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【地球温暖化特集】 

 

スウェーデンの地球温暖化対策の現状 
 
経済成長と温室効果ガス削減の両立 

スウェーデン環境省は昨年 12 月、「低炭素社会へ向けて(Towards a low carbon 
society)」と題された文書を発表した（出典 1 参照）。この中で同省は、気候変動が発生し

ていることは紛れもない事実であり、温室効果ガス排出量を、人間にも環境にも悪影響を

及ぼさないような水準に維持しなければならないと指摘しつつ、フレデリック・ラインフ

ェルト首相の率いる中道右派現政権の 2010 年までの任期において、気候問題が 重要課

題であると政府が認識している点をアピールしている。以下、主として本資料に基づき、

地球温暖化に対する同国の取り組みを簡単に紹介する。 
 
本資料の冒頭では、地球温暖化という世界規模の問題が出現し、世界中のあらゆる国が

対策をとるように求められている今日、スウェーデンが、再生可能な資源に基づきつつ、

環境という観点から見ても健全なかたちで高い成長率を達成することを通じて、世界にお

ける先進的なロールモデルとしての役割を果たしたいとの意思が表明されている。一方、

昨秋、国会に提出された予算案によると、気候変動およびエネルギー関連分野に対し、2009
年から 2011 年までの 3 年間で、合計 70 億スウェーデン・クローナ（以下 SEK）の政府

支出が予定されている(出典 2 参照)。 
 

1970 年代半ばより同国は、エネルギー源を原油からバイオ燃料などの化石燃料以外の資

源へと大胆にシフトさせることで、温室効果ガス排出量の 4 割削減を既に達成している。

実際、エネルギー供給に占める原油の割合は、1970 年に 70％だったのに対し、現在では

30％にまで低下している。その一方、再生可能エネルギーの割合は、過去 10 年にじりじ

りと増加し、1994 年に 22％だったのが現在では 28％となっている。この伸びの大半は、

バイオマス利用の拡大によるものである。とりわけ、同国の暖房市場の 40％を占める地域

暖房において、原油由来燃料が 1970 年には主たるエネルギー源となっていたのに対し、

現在ではエネルギー源全体の数％を占めるに過ぎなくなった一方、バイオマス・エネルギ

ーが 62％を占めるまでになった(出典 3 参照)。 
 
なお、1990 年から 2006 年までの温室効果ガスの削減量は 9％であったが、同時期に

GDP はプラス 44％という大幅な伸びを記録した。また、2007 年の一人あたり GDP は、

49,821 ドルで世界第 7 位であった。それに対して日本は、同時期の GDP の伸びが 20％台

にとどまり、2007 年の一人あたり GDP が 34,226 ドルで世界第 21 位であったことを考え

ると、金融危機発生以前の数字であるとはいえ、スウェーデンが温室効果ガス排出量を削

減しつつも着実な成長を達成していたことが理解される (出典 4 参照)。 
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経済成長を犠牲せずに温室効果ガスを削減するにあたって特に大きな効果を発揮した

のが、1991 年の二酸化炭素排出税の導入だったと環境省の資料では指摘されている。しか

しながら、依然としてやるべきことが数多く残されているとしたうえで、現在行われてい

る政府による取り組みが以下のように紹介されている。 
 

現在進行中の取り組み 

気候関連の研究への政府による大規模な投資が実施されている。主たる研究対象は、気

候モデル、天然資源への影響、生態系管理および生物多様性、天然資源の持続的利用、以

上からなる戦略的領域である。 
 
スウェーデンでは、これまでのところ風力の利用が遅れており、発電に占める風力の割

合は 1％未満にとどまっているが、2015 年までにこれを大幅に拡大し年間 10TWh の発電

量を達成するとの目標がすでに示されている(出典 3 参照) 。このため政府は、風力利用に

とっての障害の排除、関連知識の普及、計画のあり方の改善、計画実現までの期間の短縮

などを通じて、風力利用の促進を図るとの意図を明らかにしている。その様な取り組みの

ひとつとして、風力利用に関する全国ネットワークの設立が予定されている。設立目的は、

風力に関する知識の普及や情報提供において各地域で核となっている組織をサポートし、

風力を利用して地域が経済成長を実現するチャンスを後押しすることである。また、政府

が風力利用を強力に推進するのに伴い、「環境にとって危険な行為」の許可申請および不服

申し立ての審査、ならびに損害賠償請求などの紛争処理を行うことを目的に全国 5 ヵ所に

設置されている環境裁判所の事務手続き量が増大するのではないかと予想されている(出
典 5 参照)。これに対応するため、2 年間にわたり、年 1,000 万 SEK の予算が裁判所へ割

り当てられているほか、全体としては 2009 年から 2011 年の 3 年間で 1 億 5,000 万 SEK
の予算が風力利用に割り当てられている。 
 
持続可能な都市およびコミュニティの実現に向けた対策が実施されている。これは、国、

民間部門、地方自治体の 3 者が全国的な枠組みの中で手を携えることを通じて、持続可能

な住宅に関連する 先端の技術を PR できるようなモデル地域をスウェーデン国内に設置

することを狙いとするものである。 
 
研究開発から商業化へのステップをより容易にするための追加的な資金助成が実施さ

れている。予算額は 8 億 7,500 万 SEK で、この措置により、商業的なブレークスルー寸

前にある自動車および発電などのエネルギー関連技術や、第二世代バイオ燃料の実証用施

設への投資が可能となる。 
 
2009 年から 2011 年にかけて、市場にまだ根付いていないバイオガスや太陽電池などの

エネルギー関連技術への助成として 3億 3、900万SEKの追加的な資金が配分されている。 
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「グリーンカー」の新たな購入者に 1 万 SEK を払い戻す制度が 2007 年 3 月に導入済み

である。この制度は、高燃費の自動車および代替燃料自動車に対する需要を喚起すること

を目的とするもので、2009 年度には 3 億 2,900 万 SEK の予算が充てられている。この場

合のグリーンカーとは、二酸化炭素排出量が 120g/km 未満のガソリン車およびディーゼル

車、燃料消費がガソリンで 0.92ℓ /10km、ディーゼルで 0.84ℓ /10km、天然ガスで 0.87
㎥/10ｋｍ未満でガソリンやディーゼル以外の燃料でも走行可能な代替燃料車、電力消費が

3.7kWh/10 ㎞未満で Mk EL 規格に合致する電気自動車のことを指す。なお、今月に入っ

てさらに、グリーンカーに対する自動車税を当初の 5 年間にわたり免除する一方、それ以

外の自動車に対しては排出される二酸化炭素 1gあたり自動車税を 5SEK引き上げること、

重量物運搬車および大型バスに対する自動車税を軽減すること、ディーゼル燃料油に対す

るエネルギー税を 2013 年までに 1ℓ あたり 0.40SEK 値上げすることがエネルギーおよび

気候関連法案に盛り込まれると発表された(出典 6 および 7 参照)。 
 
国際協力 

スウェーデンはまた、温室効果ガスの削減および持続的な成長の達成を目的に京都議定

書で規定されたプロジェクト型メカニズムの推進へ積極的に取り組んでいる。すなわち、

先進国間の技術支援や資金支援により達成された温暖効果ガス削減量をそれぞれの国に再

配分するシステムである「共同実施」(Joint Implementation)、先進国から途上国への技

術移転や資金提供により達成された温室効果ガス削減量を提供元国の削減量に組み入れる

制度である「クリーン開発メカニズム」(Clean Development Mechanism)の両プロジェク

トである。 
 
なかでも、気候変動に対処するための長期にわたる世界的な取り組みにおいては、発展

途上国との協力体制の確立が極めて大きな位置を占めていることから、政府は、温室効果

ガス削減および持続可能な成長の推進を可能にするような途上国でのプロジェクト助成に

対し、2009 年から 2011 年の 3 年間で 7 億 8,800 万 SEK の予算を配分している。この予

算は、2 国間プロジェクト、あるいは多国間プロジェクトという形態で執行される予定で

ある。その際、助成対象となるのは、削減効果の高いプロジェクトや、他の手段では実現

不可能なプロジェクトに限られる。 
 
さらにスウェーデン政府は、気候変動と経済開発に関し、新たな資金拠出パッケージを

用意している。これは、気候変動に関連した開発援助への追加措置として実施されるもの

で、2009 年から 2011 年の 3 年間に 41 億 SEK の予算が割り当てられている。環境問題に

関する 2007年度の開発援助額は 10億SEKであったことと比べると大幅に増加している。 
 
このような巨額の資金拠出の根拠としては、2000 年のミレニアム・サミットで採択され

たミレニアム宣言や様々な国際会議での議決内容を統合した「ミレ二アム開発目標」を達

成するにはまず、気候変動問題への対処が不可欠である点が挙げられている(出典8参照)。
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そのうえで、気候変動に起因するリスクを軽減することや、長期的な開発計画に気候変動

への対応策を盛り込むことなどといった、 貧国による気候変動への取り組みをサポート

することがこの開発助成パッケージの主たる目標であると解説している。さらに、先進的

な技術の普及やエネルギー効率向上策の推進、森林再生を通じた途上国における温室効果

ガス排出量の削減も意図していると説明されている。 
 
気候変動と開発に関する委員会 

2007 年、政府によって「気候変動と開発に関する委員会(The Commission on Climate 
Change and Development)」が設置された。本委員会は、外務省からの予算で運営される

が、その活動は、外務省とは独立したかたちで行われる。会長を務めるのは、Gunilla 
Carlsson 国際開発協力相で、気候変動への対処と経済発展とをいかに結びつけていくかと

いう点を主たるテーマとして活動している。上述の途上国への援助を執行するのもこの委

員会の役割である。なお、2009 年 7 月に予定されているスウェーデンの EU 議長国への

就任、および 12 月のコペンハーゲン国連気候変動会議を見据えつつ、5 月には、 終報告

書が提出される予定である。 
 
委員会は現在、気候変動への対処および自然災害リスクの軽減について検討を行ってお

り、以下の 3 点についての政策提言を行う予定である。すなわち、自然災害に対して脆弱

なコミュニティや地方の災害からの回復力の向上、気候変動に上手く対応するための組織

面および財政面での仕組みの確立、新たな財源の活用のあり方である。 
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