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【個別特集】地球温暖化 CO2回収・貯蔵 再生可能エネルギー バイオ燃料 
 

欧州の気候変動とエネルギー対策総合政策 
―欧州委員会の具体的提案（2008年 1月）― 

 
NEDO技術開発機構 情報・システム部 

 
2008年 1月 23日、欧州委員会(EC)は気候変動とエネルギーに関する一連の政策を欧州
議会及び理事会に提案したことを発表した。 
まずこの提案の背景について触れておくと、欧州委員会は 2007年 1月 10日に気候変動

とエネルギーに関する総合的な政策パッケージを提案した。そしてこの提案については同

年 3 月の欧州理事会（加盟 27 ヵ国の首脳会議）においてその大筋が承認され、その際、
欧州理事会は欧州委員会に対してこの包括的政策の具体化を指示した 1。今回の提案は、

この欧州理事会の指示に基づき具体化されたもので、国別目標を含む提案となっている。

本稿ではこの政策提案の概要を紹介する。 
なお、各政策提案の具体的内容のいくつかについては、「NEDO海外レポート」の今後

の号で適宜取り上げていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 

1．提案の背景：2007年欧州理事会決定のポイント 
 2007年3月の欧州理事会では、欧州委員会の提案に基づき、次の点が決定された。 
・ EUは2020年までに1990年対比少なくとも20％の温室効果ガス排出削減を独自に

確約。 
・ 2020年までにEU全体のエネルギー消費に対する再生可能エネルギーのシェアを

20％とする義務的な
．．．．

目標を決定。 
・ 2020年までにEU全体の輸送用燃料の中でバイオ燃料のシェアを最低10％とする。 
・ 新規の化石燃料発電所には環境的に安全なCO2回収・地中貯留（CCS）システムの

配備を促進。 
 
また、欧州委員会に様々な課題が指示や勧告として課せられた。このうち今回の提案に

つながる指示としては以下の項目があった。 

                                                 
1 NEDO海外レポート 998号「欧州の気候変動とエネルギーの総合政策」参照。 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/998-01.pdf 
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・ 排出権取引制度の見直し（土地利用、林業、輸送への適用範囲の拡大） 
・ 再生可能エネルギーについての新しい総合的な指令を目指した、全体的な枠組構築 
・ 第 2世代バイオ燃料実証プロジェクトの完全かつ迅速な実行 
・ 新規の化石燃料発電所に環境的に安全な CO2回収・地中貯留(CCS)システムを配備す
るために必要な技術的・経済的・法律的枠組の開発 

 
 
2．今回の欧州委員会提案の構成と概要 
今回の欧州委員会の提案はこうした欧州理事会の指示に基づき、それを具体化したもの

である。具体的な提案文書としては次の構成になっている。 

・ 欧州の気候変動の機会(一連の提案の概要) 

・ 温室効果ガス排出権取引制度(ETS2) 見直し（指令改訂案） 
・ 温室効果ガス排出量削減の国別目標(ETS対象分野外) 
・ 再生可能エネルギー促進策（指令改訂案：国別目標の設定） 

・ CO2回収・貯蔵について 

 

2.1 温室効果ガス排出権取引制度(ETS)見直し 
2005年に始まった現在の排出権取引制度を見直すことになった。今回の提案の中で最も
注目されたこの制度見直しは、京都議定書の第一約束期間（2008～2012）以後を見据えた
もので、2013年以降オークション（入札）方式にするものである。 
  

オークション（入札）方式の導入 

 現行の制度はキャップ・アンド・トレード方式とも呼ばれ、加盟国（EUの承認が必要）
が対象企業の過去の排出実績をもとに各企業に排出権を無償で割り当てるものである。こ

の方式では、過去に多くのCO2を排出していた企業が多くの排出枠を獲得することになり、

これまでに省エネ等でCO2排出削減に努力してきた企業が割を食うなどの矛盾が指摘され

ていた。 

 見直し案では各企業が自ら予測する排出量に応じた排出権を公開入札で購入することに

なる。この排出権取得のための入札は各加盟国が実施する。参加企業はEU内のどの国で
実施される入札であっても参加することが出来る。しかし、まずは有償で一定量の排出権

を購入しなければならないので、これは事実上の環境税であるとの見方もある。最大のCO2

排出分野である電力部門は2013年の新体制発足から完全に入札方式に移行し、他の産業部
門および航空部門も段階的に入札方式に移行する。 

なお、対象となる温室効果ガスはこれまではCO2だけであったが、新方式の下では一酸

化二窒素(N2O)とPFC(パーフルオロカーボン類)3を追加する。 
 

                                                 
2 Emission Trading System。EU独自のものなので EU-ETSとも言われる。 
3 代替フロンガスの一つ。 
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ETS参加義務企業 
 現行制度では発電所、製油所､製鋼工場などEU全体で約10,000の工場施設がETS参加対
象になっており、これはEUのCO2排出量の約50%をカバーしている。これに対して見直し
案では、行政負担軽減のためということでCO2排出量が10,000トン以下の工場施設はETS
への参加義務は免除される。このためEU全体のCO2排出量のうちETSでカバーされる量は
約40%に低下してしまう。そこでETS対象外の分野では後述するように国別の削減目標を
設定することが提案されている。 

 

オークション収入の使途 

前述の通り排出権取得のための入札は各加盟国が実施する。この収入は各加盟国に帰属す

ることになり、2020年にはEU全体で年間500億ユーロになるとの試算がある。この収入は
再生可能エネルギー、CO2回収・貯留(CCS)、研究開発など技術革新のための原資として期
待されている。加盟国はこの収入の最低20%をこうした目的に使用しなければならない。 
 

2.2 温室効果ガス排出量削減の国別目標(ETS対象分野外) 
 見直し後のETS制度では温室効果ガス排出量の40%しかカバー出来ないため、その他の
分野と合わせて全体としての温室効果ガス排出量削減目標を達成するために、ETS非対象
分野については加盟国別削減目標を策定した。対象となるのは建物、運輸、農業、廃棄物

処理、およびETS対象基準を下回る工場施設（CO2 排出量10,000トン未満）などである。 
 この分野では2020年までに2005年対比で10%の削減が目標になっている。達成手段のう
ちEU全体に関係するものとしては、自動車からのCO2 排出基準の強化や、省エネルギーを

促進するためのEU全体に係わる規制が挙げられる。残りは加盟国独自の取り組みに委ねら
れるが、このうちクリーン開発メカニズム(CDM)4の利用が1／3程度になると想定される。 
この目標は国別に別表の通り展開された。西欧諸国が10%～20%の削減目標であるのに
対し、東欧諸国では反対に排出量の増加が認められている（2007年に新規加盟のブルガリ
ア+20%、ルーマニア+19%など）。 
  
2.3 再生可能エネルギー促進策（国別目標の設定） 
 EU全体のエネルギー消費量に占める再生可能エネルギーのシェアは2005年は8.5%であ
った。これを2020年までに20%まで持っていくために、国別の目標を設定した。 
   

国別目標設定の手法 

 8.5%から20%へ増加させ無ければならない分(+11.5%)の半分は、各国が等しく負担する
（+5.75%分を一律割当）こととした。その上で残り半分は、各国の1人あたりGDPにした
がって調整するという手法をとった。その際、各国の既に達成された実績とそのために行

ってきた特に近年における努力を勘案した。国別目標シェアは別表に示すとおりである。   

                                                 
4 先進国が途上国で共同事業を実施し、その結果途上国で削減された温室効果ガスの削減分を投資国（先進国）
が自国の削減目標達成のためにカウントできる制度で、京都議定書で認められた制度。 
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既に再生可能エネルギーの高い諸国でも相当のシェア上昇が必要とされる（スウェーデ

ン40→49%、ラトビア35→42%、フィンランド29→38%、オーストリア23→34%、デンマ
ーク17→30%）が、実際に大きな役割を果たさねばならないのはG8メンバー諸国である大
国（フランス10→23% 、ドイツ6→18% 、イタリア5→17% 、英国1→15%）である。  
  

柔軟な運用 

 もっとも運用に当たっては、他のEU諸国で再生可能エネルギーに投資した分を自国のシ
ェアにカウント出来るという柔軟性を持っている。これはEU全体として効率的な投資を
行い、目標達成のためのコストを抑制することにつながる（総コスト削減額18億ユーロと
試算）。例えばドイツが隣国のデンマークの風力発電プロジェクトやスペインの太陽光発

電に投資して、そこで発電した電力を買い取ればドイツの再生可能電力とみなされる（国

別の電力系統をEU横断的なものにすることが前提）。あるいは英国がブルガリアなど東
欧の農業国に投資してバイオ燃料の原料となる作物を増産し、製造したバイオ燃料を輸入

する場合でも英国のバイオ燃料とみなすことができる。 

 

バイオ燃料のシェア10%基準の考え方 
 輸送用燃料に占めるバイオ燃料のシェアは、2020年には各国一律で最低10%を達成しな
ければならない。自国にバイオ燃料の原料となる資源があるかどうかは考慮されない。た

だし、自国生産品、EU域内生産品のほか、域外からの輸入品によるものでもバイオ燃料
のシェアにカウントすることが出来る。例えばブラジルからバイオエタノールを輸入する

のであっても良い。 

 ただし、その原料が生物多様性の基準を満たすこと、およびある種の土地利用の変更の

禁止を条件とする。例えば原料作物増産のために熱帯雨林を伐採するような場合は、シェ

アにカウントされない。バイオ燃料の原料についてのこの基準は、域内生産品、域外から

の輸入品に共通したものである。 

 また、第二世代バイオ燃料の開発に欧州委員会は責任を持つこととされる。 

 

編集部注 

再生可能エネルギーのうち風力、太陽光などは主に発電用に使われるので基本的には国内（EU
域内）に電源立地をする必要があるのに対して、バイオ燃料は域外からの輸入が物理的に可能であ

るので一律10%ということで、要するに今回の方針はバイオ燃料を国内生産出来ない国は輸入して
でもガソリンやディーゼルといった化石燃料をバイオ燃料に転換せよと言うことである。これは

EUの一連の方針が地球温暖化対策が起源であることを反映したものである。 
これに対して米国のバイオ燃料促進政策の起源は「国内自給率アップ」であり、バイオ燃料が食

糧と競合するなどの問題が出てきているので第二世代バイオ燃料の開発を全面に押し出しているが、

ブラジルからバイオエタノールを輸入するなどは想定外である。 

2.4 CO2回収・貯蔵について 

再生可能エネルギーの利用が進んだとしても、化石燃料はなお大きなシェアを占めてお
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り、特に発電については資源の埋蔵量などから考えても、石炭のウェイトが高まることが

予想される。こうした中でCO2 排出量の削減を進めていくためには、CO2回収・貯蔵(CCS)
を進めていく必要がある。 
そこで、回収・貯蔵したCO2が大気中に漏洩することを防止する万全のシステムを備え

たものについては、排出権取引制度(ETS)の中に取り込んでいくことを提案している。 
 
一連の提案については今後、欧州議会や欧州理事会での審議が行われる。 
 
 
参照： 
1. 提案総括 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:EN:PDF 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/80&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en 
2. 排出権取引の見直し 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0016:FIN:EN:PDF 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/35&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
3. 温室効果ガス排出量削減の国別目標 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0017:FIN:EN:PDF 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/34&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
4. 再生可能エネルギー政策 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0019:FIN:EN:PDF 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/33&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
5. 二酸化炭素回収・貯蔵について 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0018:FIN:EN:PDF 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/36&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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別表  EU加盟国別の温室効果ガス排出限度及び再生可能エネルギーのシェア 
 

エネルギー最終消費に占める 
再生可能エネルギーのシェア 

温室効果ガス排出限度

2020年(2005年対比)
ETS非対象分野 2005年実績 2020年目標 

ベルギー －15% 2.2% 13% 
ブルガリア +20% 9.4% 16% 
チェコ共和国 +9% 6.1% 13% 
デンマーク －20% 17.0% 30% 
ドイツ －14% 5.8% 18% 
エストニア +11% 18.0% 25% 
アイルランド －20% 3.1% 16% 
ギリシャ －4% 6.9% 18% 
スペイン －10% 8.7% 20% 
フランス －14% 10.3% 23% 
イタリア －13% 5.2% 17% 
キプロス －5% 2.9% 13% 
ラトビア +17% 34.9% 42% 
リトアニア +15% 15.0% 23% 
ルクセンブルク －20% 0.9% 11% 
ハンガリー +10% 4.3% 13% 
マルタ +5% 0.0% 10% 
オランダ －16% 2.4% 14% 
オーストリア －16% 23.3% 34% 
ポーランド +14% 7.2% 15% 
ポルトガル +1% 20.5% 31% 
ルーマニア +19% 17.8% 24% 
スロベニア +4% 16.0% 25% 
スロバキア +13% 6.7% 14% 
フィンランド －16% 28.5% 38% 
スウェーデン －17% 39.8% 49% 
英国 －16% 1.3% 15% 
EU27ヵ国計 －10% 8.5% 20% 

 


