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【環境】地球温暖化  
 

EUは京都議定書の目標達成に向けた取り組み強化が必要 
 

EU15ヵ国（2004年以前の加盟国）は京都議定書の温室効果ガス削減目標を辛うじ
て達成する見通しであることが最新の予測により明らかになった。EU15ヵ国は、2008
年から 2012 年までに地域全体の排出量を基準年（大部分は 1990 年）の水準から 8%
削減することを約束している。欧州委員会の年間進捗報告書 1 は、各加盟国で検討さ

れている全ての行動が完全に実施され、予想される排出量が削減された場合、8%の削
減は期間半ばの 2010年に達成できる見通しであると述べている。EU15ヵ国のうち 7
ヵ国は、EU法で定められた個別の排出量上限を超える見通しであると予測している。
現在 EUに加盟している 25ヵ国（EU25ヵ国）の総排出削減量は、2010年までに 10.8%
となることが予想されている。 
文末に各国の目標値と予測値を示している。 
 
Stavros Dimas環境担当委員は次のように述べる。「これらの予測は、安心の余地が

ないことを示している。先日発表されたエネルギー効率行動計画を始めとして、欧州

委員会は今後も欧州の排出量を削減するための新たなイニシアティブを進めていく。

しかし、全ての加盟国は、EU 全体の目標が確実に達成されるようにそれぞれの役割

を十分に果たさなければならない。順調に進んでいない国は、必要に応じて排出削減

の国内措置を追加的に実施するなど、それぞれの目標に到達するための取り組みを早

急に強化する必要がある。EUの第二期排出量取引制度（Emissions Trading Scheme）
に向けた国内割当計画が十分に機能するものになった場合にのみ、加盟各国は京都議

定書の義務を果たすことが可能になるだろう。」 
 
EU15ヵ国の見通し 

6 月に発表されたデータ 2によると、EU15 ヵ国における 2004 年（完全なデータが
揃っている最新の年）の温室効果ガス排出量は基準年の水準を 0.9%下回ったが、経済
は同期間に 32%拡大している。 

 
加盟各国の最新の予測によると、すでに実施されている政策・施策だけが行われた

場合、EU15 ヵ国の排出量は 2010 年までに基準年を辛うじて 0.6%下回る見通しであ
る。EU および加盟国レベルですでに合意されている追加措置が期間内に全て実施さ

れた場合は、基準年を 4.6%下回る削減が予想される。 
 

                                                  
1Report from the Commission: Progress towards achieving the Kyoto targets. COM(2006) 
658 

2http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/820&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en 
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この他、EU15ヵ国のうち 10ヵ国は、京都議定書の市場メカニズムに基づいて第三
国で実施される事業によって排出削減クレジットを取得することを計画している。こ

の計画が全て実現した場合、排出量は 2010 年までに基準年より 7.2%低い水準まで削
減されることが予測される。さらに、大気中の二酸化炭素を吸収する生物学的吸収源

を作り出す植林と森林再生活動が行われると、総排出削減量は京都議定書目標である

8%に到達することがようやく可能になる。 
 
EU15ヵ国のうち 7ヵ国は、EUの負担分担協定（Burden Sharing Agreement）で

許容された排出量を上回ると予測している。負担分担協定は 8%の削減約束を EU15
ヵ国に配分するものであり、法的拘束力を持つ国別の排出削減目標を定めている。上

述の 7 ヵ国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、アイルランド、イタリア、ポ
ルトガルおよびスペインである（文末の表を参照）。 
 
EU25ヵ国の見通し 

EU15ヵ国と異なり、EU25ヵ国には京都議定書の全体目標が設けられていない。新
規加盟 10 ヵ国（EU10 ヵ国）のうち 8 ヵ国は、排出量を基準年比 6%または 8%削減
するという内容の目標を個別に掲げている。キプロスとマルタには目標が設けられて

いない。目標を掲げる全ての国が目標を達成すると予測している。 
 
EU25 ヵ国の排出量は基準年から 2004 年の間に 7.3%減少した。予測によると、既

存の政策・施策のみが行われた場合、この数字は 2010 年までに 4.6%に逆戻りするこ
とが予想される。しかし、すでに合意されている追加的な政策・施策も考慮に入れた

場合、2010 年の排出量は基準年の水準より 8.1%低くなることが予測される。京都メ
カニズムと炭素吸収源の活用も考慮に入れると、EU25 ヵ国の総排出量は基準年比
10.8%まで削減されることが予測される。 

 
この進捗報告書および気候変動の詳しい情報についてはウェブサイトを参照された

い 3。 

                                                  
3 http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm 
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（別表） 
 

国名 ECが定める 
各国の割当目標

既存の 
政策・施策 

追加的 
政策・施策 

  義務 2010年までの予測 2010年までの予測
  (基準年比%) (基準年比%) (基準年比%) 
オーストリア -13.0% 14.8% 3.3%
ベルギー -7.5% 1.2% -0.7%
チェコ -8.0% -24.4% -26.7%
デンマーク -21.0% 4.2% 4.2%
エストニア -8.0% -56.5% -60.0%
フィンランド 0.0% 9.9% -1.9%
フランス 0.0% 6.4% 0.5%
ドイツ -21.0% -19.8% -21.0%
ギリシャ 25.0% 34.7% 24.9%
ハンガリー -6.0% -28.5% -28.8%
アイルランド 13.0% 29.6% 29.6%
イタリア -6.5% 13.9% 4.1%
ラトビア -8.0% -46.1% -48.6%
リトアニア -8.0% -50.5% -50.5%
ルクセンブルグ -28.0% -22.4% -22.4%
オランダ -6.0% 3.6% 0.7%
ポーランド -6.0% -12.1% -12.1%
ポルトガル 27.0% 46.7% 42.7%
スロバキア -8.0% -22.4% -24.8%
スロベニア -8.0% 4.7% -1.7%
スペイン 15.0% 51.3% 51.3%
スウェーデン 4.0% -1.0% -1.0%
英国 -12.5% -18.8% -23.2%
EU15ヵ国 -8.0% -0.6% -4.6%
EU10ヵ国 - -21.4% -22.4%
EU25ヵ国 - -4.6% -8.1%

次項に続く 
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国名 追加的施策、京都メカニズム、炭素吸収源 

  京都メカニズム 炭素吸収源 2010年までの予測
  (基準年比%) (基準年比%) (基準年比%) 
オーストリア -8.9% -0.9% -6.5%
ベルギー -5.8%   -6.6%
チェコ   -0.6% -27.4%
デンマーク -6.5% -0.7% -3.0%
エストニア     -60.0%
フィンランド -3.4% 1.3% -4.0%
フランス   -0.6% 0.0%
ドイツ     -21.0%
ギリシャ     24.9%
ハンガリー     -28.8%
アイルランド -6.5% -3.8% 19.4%
イタリア -7.8% -2.1% -5.8%
ラトビア     -48.6%
リトアニア     -50.5%
ルクセンブルグ -23.6%   -46.0%
オランダ -9.3% -0.1% -8.6%
ポーランド     -12.1%
ポルトガル -3.1% -7.8% 31.9%
スロバキア     -24.8%
スロベニア   -8.3% -10.0%
スペイン -6.9% -1.9% 42.4%
スウェーデン   -3.0% -3.9%
英国   -0.5% -23.7%
EU15ヵ国 -2.6% -0.8% -8.0%
EU10ヵ国 0.0% -0.3% -22.6%
EU25ヵ国 -2.1% -0.7% -10.8%

(出典：Report from the Commission: Progress towards achieving the Kyoto targets. 
COM(2006) 658) 
 
出典：Climate change: Member States need to intensify efforts to reach Kyoto 

emission targets 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1488&forma
t=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
翻訳：山本 かおり 

 


