地球温暖化問題と京都メカニズム
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１、地球温暖化問題及びその対策の特徴
地球温暖化問題は大気汚染や水質汚濁といったいわゆる公害問題と比べて次のような特
徴がある。まず第１に影響範囲がグローバルである。第２に、公害は一般的に企業が加害
者、住民が被害者であるのに対して、温暖化は全ての経済主体が加害者であり被害者であ
る。第３に、世代間の問題という点である。温暖化の影響を直接受けるのは将来世代であ
る。第４に、不確実性である。温暖化している点についてはほぼコンセンサスが出来たと
はいえ、温暖化の速度やその影響については現時点でも不確実な要素が多い。しかも対策
には膨大なコストがかかる。
上記諸点から、温暖化対策は次のような特徴を有する。まず、対策は国際的な枠組みで
進めない限り効果があがらない。そのためには国際環境条約の締結が最善であるが、ここ
での最大の問題はこれまでの温暖化に主たる責任がある先進国と、今後の温暖化に大きく
寄与するであろう途上国の責任をどう考えるかである。次に、全ての当事者を対象とした
ものでなければならない。公害については企業に対する規制強化がほぼ唯一の対策であっ
たが、温暖化対策の対象は産業・運輸・民生の全てに亘る必要がある。第３は、現世代と
将来世代の公平性の考慮の必要性である。我々が環境を破壊しながら豊かな生活をするツ
ケが将来世代に及ぶ。現世代はどこまで将来世代のことを配慮すべきなのか。第４は不確
実性の下での意志決定である。直ちに対策をうつリスクと対策が遅れるリスクを比較考量
することが求められる。
上記の通り温暖化対策には他と異なる様々な特徴があるが、そのうちでも特に重要なの
は国際的取り組みである。以下はそのための枠組みである国際環境条約、とりわけ京都議
定書に焦点を当てつつ、これまでの経緯を整理した上で、今後の課題を探ることとする。

２、国際的取り組みと途上国問題
２．１

先進国と途上国

温暖化には国際的取り組みが必要であり、そのための最良の枠組みが国際条約の締結で
あるという点については誰しも異論のないところである。しかしその具体的な内容になる
とたちどころに論議が紛糾する。その最たるものは先進国と途上国の責任問題である。１
９９２年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて開催された「国連・環境と開発会議
（ＵＮＣＥＤ、通称地球サミット）」において「共通だが差異のある責任」の原則が合意
された。この意味は、温暖化については先進国、途上国ともに責任を負うが、その度合い
は先進国が重い、ということである。確かに産業革命以来今日までの経済発展の主役は先
進国であることは疑いを容れず、従って先進国が途上国以上に責めを負うのは妥当と言う
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よう。しかし将来のことを考えると話は違ってくる。この点の理解を容易にするためにＯ
ＥＣＤによるＣＯ２排出の長期予想を示す（図１）

図１

地域別二酸化炭素排出予測（特段の削減策を採らなかった場合）
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上記の通り２０１０年には途上国のＣＯ２排出量がＯＥＣＤ諸国のそれに並び、その直後
には抜き去る見通しである（２０１０年の排出見込み量はＯＥＣＤ１３４．３億トン、途
上国は１３３．６億トン）。ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第２次報告によ
れば、現在の大気中のＣＯ２濃度（３６０ppmv）を安定化させるには、その排出を直ちに
５０−７０％削減し、更に削減を強化していく必要があるとされている１）が、これは全く
現実的でない。仮に産業革命時の倍の５５０ppmv 以下に止めるにしても、そのためには
次世紀において全球の平均年間排出量は現在の排出量を超えることは出来ず、更に世紀の
末期とそれ以降においては大幅に低下させなければならないであろう、とされている１）。
５５０ppmv が好ましい濃度水準であるかどうかについて科学者の合意はないが、これ以
下の濃度で安定化するのは現実味に欠けるというのが大方の認識である。こうした点を考
慮すると途上国の排出抑制がない限りこれは絶対に不可能である。現実はどうか。

２、２

気候変動枠組み条約の内容とベルリン・マンデート

温暖化に関する初めての国際条約である「気候変動枠組み条約（以下ＦＣＣＣ）」は１
９９２年の地球サミットの直前に採択され、必要な要件を満たした上で１９９４年３月に
発効した。この中で「共通だが差違のある責任」を明記して認めた上で、付属書Ⅰ国（先
進国及び移行経済国、以下先進国）に対して温暖化緩和のための政策・措置をとることを
義務づけると共に、ＦＣＣＣの第１回締約国会議（ＣＯＰ１）において、この規定の妥当
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性を検討することが定められた。これに基づき、１９９５年３月のベルリンにおけるＣＯ
Ｐ１の場で各国からのＧＨＧ排出量及び吸収源による除去量を基に規定の見直しを行った
結果、ＦＣＣＣには２０００年以降についての規定がないことを含め、温暖化対策には一
層の措置が必要との認識にいたり、ＣＯＰ３までに排出削減の数値目標を制定することが
決議された（ＣＯＰ１、決議１）。これがベルリン・マンデートと呼ばれるものである。
数値目標の導入とその時期を明示したという点でベルリン・マンデートは極めて大きな意
義を有するが、もう一つ、途上国には新たな義務を課さない、という重要な内容が含まれ
ていたi 。このことが後々まで先進国を縛ることになる。

２、３

京都会議直前の三極の状況

京都会議に向けて日・米・欧３極の案が出そろったのは１９９７年１０月のことである
が、このうち最も早く具体的な削減目標を公表したのはＥＵ（欧州連合）である。ＥＵは
１９９７年３月、先進国によるＧＨＧ（但し対象はＣＯ２，亜酸化窒素、メタンの３種の
み）一律１５％削減案を公にした（２０１０年、１９９０年対比）。また、一部の政策・
措置については削減の義務を負う全加盟国に強制するというものである。ここで注意すべ
きはＥＵ域内においては一律削減とはなっていない点である。この方式は俗に「ＥＵバブ
ル」と呼ばれているが、ＥＵ以外に対しては一律削減を要求しながら、内部では差異化す
るという矛盾や、全体として不遵守となった場合の責任の負い方を巡って、日本などから
攻撃を受けることになった。
１９９７年１０月に入り日米の案が出そろった。詳細は省略するが、日本の案はＥＵ同
様３種類のガスを対象に５％の基準削減割合を設けた上で、ＧＤＰあたり排出量、一人あ
たり排出量、それに人口増加率を勘案して各国の削減量が決まる方式である。この特徴は
国毎の事情を反映して差異化した削減目標とすると言うものである（２００８年から２０
１２年の平均値、１９９０年対比）。因みにこの方式による削減率は日本約２．５％、ア
メリカ約２．６％、ＥＵ全体では約３．１％などで、先進国合計では３．２％となる。米
国は日・欧の３ガスに代替フロンを加えた６種類のガスを対象に、２００８年から２０１
２年の平均排出量を１９９０年対比で安定化とともに、従来からの主張である排出権取引
（及びプロジェクトベースの共同実施）の導入を強力に主張した。また、削減の差異化に
は反対の立場をとった。この他、削減のための国内政策・措置についてはＥＵとは異なり
各国の主権の問題とした。
３、京都議定書と京都メカニズム
こうした中で京都会議（ＣＯＰ３）が開催され、１９９７年１２月、京都議定書が採択
された。議定書では先進国への数値目標が導入された他、目標達成手段として京都メカニ
ズムと呼ばれる経済的手段が採択された。本稿では、数値目標、京都メカニズム、それに
途上国問題を対象に論点を整理し、私見を述べる。
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３、１

数値目標（初期割当て）

京都会議の最大の成果は先進国（前述したようにこの表現には移行経済諸国も含む）に
削減の数値目標を課したことである。数値目標は各国固有の事情を踏まえて差異化された。
具体的には２００８年から２０１２年の期間を第１期（第１バジェット期間）とし、この
期間の年平均ＧＨＧ排出量を１９９０年対比で一定割合とすることで合意が成立した（所
定の割合を超えて削減した場合は第２バジェット期間に持ち越せる。これをバンキングと
いう）。日・米・欧はそれぞれ１９９０年対比で６、７、８％削減の義務を負ったが、こ
のほかに、注目すべきはロシア、ウクライナといった大口排出国の削減割合が０％に抑え
られたことである。ロシア、ウクライナについては旧ソ連の崩壊以降経済混乱が続き、例
えばロシアについては京都会議前年の１９９６年の排出量は１９９０年対比５３％と落ち
込んでおり（米国オークリッジ研究所資料）、特段の削減策を採用しないＢＡＵシナリオ
でも目標期間に１９９０年レベルまで排出量が到達するかどうか疑問であった。そうした
状況にも拘わらず１９９０年レベルの排出量割当てを受けたことは、排出削減の努力無し
に到達できる目標と言うことで、（後述の排出権取引とも相まって）現在に至るも論議を
呼んでいるところである。
数値目標は日、米、欧で差異化されており一見日本の主張が通ったかに見える。しかし
この差はそれぞれ１％である。果たしてこれは合理的な差であろうか。日本が一律削減方
式の目標の策定に反対したのは、それが公平でないと考えたためである。エネルギー原料
のほとんどを輸入に頼る日本は、特に石油危機以降国を挙げて省エネにつとめた結果、現
在では世界で最もエネルギー効率の良い国になっている（世界銀行の統計では１９９６年
の石油換算１kg あたりＧＤＰは、日本を１００とするとドイツ６７，英国４６、アメリカ
３３、そしてロシアに至っては５である）。この状態を出発点として更に省エネを進める
のは大変なコストがかかる。比喩的に言えば、日本は雑巾を絞りきった状態にあり、これ
を更に絞るのは大変である。他方、他の国（例えばアメリカ）では日本ほど省エネが進ん
でいないので、それほど力を入れなくとも雑巾は絞れる。こうした状況の下で一律削減方
式を採用することは率先して雑巾を絞った国に不当に高いコストを強いることになると言
うものである。
ここで３極の限界削減費用ii を比較してみよう。モデルにより異なるが図２から、ほとん
どのモデルにおいて日本が最も高くアメリカが最も安いという点は共通している。つまり、
差異化はしているものの、この差は十分なものではないことを示している。即ち初期割当
ては公平という見地からは必ずしも適正とは言えないのである。

図２

京都議定書達成のための日・米・欧、限界削減費用の比較
（三田学会雑誌

３、２

４７頁）

京都メカニズム
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先述の通りアメリカは京都会議の直前でも１９９０年対比安定化を主張していたにも拘
わらず、最終場面で７％削減に合意した。アメリカからこれだけの譲歩を引き出した最大
の要因は排出権取引を中心とした京都メカニズムの導入である。
３、２、１

排出権取引

排出権取引（排出量取引とも言う）とはＧＨＧ排出枠を決めた上で、その権利を売買す
る制度である。上限（キャップ）をはめた上で取引を認めることから"Cap and trade"とも呼
ばれる。
排出権取引は、各主体の排出の上限を決めるという点は直接規制そのものであるが、排
出主体同士での排出枠（権）の取引を認めるという点で経済的手法の要素もある。この意
味でこの政策手段は直接規制と経済的手法のハイブリッド手法である。そしてこの手法は
排出削減を必ず実現させると共に、それを最も効率的に行う手法でもある。既に見たよう
に京都議定書上、目標達成の為の各国の限界削減費用の間にはかなりの差が認められる。
こうした状況で排出権取引を認めると、各主体は合理的な行動をとる結果、最終的には全
ての主体の限界削減費用が均等化する。この結果、全体として最小費用で目標が達成され
ると共に、自国内での削減費用の高い国にとっては安い排出権を他から購入することで削
減費用の節約となる。今Ａ国とＢ国を考えてみよう。仮にＡ国で炭素１トンを追加的に削
減する費用が２００ドル、Ｂ国では５０ドルとしよう。両国共に１トンずつ削減の義務を
負う場合を考えると、それぞれが自国で削減すると合計費用は２５０ドルである。しかし
排出権取引が認められればＡ国は自国で削減する代わりにＢ国に５０ドル払って１トンの
排出権を購入する。Ｂ国は本来の１トンに加えてＡ国の１トン、合計２トンを削減する。
この場合合計費用は１００ドルで済み、且つＡ国は１５０ドルの節約になる。厳密にいう
と、Ｂ国の削減費用は削減すればするほど上昇するので、Ａ国の購入が増えればそれに応
じて排出権の価格は上昇する。これを一般化すると次の通りとなる。即ち、各主体（国）
は自国の限界削減費用が排出権価格より高い限り（自国で削減せずに）排出権を購入し、
他方売り手は自国の削減費用が国際価格より安い限り自国で削減してその権利を販売する。
こうして最終的には全ての主体の限界削減費用が等しくなる点まで取引が行われ、そこで
均衡する。
アメリカはこの制度の導入を前提に７％削減に合意した。その背景にロシアやウクライ
ナからの排出権購入による削減費用低減がある。既述の通り、ロシアとウクライナは経済
混乱のためＣＯ２排出量が大幅に減少している。大方の予想では特段の削減努力をしなく
ても目標年次に１９９０年水準まで回復することはないと見られている。もしそうであれ
ばロシアの場合、割当量と実績の差を削減費用無しで売ることが出来る（この部分はホッ
ト・エアーと呼ばれている）。本当にこうなるかどうかはともかく、これに近い状況にな
ればロシアやウクライナから排出権を購入するのがアメリカにとり最も安価な排出削減方
法である。現にアメリカではこうした試算が行われ、政府は国民に対し排出権取引を利用
すれば米国にとりそれほどの負担無しに排出削減が可能であるとの情報を流しているiii 。
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上記の通り排出権取引の導入により削減コストが大幅に低下することが、アメリカをし
て７％削減に合意させた最大の理由である。しかし京都議定書上は排出権取引による削減
は国内での削減に対し補完的でなくてはならないとの条項がある（１７条）。この点に関
するＥＵの提案（後述）はアメリカにとり受け入れがたいものである。

３、２、２

共同実施・ＣＤＭ（共同プロジェクトによる削減）

共同実施（以下ＪＩ）及びクリーン開発メカニズム（以下ＣＤＭ）は投資国（の企業）
の費用負担でホスト国でＧＨＧ排出削減プロジェクトを実施し、当該プロジェクトにより
追加的に削減されたＧＨＧの一定割合を投資国（の企業）がクレジットとして獲得し、そ
の分国内の排出割当てに加算出来るという制度である。ＪＩは先進国同士、ＣＤＭは先進
国と途上国の間で実施される。ＪＩとＣＤＭの間にはいくつか相違があるが、その最大の
点はＪＩは削減義務を負う先進国の間の排出権（ＪＩの場合は Emission Reduction Unit, Ｅ
ＲＵという）の移動であり、プロジェクトがいくら多くても両国合計の排出枠は不変であ
るのに対し、ＣＤＭの場合はプロジェクトによって先進国が獲得した排出権（ＣＤＭの場
合は Certified Emission Reduction, ＣＥＲと称する）の分だけ先進国全体の排出枠が増えて
しまう。その意味ではＪＩはプロジェクトを通した排出権取引とあまり変わらず、投資国
がＥＲＵを獲得すればホスト国の排出枠はその分だけ減少する。他方、ＣＤＭは元々ホス
ト国に排出枠がないので両当事国共に排出削減を多めに見積もるリスクがある（投資国に
とってはその方が投資の費用効果が高まり、ホスト国にとっても他国からの投資を呼び込
みやすく、また、投資国と分け合ったＣＥＲも大きくなるので、仮にそれを市場で売ると
きには有利になる）。こうしたことからＪＩに比べＣＤＭの方が規定が厳格になっている
が、このことは即ちＣＤＭ成立に多大な取引費用がかかることを意味する。
３、３

アメリカの批准と途上国問題

これまでの論議から明らかなとおり、近い将来途上国からのＧＨＧ排出量がＯＥＣＤ諸
国を上回ることが明らかであるにもかかわらず、ベルリン・マンデートにより議定書上途
上国には何らの数値目標も課されていない。アメリカはこれを不服として京都会議で途上
国の「意味のある」参加を主張していたが、同会議の５ヶ月前の１９９７年７月、上院で
バード決議と呼ばれる決議が全会一致で可決された。その内容は、途上国も同時にＧＨＧ
排出削減／抑制を約束しない限り、或いはアメリカ経済に深刻な影響を与えるような場合
には、アメリカはいかなる条約にも署名すべきではないというものである。アメリカでは
国際条約は大統領が署名をしても上院が承認しない限り批准できない。従ってこの決議は
何らかの途上国からのコメットメントがない限り、米国はそれを批准しないことを意味し
ており、国際社会に大きな波紋を投げかけた。京都議定書の発効要件の一つに批准した先
進国の排出量が先進国（正確には付属書Ｂ国）の５５％以上であることという一項がある。
アメリカの割合は約３５％であるので、途上国が何らの追加的義務を負わない現行の議定
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書のままではアメリカが批准せず、これに他の数カ国が追従するような事態になると議定
書の発効が危ぶまれる。ＣＯＰ４（１９９８年）、ＣＯＰ５（１９９９年）においてアメ
リカを中心に途上国の自発的参加（途上国が自主的に一定の排出枠を設定する）などを呼
びかけているが、現時点では不成功に終わっている。

４、ＣＯＰ６での論点
１９９８年１１月アルゼンチンで開かれたＣＯＰ４において、京都メカニズムの詳細に
ついてはＣＯＰ６で決着をつける方向となった（ＣＯＰ４決議７）。ＣＯＰ６は２０００
年１１月開催が決定しているが、現時点では詳細に関する方向すら見えない状況である。
争点は多岐に亘るが、紙数の関係から以下では排出権取引、ＣＤＭにつき一つだけを取り
上げる。
４、１

排出権取引の論点―補完性 (Supplementarity)

既に述べたとおり、京都議定書第１７条には、排出権取引は数値目標達成のための国内
措置に対して補完的なものとの規定がある。これは精神的な規定か、或いは数値的な上限
を設けるべきか。
そもそも「補完性」という文言はＥＵの強い要望で挿入されたものである。ＥＵはかね
てからこの規定に基づき京都メカニズムによる目標達成に上限を設けるべきであると主張
しており、現に具体的な上限案を提案している iv 。ＥＵ案の特徴は買い手のみならず売り
手にも上限を設定しようとしているところにある。この狙いはロシア等のホットエアーの
売却の制限である。他方アメリカを中心としたアンブレラグループ v はこれを精神的な規定
と捉え、上限の設定には強く反対している。
元々排出権取引は所定の目標を最小の費用で達成するための手法である。この面からは
上限の設定などで自由な取引に制限を加えれば加えるほど、目標達成費用が高まる（各主
体の限界削減費用が不均等となる）。途上国は先進国が温暖化をもたらしたという理由で、
まず先進国が自ら排出を削減するよう主張している。しかし、ＣＤＭはいざ知らず、排出
権取引は先進国の間のみの取引である。先進国内でどのような取引が行われようと、全体
としてみれば先進国がその域内で削減するのと同じことである。途上国から見れば、これ
は先進国が自らの地域内で削減したと同じである。この関連でホットエアーをどう見るか。
確かにホットエアーが存在すると、一部の先進国については自ら痛みを感じて排出を削減
すると言うことにはならない。しかしこれは先進国の間の問題であり、本質的には途上国
とは無関係なものである。勿論ホットエアーは好ましいものではない。しかし現実問題と
してホットエアーの計測は不可能である。また、京都議定書で定めているのは第１バジェ
ット期間のみであり、（その達成状況にもよるが）第２バジェット期間の目標は更に厳し
いものとなることが予想される。この時点では当然ホットエアー問題は解消する筈である。
更に、上限設定を提案しているＥＵ自身が「ＥＵバブル」により結果として域内で相当の
排出権取引を行ったと同じ結果を享受している（ＥＵ全体では８％削減であるが、例えば
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削減余力のあるドイツは２１％減、反対にポルトガルは２７％増となっている）。こうし
た点を考えると、何らかの上限値をもうけるのは合理性がないといえる。一歩譲って仮に
上限を設けるとしたらどの値にするかについての合理的な手法はないのではなかろうか。
とはいえ、排出権取引はあくまで国内対策を補完するものである点は変わらない。上限
値はなくても、自国での削減努力を第１とすべきことについては疑いを入れない。この意
味で排出削減コストの高い日本が削減の８−９割を国内対策でまかない、安いアメリカが
逆に８５％程度を外国からの排出権購入でまかなうというのはまずいvi 。やはりどこから
見ても自国で最大限の努力をしたということを示すことは必要であろう。
４、２

ＣＤＭの論点―取引費用

ＣＤＭも、途上国でのＧＨＧ排出削減プロジェクトを通して先進国がクレジットを得る
という点では、排出権取引と変わらないが、これにより途上国への技術移転が期待できる
ことはＣＤＭの大きな利点である。最終的には途上国にも自ら削減努力に努めて貰わねば
ならないからである。他方ＣＤＭの問題点は取引費用が高額になる可能性がある点である。
この最大のものが「ベースライン」を巡る問題である。ＣＤＭが成立するためにはそのプ
ロジェクトを実施しなかった場合の排出量に比べ、プロジェクト実施により追加的削減が
認められねばならない。実施後の排出量はモニター可能であるとしても、実施しなかった
場合の排出量（本稿ではこれをベースラインと称する）はどのように推定するのが合理的
か。
ＣＤＭとほぼ同様な制度で、排出削減のクレジットを伴わないＡＩＪ（共同実施活動）
が試験的に導入されており、１９９９年６月２５日現在１１４件のプロジェクトが認定さ
れている。これらのケースを基にベースラインの算出方法の共通点を見つけようとした研
究があるが、結論としてその試みは成功しなかったvii 。途上国はベースラインの計算は「プ
ロジェクト毎」を主張している viii 。しかし筆者がＡＩＪプロジェクトに関わった経験から
すると、これでは取引費用が嵩み、プロジェクト自体が不成立となる可能性が高まる。こ
うしたことを避けるにはベースライン算定の標準化が望まれる。地道な方法は、初期のプ
ロジェクトは個別にベースラインを決め、この経験を通して同種のプロジェクトに対する
標準化を図るというものであろう。この考え方は既存の施設に対する代替プロジェクトに
ついてはある程度ワークするであろうが、例えば電力需要が増加したために新たに（天然
ガス）発電所を建設したような場合には、比較する対象がない。この場合、ベースライン
はその国の全電源平均値と天然ガス火力の平均値のどちらをとるのか、或いはその国の最
新鋭の天然ガス火力と比較するのかという具合に難問が続出する。この他、途上国の排出
量全体をベースラインにすべきとの論議があるが紙数の関係もありここでは取り上げない。
いろいろ問題点はあるものの、我々としてはベースラインの標準化を一歩一歩進め、ＣＤ
Ｍ制度本来の趣旨を生かす方向で工夫すべきであろう。

５、温暖化防止第１歩としての京都議定書
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以上ＣＯＰ６での論点のごく一部について解説し、私見を述べた。京都メカニズム自体
についてこの他解決すべき重要な点は数多くあり（例えば排出権取引での民間企業の参加
の可否やＣＤＭにおけるモニタリング問題など）、メカニズム以外にも吸収源の扱い、数
値目標不遵守の場合の措置や途上国問題など難問山積である。とはいえ、京都議定書は温
暖化防止への第１歩である。数値目標といっても２００８年から２０１２年までしか決ま
っていない。しかもその削減幅は先進国平均で５％強である。将来途上国の参加を得るた
めにも、とにかくこれを発効させ、遵守することが必要である。こうした点から本年１１
月のＣＯＰ６に向けての動きを注視していきたい。
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