報告書自体が認め

ている。枠組条約が究極の目標として安定させるべき、｢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、大気中の温室効果

ガスの 濃度の水準」についての科学的合意はまだない。温暖化の進

展している兆候があり、取り返しのつかない結果を生じる前に、「温

室効果ガスの排出」を抑えるにしては京都議定書の約束は、ささや

かな努力でしかない。又、途上国も排出抑制の負担を負うべきであ

るとの議論では、気候変動の悪影響を大きく受けるのは先進国より

も途上国であることは、累次のIPCC報告書が指摘する。温室効果ガ

スの排出総量における先進国の比重は排出の伸びの鈍化と将来の削

減により一層の低下が予想される一方、排出量が増加している途上

国の比重は一層の上昇の趨勢にある。更に、温室効果ガスの排出削

減が経済的に負担をもたらすとの指摘については、石油危機の経験

が参考になる6。米国では第一次石油危機の起きた1973年の二酸化炭

素の排出量は、1288百万炭素換算トン（Mt-C）で、これが1975年に

は1214 Mt-Cへと5.7％減った。その後、1978年には1361 Mt-Cにまで

増え、1982年には1210Mt-Cへと11.1％（1973年からは6.1％）減った。

しかし、その後は、増勢に転じている。日本の場合は、1973年から

1975年にかけて245 Mt-Cから234 Mt-Cへと4.5％減り、1979年に252

Mt-Cに達した後、再び1983年に237Mt-Cへと6％（1973年からは3.3％）

下がった後に、上昇傾向に転じている。すなわち、原油価格が4倍増

になった、石油危機の場合でも10年間の二酸化炭素の排出の削減は、
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それほど大きくなく、持続したわけでもない､と言うのが歴史的経験

である。京都議定書の下での排出削減量は、大気中の濃度の削減と

言う枠組条約の究極の目標から見ればささやかなものに過ぎないが、

経済的負担を伴わないように行うには大幅な技術進歩等なしには困

難と言う見方が的外れとは言い難い。結局このような重みのある約

束を伴う議定書の各国による受託は、結局各国の主権に委ねられる

ので、米国の判断が法律的に不当であるとはいえない。もっとも、

上述の議定書で途上国が温室効果ガスの排出削減義務を負わないこ

とは、｢共通にして、差異のある責任、各国及び地域に特有の発展の

優先順位、目的及び事情を考慮し｣、他の先進国がまず率先して排出

を削減するとした結果である（議定書第10条第1項参照）。前述した

IPCC報告書で引用している経済モデルの試算では､米国以上に欧州や

日本の負担が大きいことが示唆されるが､それを受け入れるかは各国

の決断の問題ではある。他方、このような重みのある約束を伴う議

定書を受け入れる以上、国内措置もしっかりした対応が必要である

ということになる。

しかし、最大の温室効果ガスの排出国である米国がその排出削減

義務を負わないので、地球温暖化の影響緩和という国際公共財とし

ての京都議定書の下での取組みの効果をかなり制約し、安定性も損

なうものとなることは否めない。

国内的な対応

日本での気候変動問題に対する国内的取組みとしては、まず､IPCC

第一次評価報告が作成された後､1990年10月に「地球環境保全に関す

る関係閣僚会議」で二酸化炭素の排出量を2000年以降1990年レベル

で安定化すること等を目標とする「地球温暖化防止行動計画」を策
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定し、各種の対策を講じてきた。この目標値は、気候変動枠組条約

においても言及されているが、2000年にはこれは達成されなかった。

更に､1997年12月の京都議定書の採択を受けて、1998年6月に、政府

の地球温暖化対策推進本部が、2010年に向けて緊急に推進すべき地

球温暖化対策をとりまとめた「地球温暖化対策推進大綱」を決定し

た。また、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣（平成10年法律第

117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。）の制定及びそれに

基づく基本方針の策定等を通じて、我が国における温暖化防止対策

推進の基礎的な枠組みを構築するとともに、｢エネルギーの使用の合

理化に関する法律｣（昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」

という。）の改正等の各種の国内対策を実施した。しかし、温室効果

ガスの排出が依然増加し､又､京都議定書締結への国会承認を控え､

2002年3月19日に地球温暖化対策推進本部は、｢京都議定書の6％削減

約束の達成に向けた具体的裏付けのある対策の全体像を示すととも

に、温室効果ガスの種類その他の区分ごとに目標並びに対策及びそ

の実施スケジュールを記述することとし、併せて個々の対策につい

ての我が国全体における導入目標量、排出削減見込み量及び対策を

推進するための施策を定め｣るため、「地球温暖化対策推進大綱」の

見直しを策定した。これとともに､内閣は､京都議定書目標達成計画

（基本方針に代わる）の策定、計画の実施の推進に必要な体制の整備

（例えば､内閣総理大臣を本部長とし､内閣官房長官､環境大臣及び経

済産業大臣を副本部長とする地球温暖化対策推進本部の設置が法定

された（第10条））、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策等を

内容とする地球温暖化対策推進法改正案を国会に提出し､5月31日国

会可決､6月7日に公布された。ただし､これらの改正の内、｢国民の取

組を強化するための措置の拡充｣としての地球温暖化防止活動推進員

の活動への｢地球温暖化対策診断｣の追加等は交付と同時に施行され

たが、大部分を占めるその他の改正事項は､京都議定書の発効日まで
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施行が延期された（改正法附則）。更に､京都議定書の発効を受けて､

2005年4月28日の閣議において、地球温暖化対策推進大綱を引き継ぐ

ものとして、地球温暖化対策推進本部作成の案を受けて、京都議定

書目標達成計画が決定された。又、これに先立ち、地球温暖化対策

推進本部の所掌事務の追加、温室効果ガスを一定量以上排出する者

への温室効果ガスの排出量の算定・国への報告の義務付け、国によ

る報告データの集計・公表制度の導入等を内容とする地球温暖化対

策推進法改正案が3月15日に閣議決定され、第162回通常国会に提

出・可決され、6月17日に公布されたが、施行は2006年4月1日からと

されている。

そこで、まず、2006年4月から施行の改正部分も含めて、地球温暖

化対策推進法の内容を枠組条約や京都議定書との関連で見てみたい。

（ 1）｢目的｣として、｢地球温暖化対策の推進を図りもって現在及び

将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人

類の福祉に貢献すること｣を挙げ（第1条）、改正により京都議

定書への言及に変化があり、温室効果ガスの排出抑制等の促進

の措置を講じる点が明確化されてきた。

（ 2）｢定義｣規定（第2条）では、｢地球温暖化｣、｢温室効果ガス｣等

の内容は枠組条約や京都議定書と整合的なものとなっている。

（ 3）｢国の責務｣としては、大気中の温室効果ガスの濃度変化の状況

並びに気候変動及び生態系の状況の観測及び監視とともに総合

的かつ計画的な地球温暖化対策の実施、温室効果ガスの排出の

抑制等のための施策の推進とともに関係する施策面での温室効

果ガスの排出抑制等への配意、国自らの事務・事業に関する温

室効果ガスの排出の抑制等の措置（2005年改正で、｢排出量の

削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置｣と具体化）
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とともに地方公共団体の温室効果ガスの排出の抑制等のための

施策への支援、事業者・国民・民間団体等の温室効果ガスの排

出の抑制等に関する活動への技術的助言等、地球温暖化とその

影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の抑制等の技術

に関する調査等の地球温暖化対策策定に必要な調査の実施、地

球温暖化に関する国際協力が挙げられている（第3条）。

（ 4）｢地方公共団体の責務｣としては、区域の自然的社会的条件に応

じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策の推進、地方公

共団体自らの事務・事業に関する温室効果ガスの排出の抑制等

の措置（2005年改正で、上記同様、｢排出量の削減並びに吸収

作用の保全及び強化のための措置｣と具体化）とともに区域の

事業者・住民の室効果ガスの排出の抑制等に関する活動の促進

のための区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出

の抑制等のための施策の情報提供等が挙げられている（第4

条）。

（ 5）｢事業者の責務｣としては、事業活動に関する温室効果ガスの排

出の抑制等の措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄

与するための措置を含む。）とともに国及び地方公共団体の実

施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策への協力が挙

げられる（第5条）。

（ 6）｢国民の責務｣としては、日常生活の関する陰湿効果ガスの排出

の抑制等の措置とともに国及び地方公共団体の実施する温室効

果ガスの排出の抑制等のための施策への協力が挙げられる（第

6条）。

（ 7）｢温室効果ガスの排出量等の算定等｣として、京都議定書による

年次目録作成のための国による毎年の温室効果ガスの排出量及

び吸収量の算定及び公表が2002年改正により定められた（第7

条）。

（22）



（ 8）｢京都議定書目標達成計画｣（第8条）も、2002年改正により、

従前の地球温暖化対策の基本方針等（旧第7条）に代わり、政

府が閣議決定を経て作成・公表するものとして設けられ、主な

内容として以下の事項を定めるものとされている。

①　地球温暖化対策の推進に関する基本的方向

②　国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれによる温室効

果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項

③　温室効果ガスの種類等の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑

制及び吸収の量に関する目標

④　上記目標の達成に必要な措置の実施に関する目標や国及び地

方公共団体の施策に関する事項

⑤　政府実行計画（第20条の2）及び地方公共団体実行計画（第21

条）に関する基本的事項

⑥　温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効

果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガス

の排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関し策定及

び公表に努めるべき計画に関する基本的事項

（ 9）｢地球温暖化対策本部｣も、上述のように、2002年改正で新設さ

れ、2005年改正では、京都議定書目標達成計画の立案・実施の

推進に加えて、長期多岐な展望に立った地球温暖化対策の実施

の推進に関する総合調整が事務に加わった（第11条）。

（10）｢温室効果ガスの排出の抑制等のための施策｣（第4章）は、

2002年改正によって設けられ、従前からの地方公共団体の事務

及び事業等に関する実行計画（旧第8条、改正後の第21条）に

加えて｢地方公共団体の施策｣（第20条）の規定が設けられた。

これを2005年改正で、第20条を｢国及び地方公共団体の施策｣

（施策推進の努力規定）とし、第20条の2｢政府実行計画｣の規定

を新設し、第21条を｢地方公共団体実行計画等｣の規定に改正し
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た。第20条の2及び第21条では、それぞれ、この実行計画の内

容を計画期間、実行計画の目標、実施しようとする措置等と定

め、政府、地方公共団体にその実施状況の毎年一回の公表を義

務付けている。2005年改正ではさらに特定排出者（国・地方公

共団体を含む温室効果ガスの相当程度多い排出者として政令で

指定）の事業活動に伴う温室効果ガス算定排出量の事業所管大

臣への届出（事業所管大臣から環境大臣及び経済産業大臣に報

告事項が通知され、主務大臣は国民の開示請求に対すし開示義

務がある。又、「省エネルギー法」の報告事項に二酸化炭素排

出量が追加され、その報告との調整も規定された。）が規定さ

れた（第21条の2から10）。この他この章には、従前からの事業

者の事業活動に関する温室効果ガスの排出抑制等に関する計画

の作成・公表及び実施状況の公表努力規定（2002年改正で、旧

第9条から第22条となり、改正に合わせ文言修正）、都道府県知

事が地球温暖化対策の普及推進活動のために有識者に移植する

地球温暖化防止活動推進員（旧第10条が2002年改正で第23条と

なり、同改正及び2005年改正で文言修正）、都道府県知事が公

益法人や特定非営利法人を地球温暖化対策に関する普及啓発活

動促進のために指定する都道府県地球温暖化防止活動推進セン

ター（「都道府県センター」）（旧第11条が2002年改正で公益法

人に特定非営利法人を追加の上、第24条となる）、環境大臣が

公益法人を地球温暖化対策に関する普及啓発活動促進のために

指定する全国地球温暖化防止活動推進センター（「全国センタ

ー」）（旧第12条が2002年改正で第25条となる）、地方公共団体

や都道府県センター等の協議体としての地球温暖化対策地域協

議会（｢地域協議会｣）（2002年改正で第26条新設）、環境大臣の

全国センター、地方公共団体、地域協議会等との連携の上での

地球温暖化防止活動推進の努力（2002年改正で第26条として新
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設）の規定がある。

（11）｢森林等による吸収作用の保全等｣（第5章）も2002年改正で設

けられ、政府及び地方公共団体の森林・林業基本法による森

林・林業基本計画等に基づく温室効果ガスの吸収作用の保全及

び強化が規定されている（第28条）。

（12）その他、政府による措置の実施の状況の把握、把握・評価手法

の開発等（第29条）、関係行政機関の協力（第30条）、環境大臣、

経済産業大臣及び事業所管大臣の主務大臣としての指定（第31

条の2）、罰則等が雑則（第6章）（この章立ては2002年改正によ

る）として規定されている。

このように地球温暖化対策推進法は、日本が京都議定書上の義務

を果たすための枠組みを示し、国（政府）や地方公共団体（特に都

道府県）による義務達成のための温暖化や温暖化対策に関する情報

提供・啓蒙、各種の政策面での配慮を含む温暖化対策の施策の策定、

自らの事務・事業に関わる温暖化対策の実施による率先垂範、これ

らの京都議定書目標達成計画や実行計画による具体的な提示等を定

めている。事業者については、大規模な温室効果ガスの排出者（特

定排出者）からの温室効果ガスの排出量の報告義務の他は、事業活

動に関する温室効果ガスの排出抑制等に関する計画の作成・公表及

び実施状況の公表努力や国・地方公共団体への施策への協力という

より緩やかな責務が課せられている。その他の消費者等の国民には

日常生活に関する温室効果ガスの排出抑制の努力や国・地方公共団

体の思索への協力の責務を求めるに過ぎない7。本法に規定された各

主体の義務や責務については、京都議定書上の義務を達成するため
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のいわば必要条件ではあるが、具体的な削減目標達成という点から

いえば、十分な条件ではない。

特に、温室効果ガスの排出抑制の目標やその措置の実施に関する

目標等については、この法律上で規定せず、京都議定書目標達成計

画での定めに委ねている（第8条第2項）。上記のとおり、この計画は

2005年4月28日に閣議決定された。本計画は、72ページに及ぶもので、

計画策定の背景にある地球温暖化へのこれまでの取組み、対策の基

本方向、排出削減の目標のみならず、目標達成の対策と施策の全体

像と個別的施策の説明等地球温暖化対策推進法第8条に則し、かなり

詳細なものになっている。そこで、以下においては、温室効果ガス

の排出等の目標と法的な実施手段（ポリシーミックス）に関する記

述に焦点を当てて、内容を紹介したい。

（ 1）京都議定書目標達成計画では、温室効果ガスの排出量について、

基準年（1995年度とする代替フロン3ガス以外は1990年度）の

1237百万二酸化炭素換算トン（Mt-CO2）が2002年度に1331 Mt-

CO2と基準年より7.6％増え、現状の対策のままでは2010年度

（これは京都議定書の第1約束期間の中間年である）には1311

Mt-CO2と基準年より6.0％高い水準（2002年度から見れば1.5％

減であるが）になるとした上で、以下のような目標を目安とし

て提示する。

（ 2）基準年（1990年度）で総排出量の約85％を占めるエネルギー起

源の二酸化炭素（1048 Mt-CO2）は2002年度で1174 Mt-CO2（基

準年に対し+10.2％）に達しているが2010年度に1056 Mt-CO2と

10.1％下げ、基準年に対し0.8％ほどの増加となるが、この増分

は基準年の排出量に対し（これを計画では「基準年総排出量比」

と呼んでいる。）+0.6％とする。部門別では最大の産業部門の排
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出量は、基準年の476 Mt-CO2から2002年の468 Mt-CO2と微減

（1.7％）しているのを435 Mt-CO2と基準年比8.6％下げる。民生

部門は基準年（273 Mt-CO2）から2002年度（363 Mt-CO2）へと

33.0％も増加しているがこれを2020年度（302 Mt-CO2）に基準

年比10.7％高い水準（2002年度からは16.8％減）とする。運輸

部門も基準年から2002年度に217 Mt-CO2から261 Mt-CO2へ

20.4％増加しているのを2020年度に250 Mt-CO2へと基準年比

15.1％高い水準（2002年度から4.2％減）とする。火力発電等の

エネルギー転換部門では、基準年から2002年度まで82 Mt-CO2

とほぼ横ばい（0.3％減）であるが、2010年度には69 Mt-CO2と

基準年度比16.1％低くする。エネルギー使用に伴い発生する二

酸化炭素の排出量は、エネルギー転換部門を含む産業関連部門

では、減少傾向にあるが、他の部門では増加しているために、

1990年までの水準に低下させるのが難しいと考えられている。

（ 3）非エネルギー起源二酸化炭素は基準年（74 Mt-CO2）から2002

年度に73 Mt-CO2へ微減（0.1％）しているのを2010年度に70

Mt-CO2と減少するが、基準年総排出量比で0.3％低くする。

（ 4）メタンは基準年（25 Mt-CO2）から2002年度（20Mt-CO2）に大

きく減り（20％）、2010年度そのほぼ横ばい20 Mt-CO2とし、基

準年総排出量比で0.4％下げる。なお、メタンの排出削減策には、

一酸化二窒素の排出を増加させるものがある等、温暖化効果へ

の寄与は複雑であることに注意する必要があり、これは非エネ

ルギー起源の二酸化炭素や一酸化二窒素にも当てはまる。

（ 5）一酸化二窒素は、基準年（40 Mt-CO2）から2002年度（35 Mt-

CO2）に減り（12.5％）、更に2010年度に34Mt-CO2と減るが、基

準年総排出量比で0.5％低下に寄与する。

（ 6）代替フロン3ガス全体では、ガス間の互換性の状況等を考慮す

る必要があるが、基準年（1995年）の50 Mt-CO2から2002年度
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の28 Mt-CO2に減少するが、2010年度に51 Mt-CO2となり（この

増加は､モントリオール議定書によりオゾン層破壊物質として

の特定フロンHCFCが2004年以降順次製造禁止になりその代替

需要が増えるとの予想による）、基準年総排出量比で0.1％増加

に寄与する。

（ 7）以上により、基準年総排出量比では、0.5％の減少となるが、前

述のように、マラケシュ合意で森林経営による吸収量として13

炭素換算百万トン（47.67 Mt-CO2）、基準年総排出量比で約

3.9％が見込まれるので、基準年総排出量比では正味4.4％の排

出削減が見込まれる。

（ 8）京都議定書での約束は、基準年総排出量比6％の削減なので、

差は1.6％の削減が必要となる。これを共同実施、排出権取引及

びCDMの京都措置（京都メカニズム）で達成することを目標と

している。ただし、この達成計画では、この差分は各種対策・

施策の効果、経済動向等により変動がありうることを指摘しつ

つ、目標達成が十分に見込まれる場合、それに甘んじることな

く、「引き続き着実に対策を推進する」との決意が表明されて

いる。

この計画では、更に、これらの目標を達成する対策として省CO2型

の都市デザイン等「面」・「ネットワーク」の対策から機器単位の

対策等の「個」の対策までの全体像を示したエネルギー起源二酸化

炭素に関する対策をはじめとする各種の温室効果ガスの排出削減、

吸収の増加の方策、技術的手段等が示されている。この意味では、

温室効果ガスの排出削減等に向けての方向性を国民に示した文書と

しては、評価しうるものがある。しかし、これらの対策・施策の中

で、政府が直接実施できるものは、自らの事務・事業に関連するも

のやいわゆる公共事業等で実施しうるものに限られ、大部分は、民
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間の事業者や個人の消費者等の行動に依存するものであり、彼らの

行動への働きかけの手法、特に規制等の役割が重要になる。

この計画で、これに関連して取り扱っているのは、「第3章　目標

達成のための対策と施策」「第2節　地球温暖化対策及び施策」「2．

横断的施策」中の「（6） ポリシーミックスの活用」の部分であるが、

取り上げているのは、経済的手法、環境税及び国内排出権取引制度

である。しかし、「ポリシーミックスの考え方を活用する」としてい

るものの、「その最適な在り方については、本計画の対策・施策の進

捗状況を見ながら、総合的に検討を行う」として具体的な方向性を

示していない。経済的手法については、補助金等のインセンティブ

を想定しているようで、「財政的支援にあたっては費用対効果に配慮

しつつ、予算の効率的な活用等に努める」に過ぎない。環境税につ

いては、関係審議会等における検討を認めつつ、地球温暖化対策に

ついては、関連する諸問題を「国民、事業者等の理解と協力を得る

ように努めながら、真摯に総合的な検討を進めていくべき課題であ

る」として、その可否を明示していない。国内排出権取引について

は自主参加型の国内排出量取引を実施するとしているが、制度化に

ついては、「他の制度との比較等の幅広い論点について総合的に検討

していくべき課題である」とするにとどめている。

国内対策の評価と日本の課題

以上のべた地球温暖化対策推進法の累次の改正と京都議定書目標

達成計画の策定で示される日本の地球温暖化への取組みをどのよう

に評価すべきであろうか。これについては、まず、京都議定書のも

つ意味を考えたうえで、地球温暖化対策推進法と京都議定書目標達

成計画を次に評価したい。
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京都議定書については、現時点において、以下の3点を認識するこ

とが重要である。

①　京都議定書の下で負う、日本の約束は達成が決して容易では

ない。温室効果ガスの排出量については、上述のように、そ

の大部分（2002年度では88％）を占めるエネルギー起源の二

酸化炭素の排出が増加しているが、それは、民生部門と運輸

部門の大きな伸びに起因する。2010年のエネルギー起源から

の二酸化炭素排出の目標水準は1990年より高いとはいえ、

2002年度の水準からは10.1％下げる必要がある。石油危機の経

験でも、石油消費減等で生じた温室効果ガスの排出の低下は

5％前後であり、かつ持続しなかった。この約束の水準は､経

済活動（例えば､GDPで示される）の水準如何に関らず､達成

すべきもので､前提よりも経済活動が活発化しても､温室効果

ガスの排出が増えることは許されない。このように、日本が

達成すべき温室効果ガスの排出削減には、かなりの努力を伴

う。

②　京都議定書の第1約束期間（2008年から2012年。これは年平均

値であるので、2010年として近似的に考えても同様である。）

の目標達成をする準備期間は、平均5年、短く考えれば3年で

あり、決して長くない。更に京都議定書では、第1約束期間満

了する7年前（すなわち2005年まで）に第2約束期間の削減の

約束の交渉をすることになっており（第3条第9項）、第2約束

期間をにらんだ対応の検討がいまや必要になっている8。第2約
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束期間の温室効果ガスの排出水準の決め方は､第1約束期間で

の達成見込みと無関係には決めにくい。

③　米国が批准しないので，日本としては，排出削減費用が低い

と考えられる米国との排出権取引の道が封じられている上、

米国の不参加により国際公共財としての京都議定書の実施体

制の安定性が低下している。

このような状況で、地球温暖化対策推進法と京都議定書目標達成

計画の意義を考えると、積極的な面としては以下のような点が評価

できる。

①　地球温暖化対策推進法によって、国を中心とする、京都議定

書の目標達成に向けての推進体制の提示、温室効果ガスの排

出目標の設定、達成のための施策の計画を通じる提示、地方

公共団体との連携、事業者からの排出状況の把握等の対策や

施策の推進のための枠組みが提示されたことは評価される。

②　京都議定書目標達成計画については、温室効果ガスの種類別

あるいは分野別の排出削減等の目標、温室効果ガスの排出削

減の対策や施策のメニューがかなり体系的に提示され、京都

議定書の目標達成への方向性が示されたことは評価される。

この計画の作成過程では､関連する省庁のみならず､各種の審

議会での審議を通じて､学識経験者･有識者の知見･意見の反映

も行われたと考える。

このように地球温暖化対策推進法と京都議定書目標達成計画とは､

日本が京都議定書の下での温室効果ガスの排出抑制等の約束（条約

上の義務）を果たす上で､不可欠で､重要な枠組を提示するものであ

る。しかし、これだけでは条約義務の達成に十分な条件を満たすと
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言えない。それは､以下の理由による。

①　京都議定書の目標は､前述のとおり､決して安易な手段で達成

しうるものではなく､国がその達成のための道標となる計画を

策定するだけでなく､広く国民の各主体（事業者､消費者等）

に達成への参画を動機付け､義務付ける必要がある。

②　｢京都議定書目標達成計画｣は地球温暖化対策推進法により｢京

都議定書第3条に基づく約束を履行するために必要な目標の達

成に関する計画｣として政府が定めるものであり､｢温室効果ガ

スの排出の抑制及び吸収の量に関する目標｣等を内容とする

（第8条）が､この計画への記載自体は､国民に国としての京都

議定書の目標達成義務を示すとしても国民にその達成への参

画を義務付けていない。極論すれば､いわば､国民への啓蒙文

書に過ぎない。

③　京都議定書目標達成計画における温室効果ガスの目標は､エネ

ルギー起源二酸化炭素や代替フロン等3ガスの内訳に関して

は､｢目安｣として提示され､弾力的に扱われている。勿論､これ

らの内訳の配分は､削減の限界費用が不明等であるので､柔軟

な取り扱いに合理性はある。この柔軟性が全体の排出削減の

枠組を損なわないような仕組みが必要である。

④　京都議定書目標達成計画における､国民の各主体（事業者､消

費者等）に達成への参画を動機付け､義務付けの手法として

は､前述のように､｢ポリシーミックス｣に関する記述があるが､

その制度化に関しては､結論を示していない。

以上の4点の指摘のうち､最も重要であり､核となるのは④であり､

この制度化により他の3点の問題点も解消できるので､以下にこの点

を更に詳述したい。
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先ず､繰り返しになるが､京都議定書の目標は､枠組条約の究極的な

目的である「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととなら

ない水準における大気中の温室効果ガスの濃度を安定化」から見れ

ばささやかな温室効果ガスの排出削減である。しかし、基準年から

増加してきた排出を約束した水準にまで、引き下げるのは､決して容

易ではない。このような引下げを実現するには､一部の排出者（例え

ば産業部門）からの一部の温室効果ガス（例えば二酸化炭素）のみ

の排出削減で対応することはきわめて難しい（他の例であるが､最近

の大気汚染､水質汚濁あるいは廃棄物処理等の環境問題を見ても､工

場からの排出削減のみならず､中小企業を含む他の事業者（流通事業

者等）や一般市民からの排出削減も無しには改善は不可能に近い。）。

このような広範な排出源からの大きな排出削減には､全ての排出源に

削減の負担の分担､換言すれば排出の義務付けが必要であり､かつ公

平である。この義務付けのためにいかなる法的手法を用いるかが

「ポリシーミックス」の問題であるが､繰り返すように、京都議定書

目標達成計画での方向性は不明である。

具体的なポリシーミックスの内容として、広く議論されるのは、

規制基準､補助金､賦課金､環境（汚染）税､及び取引可能排出権であ

り、これらについてのIPCCでの評価等を基に記述すれば次の通りで

ある。

①　規制基準については､英語文献では､ “command and control”と揶

揄した表現も見られるが､IPCC第3次評価報告書第3部会報告書

（IPCC （2001））は次のように評価する9。

これは､罰金等の罰則で強制する技術基準（technology

（33）京都議定書発効と日本の課題
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standards）又は性能基準（performance standards）で、賦課

金・税等の経済的あるいは市場指向型手法（economic or

market based instruments）が相対価格の変更を通じて作用す

るのと異なり、技術的又は性能的な成果を規定する。規制

基準は、市場の失敗や情報、組織、その他の取引費用に関

する障壁に対処するのに有効である。主な問題は、異質の

状況でも画一的行動を細かく規定したり、複合的な汚染の

水準の規制には不十分であったり、部品や一体型技術以外

の製品には適用がもっと難しくなることである。しかし、

エネルギー効率基準は効果的なエネルギー節約手法であっ

た。規制基準は市場指向型手法にしばしば、先立って導入

され、政策評価、監視、施行の制度的能力を育む。規制基

準は又、情報不足による障壁を是正し、実施の費用が情報

不足の損失よりも小さければ、社会に正味の益をもたらす。

日本での規制基準の例は、大気汚染防止法や水質汚濁防止

法による排出基準等多く見られる。

②　市場指向型手法のうち、補助金は､排出削減努力への動機付け

としての財政支援（ここには税額控除､所得控除による減税措

置や財政支出を背景とする低利融資や利子補給等も含められ

る）であるが、排出削減が義務化されている下では､汚染者負

担の原則（PPP）により､一般的には容認され難く､影響の緩

和､技術開発･普及促進等の公益的な理由がある場合に認めら

れている。このため、京都議定書目標達成計画も指摘してい

るように、費用対効果も考え、限定的な活用となろう。

③　賦課金（fees, charges）又は環境税は、国内の排出者が温室効

果ガスの大気中への排出量に応じて賦課金又は税を払うもの

で、排出に伴う価格上昇効果による排出削減が期待される。

特に、排出削減手段の費用が税率よりも低ければ実行されう
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るであろう。排出者は同じ税率に服するので、エネルギー、

装置、製品市場が完全ならば、採用する経済圏で最も安い排

出削減手法になるはずだが、現実には、市場は理想と違うの

で、そうならない。又、排出権と異なり、排出を特定の水準

に設定し難い。又、インフレや技術変化に応じて税率を修正

する必要もある10。

日本での賦課金の例としては、公害健康被害の補償等に関

する法律（昭和48年10月5日法律第111号）によるばい煙発生

施設等設置者に課せられる汚染負荷量賦課金がある。環境省

は、2004年11月5日に｢環境税の具体案｣を発表し、更に2005年

10月25日に、その改訂版を発表した。これは価格効果･アナウ

ンスメント効果による排出削減と温暖化対策の財源取得効果

を期待するもので、2005年の案では、家庭、オフィス、事業

用及び発電・ガス製造用の化石燃料に2,400円/炭素トン相当の

税率で課税するものであるが、｢ガソリン、軽油、ジェット燃

料については、原油価格の高騰及び既存税負担の状況等にか

んがみ、当分の間適用を停止する｣ものとしている11,12,13。外国

の例では、CO2税（ノルウェー､デンマーク）､気候変動税（イ

ギリス）等がある14。なお、賦課金と環境税の違いは､後者は

税として徴収されるが、前者は別途の徴収手続きによる点が

大きい。

④　取引可能排出権は､いわば､規制基準による排出許容量を排出

権（この表現は厳密には不正確で､英語では “tradable emission
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permits” の他 “tradable emission allowances” の語が用いられるこ

ともある）として捉え､現実の排出量との過不足を市場で取引

するものである。つまり、余った配給切符のやり取りと同じ

である（従って､“non-tradable emission permits” というのは、余

剰の配給切符の取引が許されない場合と同じで、規制基準に

よる排出規制に他ならない）。IPCCでは、この排出権について

は、取引費用が禁止的な高さでなく、排出権市場や排出行為

に関連した市場に重大な不完全性が無ければ、費用効果的で

ある、としている。ただし、家畜からのメタン排出や小排出

源等の温室効果ガスの排出の現実の把握が極めて困難で排出

権には向かない15。

世界的に有名なのは､米国の大気浄化法（Clean Air Act）の

1990年改正による連邦制度としての導入である。米国では実

は、これに先立ち、硫黄酸化物の排出規制に米国の州等で用

いられていた。米国では、環境汚染物の排出規制について、

規制基準から、課徴金・排出税へ、更に、取引可能排出権へ

と変遷してきた16。EUにおいては、2005年1月から産業部門か

らの二酸化炭素の排出に関する排出権取引制度が開始されて

いる17。日本においては、これまで実施例はないと思われるが、

現在環境省が自主参加的な取組みとして実施していることは

前述した18。この排出権取引は、大気汚染の他、外国では水質

汚濁対策等にも用いられている。この取引可能排出権につい

ては、自ら排出を削減しないで、他人の削減分を購入するか

（36）

15 IPCC, 2001, 6.2.2.3参照
16 この点について判りやすく論じたものは、Blinder, 1987である。
17 EUの制度は、2008年以降（即ち、第1約束期間開始後）は規制対象の温室

効果ガスを対象とする。最近の本制度に関する論文としては大塚、2005があ

る。



ら他力本願的であると考え、反対する意見もある。この反対

論は、京都議定書で、排出権に補足性等制約条件を付けた背

景であろう。しかし、この反対論は、排出権取得への支払い

は、結局、排出削減に対して行われるので、その排出を自分

でするか、他人がするかの違いに過ぎないことを見落として

いるので、誤りである。しかもこの取引があればこそ、安い

費用で多く削減して、余った排出枠を販売しようとする動機

付けにもなるので、技術進歩や普及にも役立つ。また、IPCC

報告書が指摘する、排出量の現実的把握が難しい場合の問題

点については、他のどの手法でも対応が難しく、強いていえ

ば、賦課金・税であれば、一見、汚染者負担の公平性が保た

れる程度でしかない。

ただし、これらの手法のいずれか一つが万能で、全ての事態に適

用できるわけではない。前述のIPCC第3次評価報告書の第3部会報告

書政策決定者向け要約も「市場指向型手法は、多くの場合、特にそ

の実施能力が備わっている場合、費用効果がありうる」としつつも

「文献では，特定の政策手法への肩入れはしないのが普通である」と

述べている19。また、京都議定書目標達成計画ではそのいずれについ

ても制度化の方向性は示されていない。この中で、上述のように、

環境省が環境税を提案し、又、自主的参加の排出権取引の実施を始

めたことは、具体的な政策努力として評価される面はあるものの、

以下の理由により、残された短い時間の中での取組みとしては、不

（37）京都議定書発効と日本の課題

18 2005年の第162回国会で成立した下水道法改正により、下水道処理事業者が

他の下水道処理の分も合わせて高度処理を行い、受益した下水道事業者その

負担をする制度が出来た。これは一種の排出権取引と考えられるが、公共事

業体間の仕組みである。
19 IPCC, 2001, Summary for Policymakers, para. 18



十分と思う。

①　環境省が提案した環境税は、内容的に曖昧であり、効果が不

明なものがある。環境税で、京都議定書の約束達成に必要な

14％（これは、温室効果ガスが1990年以降増加し、削減必要

量が増えたためである）の温室効果ガスの削減の内、4％強を

削減し、その内訳は、価格効果等で約2％、環境税収を充てた

森林対策等で約2％と想定されている20。残りの約10％につい

ては、吸収源対策で3.1％、二酸化炭素について規制的措置、

自主的措置、普及啓蒙等で4％強、その他ガス等についての規

制的措置、自主的取組み等での残りの削減が見込まれている。

又、｢税による削減量4,300万トン程度（1990年基準で3.5％程

度）の削減（精査中）｣ともしている21。いずれにしても、環

境税の価格効果での貢献はあまり大きくなく、規制措置等に

依存している面が大きい。この価格効果等による削減効果は、

AIMモデルによる税率を2400円/t-Cとした場合の推計による

が、IPCC報告書も指摘するように、税率による排出削減量の

推計はかなりの不確実性が伴う。又、規制的措置等としては

自動車燃費の改善の強化等が挙げられているが、例えば、燃

費の改善された自動車が普及したとしても、その使用条件に

よっては、燃費の改善が生かされない可能性（例えば、高速

運転等）への対応等の課題は残る。すなわち、環境税の役割

は限定的であり、かつ、その効果の推計は不確実である。

②　ポリシーミックスが目指すのは、温室効果ガスの排出量の削

減・抑制である。量的削減を価格効果で達成するには、上述

（38）

20 環境省、2005-a
21 環境省2005-b



のように不確実性を伴う。又、税収を財源として温室効果ガ

スの排出を削減するのも間接的な効果でしかない。不確実で、

間接効果を期待する手法に依存するのは、問題がある。更に、

税制は、本来、国・地方公共団体の財源の確保手段であり、

その点からは、一定量の排出が保証されることが望ましく、

排出抑制手段としての期待に反する側面もある。

③　規制的措置については、例えば、代替フロン3ガスについては、

フロンの場合と同様、おそらく、生産者や使用者（特に大量

の使用者）を特定し得るので、効果はあがると思われるが、

農産関係のメタンの排出等は、排出者が小規模で多様であり、

かつ、排出の計測が難しいとなれば、効果はあまり期待でき

ない。また、エネルギー使用機器等は製造業者に対して性能

基準を通じる規制は可能であっても、多様、多岐の使用者へ

の効果的な使用規制は、困難である。啓蒙活動等の情報的手

法を用いてもその困難性を緩和し難い。このように、直接的

量的規制が困難なものには、価格効果を期待する税・賦課金

が機能しうると思われる。

④　環境省が始めた自主参加型排出権取引の取組みは、すでに域

内での実施を開始したEUに比べても出遅れている22。殊に、

EUは、枠組条約や京都議定書に関する国際交渉の中では、排

出権取引に否定的であり、環境税に積極的であったが、京都

議定書の発効を目前にして排出権の仕組みに積極的に取り組

んでいるのは注目される。例えば、国際線も含む航空機の運

航に関しても排出枠の設定を行おうとしているが、その理由

としては、税よりも有効な手段であるとの検討結果によると

（39）京都議定書発効と日本の課題

22 この自主参加型の排出権取引は、EUの排出権導入に先立って行なわれた英

国の取組に倣ったものといわれる（大塚、2005）。



されている23。さらに、京都議定書の批准を否定した米国も排

出削減の手法としては、排出権取引に積極的であり、大気浄

化法のような実績がある。

⑤　日本は、国内での排出削減費用が高いと予想されることもあ

って、共同実施、国際的排出権取引やCDMの京都措置に対す

る関心が強いが、この活用のためには制度的に類似している

国内で排出権取引が実施されていた方が望ましい。

⑥　日本における排出権取引の問題点は、前例がないことである

と考えるが、排出権取引は、大気汚染防止法等における総量

規制に応用しうるものと考える。米国における排出権の歴史

を見ても、総量規制の下での排出削減の割当手法として発達

した背景がある24。日本においては、排出抑制が規制基準主導

で進み、効果を上げたがために、環境規制の後発国で導入さ

れた排出権の導入のきっかけがなかったのではないかと考え

る。硫黄酸化物、窒素酸化物等の現行の排出規制に排出権を

導入すれば、規制費用の引下げ効果とともに、温室効果ガス

への導入の準備としての効果も期待できるのではないかと考

える。

⑦　排出権取引を、対象が膨大な数になる家庭や中小事業者に適用

するのは、執行費用も大きく、難しいかもしれない。これらの

分野では、次善の策として、環境税を用いることは考えられる。

これらの排出者の寄与度は比較的小さく、政策手段の効果もい

ずれにしても限定的と思われる。このように合理的な政策手段

の組合せをもっと探求すべきではないかと考える。

（40）

23 European Commission, 2005
24 Blinder, 1987



結論

京都議定書が発効したが、日本等の先進国に残された約束の実行

への準備期間は短く、又、第2約束期間への対応の検討も考えて、温

室効果ガスの排出抑制のポリシーミックスを具体化する必要がある。

しかもその手法としては、複数の手法を組み合わせる必要があるが、

日本の現在の対応は、規制基準と環境税に依存し、他の手法、特に

排出権取引への準備や検討が不十分である。費用効果的な環境対策

の手法の多様化という見地からも、既存の大気汚染対策、例えば大

気汚染物質の総量規制への排出権の導入等も含めた対応を行うこと

が京都議定書の下で日本が負う約束の達成に必要であると考える。

それにしても、米国の不参加は、国際排出権取引の可能性は狭め、

京都議定書の国際公共財としての機能を不安定にしている。更に、

経済的・技術的能力のある米国なしに、温暖化対策への国際協力の

実を挙げ難い。京都議定書が十分機能しうるか、疑問は残る。
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