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【地球温暖化特集】政 策 

 
EUの気候変動政策－欧州委員会の提案 

 
欧州委員会(EC)は 2007 年 1 月に気候変動とエネルギーに関する総合的な政策を発

表した（本号「欧州の気候変動とエネルギーの総合政策」参照）。これら一連の政策文

書は EC が EU 理事会および欧州議会に対して行った体系的な提案である。本号では
「地球温暖化特集」として「EU の気候変動政策」を取り上げ、その全文を紹介する

（各種エネルギー政策については今後紹介予定）。 
 

 
― EUの気候変動政策－欧州委員会の提案：目 次 － 

 
1．概要 
2．気候の課題：2℃の目標に向けて 
3．活動と非活動のコスト比較 
4．行動の利点、他の政治領域との関係 
5．EU域内の活動 
6．国際的な活動による世界規模の気候変動対策 

6.1. 先進諸国による活動 
6.2. 発展途上諸国による活動 
6.3. その他の要素 

 
 
1. 概要 
気候変動は現実に起きている。気候変動を対処可能なレベルに抑えるためには今すぐ行

動する必要がある。世界の平均気温が産業革命以前の水準と比べて 2℃以上上昇すること
を防ぐために、EUは域内において必要な施策を実施し、世界を主導しなければならない。 
 
この提案および付随する影響評価書 1 は、主要な排出主体が迅速に行動すればその

実現は技術的に可能であり、経済的にも十分対応できることを示している。これによ

って得られる恩恵は経済的コストを遙かに上回る。 
 
この提案は、2007年春の欧州首脳会議（欧州理事会）で取り上げられる。この会議

において、エネルギーと気候変動に関する EU 政策への一体的かつ総合的な取り組み
方が決定される。今回の提案は、2005年の提案“Winning the Battle against Global 
Climate Change：地球温暖化との闘いに勝つために”に引き続いて行われた。これは、
EU の気候政策に対する具体的な提言を行い、今後の EU 気候戦略の鍵となる要素を
提示したものである。気候変動政策の次の段階を決めるにあたり、欧州理事会は、京

                                                  
1 http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/iasec8.pdf 
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都議定書の第一約束期間が終了する 2012 年以降の新たな世界的合意の形成に役立つ
取り組み方を決定しなければならない。 
 
現在、先進諸国により 2020 年までに温室効果ガスの排出を（1990 年水準比）30%

削減することが目標とされている。この提案は、国際的交渉の状況から見て EU はこ
の目標に取り組むべきであるとしている。これは世界の気温上昇を 2℃以内に抑える
ために必要な目標である。EU は、国際的合意がなされるまで、また国際交渉におけ

る EUの立場を害することなく、2020年までに温室効果ガス排出を少なくとも 20%削
減することを今すぐ単独で確約するべきである。EU排出枠取引制度（EU ETS）、そ
の他の気候変動およびエネルギー政策に関わる活動によってこれを達成することがで

きるだろう。そうすることにより、EU は気候問題に関して世界にリーダーシップを

示すことができる。また、産業界に対して 2012年以降も ETSが継続される見通しを
示唆し、排出削減技術と低炭素代替物への投資を促すことになるだろう。 
 

2020年以降、発展途上国の排出量は先進国の排出量に追いつくことが予想されてい
る。その間に、発展途上国全体の排出量の増加率を低下させ、2020年以降は絶対量で
削減を行わなければならない。エネルギーと輸送に関わる広範な施策を活用すること

により、これらの国々の経済成長と貧困の削減に影響を与えずにこれを実現させるこ

とが可能である。これらの施策は、大幅な排出削減の可能性を持つだけでなく、それ

自体で経済的・社会的な恩恵を直接的にもたらしてくれる。 
 
2050年までに世界の排出量を 1990年比で 50%まで削減しなければならない。この

ことは、先進国だけで全体の 60～80%を削減しなければならないことを示唆している。
発展途上国の多くも大幅な排出削減を行わなければならないだろう。 
 

EU排出枠取引制度（EU ETS）などの市場メカニズムは、欧州およびその他の国々
が最小限のコストで確実に目標を達成する上で重要な手段となるだろう。2012年以降
の枠組みにおいては、ETSを将来の世界炭素市場の柱に据えた上で、同等の域内取引
制度との連携を可能にしていかなければならない。2012 年以降も ETS は継続される
見通しであり、京都議定書が定める「クリーン開発メカニズム（Clean Development 
Mechanism）」と「共同実施（Joint Implementation）」2 に基づく事業を通じて炭素

クレジットを取得することができる。 
 

EU および加盟諸国は、エネルギーの生産と節減に関連した研究開発への投資を大

幅に増やすことを決断するべきである。 
                                                  
2
 先進工業国が外国での排出節減プロジェクトに投資して達成された削減量を先進国自身の約束量にカ

ウントすることにより、その排出削減の約束の一部を達成することを認めるもの。JIは京都議定書目
標を有する他の先進工業国におけるプロジェクトもカバーする。一方 CDMは、発展途上国で実施さ
れるプロジェクトである。 
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2. 気候の課題：2℃の目標に向けて 
科学的な裏付けにより、気候変動への対処が急を要することは明白である。「スター

ン・レビュー3」を始めとする最近の研究は、行動を起こさないことにより莫大なコスト

が生じることを再確認している。そのコストは経済のみならず社会や環境にも及ぶもので

あり、とりわけ発展途上国と先進国双方の貧困層が影響を被ることが予想される。行動を

起こさなければ、地域と世界の安全保障に深刻な影響がもたらされるだろう。大部分の対

策は容易に実施することができる。しかし、政府はそれらを実行に移すための政策を直ち

に採用しなければならない。それに要する経済的コストへの対処が十分に可能であるだけ

でなく、気候変動への取り組みはその他の面でも大きな恩恵をもたらしてくれる。 
 
EUは、世界の平均気温の上昇を産業革命以前の水準と比べて 2℃以内に抑えること

を目指している。これが達成されれば、気候変動の影響と大規模で取り返しのつかな

い地球生態系の崩壊に歯止めをかけることができるだろう。目標を達成するためには

大気中の温室効果ガス（GHG）濃度を CO2換算で 550ppmvを大きく下回る水準に保
つ必要がある、と欧州理事会は指摘している。長期的な GHG 濃度を CO2 換算で

450ppmv程度に保つことにより、目標を達成できる可能性は 50%となる。これが実現
されるためには、世界の GHG 排出量が 2025 年より前にピークに達し、その後 2050
年までに 1990 年比で 50%まで減少する必要がある。欧州理事会は、引き続き先進諸
国が先頭に立って 2020 年までに 15～30%の排出削減を行う必要があるとしている。
欧州議会は、EUの CO2排出削減目標を 2020年までに 30%、2050年までに 60～80%
とすることを提案している。 

 
この提案は、EUと世界全体における「2℃」の目標達成を可能にする現実的で効果的

な施策を明らかにしている。影響評価書が提示する GHG排出量の推移は、「2℃」の目
標に到達するための費用効果的な筋書きを表している。影響評価書は、2020 年までの
先進国の排出削減目標を 1990年比で 30%にすることを支持している。また、先進諸国
の排出削減だけでは不十分であることも明らかにしている。発展途上国の排出量は 2020
年までに先進国の排出量を超えることが予測されており、2020 年以降に先進国が可能
な限りの削減を行っても相殺できない量に達する見通しである。したがって、気候変動

に効果的に対処するためには、発展途上国の GHG 排出の増加を抑制し、森林伐採に起
因する排出を逆転させる必要がある。さらに、持続可能で効率の良い森林政策を行うこ

とにより、森林が GHG濃度の低減に果たす役割はさらに大きくなるだろう。 
 
 

                                                  
3 気候変動の経済学の知見を提供し理解を深めるため、英国財務大臣によって依頼され、2005
年 7月に発表された。英国財務省のウェブサイトで全文の閲覧が可能。 
http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_c
hange/sternreview_index.cfm 
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3. 活動と非活動のコスト比較 
欧州委員会の 2005年の提案“Winning the battle against global climate change：地

球温暖化との闘いに勝つために”は、気候変動を抑制することで得られる恩恵は行動に要

するコストを上回ることを明確に示している。最近の研究は、気候変動の影響が広範囲に

及ぶことを確認している。この中には、農業、漁業、砂漠化、生物多様性、水資源、暑さ

と寒さに関連した死亡、沿岸水域および洪水による被害などへの影響が含まれている。 
 
気候変動の影響は地域によって異なる。EU の一部の地域では甚大な影響を被る可

能性がある。例えば欧州南部では、気候変動によって農作物の収量が減少し、暑さに

起因する死亡が増加し、夏の観光にも影響が及ぶ可能性がある。 
 
「スターン・レビュー」は、気候変動は世界が過去に経験した中で最も大きな市場

の失敗の結果であると指摘している。この失敗は、私達の経済行動を左右する市場価

格に織り込まれた気候変動のコストを含むものであり、莫大な経済的・社会的コスト

を伴う。「スターン・レビュー」の試算によると、行動しない場合のコストは世界の

GDP の 5～20%である。その影響を過度に受けるのは適応能力を持たない最も貧しい
人々であり、気候変動の社会的影響が深刻化する恐れがある。 

 
2030年までに、世界の GDPは 2005年の約 2倍になることが予測される。排出量の

多い主要発展途上国の GDP 増加率は、先進諸国より高い水準のまま推移する見通しで
ある。影響評価書は、気候変動に世界的に取り組みながら世界の成長を維持することは

十分に可能であることを示している。2013年から 2030年までに、世界の GDPのおよ
そ 0.5%を低炭素経済に投資する必要がある。これによる世界の GDP低下率は 2030年
まで僅か年間 0.19%にとどまる見通しであり、予想される GDP年間成長率 2.8%のごく
僅かな部分に過ぎない。これは必要な保険料であり、気候変動によって取り返しのつか

ない損害を被るリスクを大幅に軽減することに繋がる。最も重要なことは、低炭素経済

への投資コストが誇張されていることである。これは、気候変動対策による健康上の利

点やエネルギー安全保障の強化について修正が行われていないことに加えて、気候変動

を回避することによる損害の軽減も考慮されていないことに起因する問題である。 
 

4. 行動の利点、他の政治領域との関係 
石油とガスの価格は過去 3 年間で 2 倍になっており、これに次いで電力価格も上昇

している。エネルギー価格は今後も高い水準のまま推移する見通しであり、時間をか

けて上昇することが予想される。欧州委員会が最近公表した「エネルギー効率行動計

画（Action Plan for Energy Efficiency）4」は、資源の利用効率を全体的に高める政

                                                  
4 本レポートと同じく本年 1月 10日に欧州委員会より発表。 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/6&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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策を活用することにより、これらの政策と平行して行う排出削減を考慮しないとして

も効果を得ることができる経済的ケースが確実に存在することを明らかにしている。 
 
影響評価書は、EU が気候変動対策を行うことにより EU のエネルギー安全保障が

大幅に強化されることを示している。石油とガスの輸入は、対策を行わない場合と比

較して 2030 年までにそれぞれ約 20%減少することが予想される。気候変動とエネル
ギーの政策を統合することにより、互いの強化を確実にすることができる。 
 
また、気候変動への取り組みは大気汚染の削減にも役立つ。例えば、2020年までに

EUの CO2排出量を 10%削減することにより、莫大な健康上の利益がもたらされる（推
計 80～270 億ユーロ）。したがって、このような政策は EU が大気汚染の戦略的目標
を達成することにも役立つ。 

 
同様の利点は他の国々にも当てはまる。2030年までに、米国、中国およびインドは

国内で消費される石油の少なくとも 70%を輸入するようになる見通しである。資源が
乏しくなるほど地政学的な緊張も高まる可能性がある。また、大気汚染は特に発展途

上国で広がりつつある。他の国々における GHG 排出の削減が、これらの国々におけ
るエネルギー安全保障と大気質の改善に繋がる。 
 
5.  EU域内の活動 
(a) 排出削減目標の明確化 

EU には今なお GHG 排出削減の可能性が多く残されている。“The Strategic EU 
Energy Review”は、その可能性の多くを引き出すための施策を提案している。さら
に、「欧州気候変動プログラム（European Climate Change Programme）」の下で導
入された施策および現在進められているその他の政策により、2012年以降も排出量の
減少が続くことが予想される。 

 
EU は、国際的な合意を追求することによって初めて気候変動の目標を達成するこ

とができる。EU域内における活動は、経済成長を阻害せずに GHG排出を削減するこ
とは可能であること、そして必要な技術と政策ツールはすでに存在することを示して

いる。EUは、今後も域内の気候変動対策を継続していく。その結果、EUは国際的な
交渉の場で手本を示すことができるようになるだろう。 

 
世界の気温上昇を産業革命以前の 2℃以内に抑制することを目指す国際的合意の一

環として、先進諸国による 2020年までの GHG排出削減目標を 30%とすることを EU
と加盟諸国が提案するか否かについて、欧州理事会は決断を行わなければならない5。

EU は、国際的合意がなされるまで、また国際交渉における EU の立場を害すること
                                                  
5 実際に 2007年 3月の欧州理事会（首脳会議）で決定された。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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なく、2020年までに GHG排出を 1990年比で少なくとも 20%削減することを今すぐ
単独で確約するべきである6。ETS、その他の気候変動政策およびエネルギー政策に関
連した活動によってこれを達成することができるだろう。この決断は欧州の産業界に

対して、2012年以降に排出枠の需要が増大し、排出削減技術や低炭素代替物への投資
インセンティブが提供される見通しを示唆している。 
 
(b) EUのエネルギー政策に基づく活動 
“Strategic EU Energy Review”に沿った次の具体策により、より持続可能で安定

的な競争力のあるエネルギー・システムが構築され、2020年までに EUの GHG排出
を大幅に削減することができる。 
・ 2020年までに EUのエネルギー効率を 20%高める。 
・ 2020年までに再生可能エネルギーの比率を 20%にまで高める。 
・ 環境面で安全性の高い炭素回収・地中貯留（CCS）政策を導入する。（ex. 2015年
までに大規模な実証プラントを欧州の 12ヵ所に建設する。） 

 
(c) EU ETSの強化 

EU における CO2排出の 45%が ETS の対象となっている。2013 年以降はこの割合
を高める必要がある。ETSの再検討にあたり、少なくともこのスキームの役割を強化
する次の選択肢を考慮するべきであろう。 
・ 長期的な投資判断を容易にするため、5年以上を視野に入れた割当を行う。 
・ スキームの適用範囲をその他の GHG7および部門8に拡大する。 
・ 炭素回収・地中貯留の評価を行う。 
・ 公募の利用拡大などを通じて加盟国の割当プロセスを調整し、欧州全域の競争力を

満遍なく高める。 
・ ETS を強制力のある類似のスキーム（米国カリフォルニア州およびオーストラリ
アのスキーム等）と連携させる。 

 
(d) 輸送部門の排出削減 

EU における輸送部門の排出は増加し続けており、廃棄物、製造およびエネルギー

部門における排出削減の大部分を相殺している。輸送部門の排出に対処するためには

次の各点が必要である。 
・ 欧州理事会と欧州議会は「EU ETS」の適用対象に航空機を含めるという欧州委員
会の提案9 を承認するべきである。 

                                                  
6 これも実際に 2007年 3月の欧州理事会（首脳会議）で決定された。 
7 例えば京都議定書で対象になっているのは CO2の他にメタン(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(PSCs)、六フッ化硫黄(SF6)。 

8 3月の欧州理事会決定では「土地利用、土地利用の変更と林業、陸上輸送への拡張」が示唆
されている。 

9 2006年 12月 20日欧州委員会発表。本年 2月の環境理事会で討議されたが結論には至らな
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・ 欧州理事会は、乗用車への課税と CO2 排出量を関連づけるという欧州委員会の提

案10を承認するべきである。 
・ 自動車の CO2 排出を削減するためのさらなる施策の概要が近く提案される予定で

ある 10。この提案は、総合的で一貫性のあるアプローチを通じて 2012 年までに
120gCO2／km を目指すものである。2012 年以降のさらなる削減策の選択肢につ
いても検討される予定である。 

・ 「2010年に向けた欧州輸送政策白書（White Paper on European Transport policy 
for 2010）」およびそのレビューで述べられている施策などの需要に重点を置いた
施策を強化する必要がある。 

・ 国際的な状況を考慮し、道路の貨物輸送と船舶からの GHG排出をさらに制限する
必要がある。 

・ 持続可能なバイオ燃料、とりわけ第 2世代バイオ燃料の開発促進などにより、輸送
用燃料のライフサイクルにおける CO2排出を削減しなければならない。 

 
(e) その他の部門における GHG排出削減 
住居および商業ビル 
「建造物のエネルギー性能に関する指令（Directive on energy performance of 

buildings）」の適用範囲を拡大し、域内の性能基準を定めてエネルギー使用量の少な
い建造物を奨励することにより（2015 年を目処に広範な普及を目指す）、建造物のエ
ネルギー使用量を最大 30%削減することができる。気候変動は貧困層により大きな影
響を及ぼすため、政府は社会的な住宅供給（ソーシャルハウジング）などの特別なエ

ネルギー政策を検討する必要がある。 
 
CO2以外の GHG 

EU の排出量の 17%を占める CO2以外の GHG 排出に対処するためには、次の各点
を含む一連の施策を推し進める必要がある。 
・ 「共通農業政策（Common Agricultural Policy）」と「EU森林行動計画（EU Forest 

Action Plan）」に基づく施策を強化することにより、農業部門の排出量を削減し、
生物学的な隔離を推進する。 

・ ガスエンジンからの排出、それに石炭、石油およびガスの生産によるメタン排出に

上限を設ける。またはこれらを ETSに包含する。 
・ フッ素ガス使用のさらなる制限または禁止。 
                                                                                                                                                       
かったが、3月の EU首脳会議で、その必要性についての言及がある。 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1862&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en 

10 欧州委員会は 2月 7日、1月 10日の提案に直接続くものとして、EU理事会と欧州議会に
対してこれらの提案を行った。2月の環境理事会で討議されたが結論には至らなかった。 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/155&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://ec.europa.eu/environment/co2/pdf/com_2007_19_en.pdf 
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・ 燃焼による亜酸化窒素の排出を削減する。また、大規模な施設から排出される亜酸

化窒素を ETSに包含する。 
 
(f) 研究と技術開発 
欧州共同体の第 7次フレームワーク・プログラムでは、2007年から 2013年までの

環境、エネルギーおよび輸送分野の研究予算が 84億ユーロに増額されている。クリー
ンなエネルギーと輸送技術の開発を促進してこれらを可能な限り早い時期に配置し、

気候変動とその影響に関する知識をさらに深めるために、予算を早期に活用していく

必要がある。さらに、研究予算は 2013年以降に再度増額することが望ましい。予算に
は国レベルで行われている同様の取り組みを反映する必要がある。「戦略的エネルギ

ー技術行動計画（Strategic Energy Technology Action Plan）」と「環境技術行動計画
（Environment Technology Action Plan）」を全面的に実施すると共に、官民のパート
ナーシップをさらに促進することが重要である。 
 
(g) 結束政策 

2006 年 10 月に採択された結束に関する戦略的ガイドラインは、「構造基金
（Structural Fund）11」と「結束基金（Cohesion Fund）12」に基づく財政支援を通

じて、持続可能な輸送とエネルギー、環境技術およびエコ・イノベーションを奨励し

ている。これらの施策を現在進められている一連の計画に組み入れる必要がある。 
 
(h) その他の施策 

GHGの排出量を削減し、環境と経済が調和する政策を取り入れるために、EUは考
えられる全ての方法を精査するべきである。「ハイレベルグループによる競争力、エネ

ルギーおよび環境に関する第 2次報告書（Second Report of the High Level Group on 
Competitiveness, Energy and the Environment）」は、EUの貿易相手国が効果的な
温室効果ガス排出削減策に取り組むよう促すことが必要であり、そのためのインセン

ティブを与えることができる政策措置の可能性をあらゆる角度から分析するべきであ

ると述べている13。 
 
また、人々の意識をさらに高めることも必要である。そのために、人間の活動が気

候変動に及ぼす影響を一般市民に周知し、それらの影響を軽減するための取り組みに

人々が参加するよう促すことが重要である。 

                                                  
11 構造政策（地域支援政策）の実施のために分野によって幾つか設けられた基金で、主に地域

を単位として、プロジェクトを自治体、中央政府、欧州委員会等で協議をしながら設定し、

実施していく。（出典：外務省 EU 関連用語集） 
12 構造政策の実施スキームの一つで、運輸と環境を対象としてスペイン、ポルトガル、ギリシ

ャ、アイルランドを対象に支援を行っている。(出典：同上) 
13 欧州委員会がこの提案と同時に採択した“Strategic Energy Review”は、これに貢献する
通商政策にも言及している。 
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6. 国際的な活動による世界規模の気候変動対策 
気候変動との闘いに勝つためには、世界的な活動が不可欠である。しかし、「2℃」

の目標を達成するためには、国際的な議論を美辞麗句だけで終わらせず、具体的な約

束に関する交渉まで進展させなければならない。EU は、このような取り決めを形成

することを世界の最重要課題に据えるよう働きかけ、そのまとめ役とならなければな

らない。そうすることにより、EU 独自の立場、政策およびこの取り組みに必要な説

得力のある首尾一貫したアプローチを長年にわたり示すことができ、結果として EU
の役割を存分に果たすことができるだろう。そのためには、連携と国際的な活動の観

点から様々な方法を活用した取り組みを進める必要がある。 
 
合意を形成するための土台は存在している。京都議定書を批准していない米国やオー

ストラリアなどの国々では、気候変動の危険性に対する認識が次第に高まっており、温

室効果ガスの排出を抑制するための取り組みが地域レベルで行われている。企業は一部

の政府機関よりもむしろ長期的な見通しを持っており、気候変動対策の推進力になりつ

つある。企業は、投資を判断する為の指針として、一貫性のある安定的で効率的な政策

の枠組みを必要としている。GHG 排出を削減する技術の大半は、すでに利用されてい
るか或いは実用化に近い段階に達しており、排出量の削減が可能な状態にある（図 1参
照）。必要なのは主要排出国の協力であり、排出削減技術の配置とさらなる開発を確実

に進めていくために、これらの国々と長期的な取り決めを結ばなければならない。 
 

図 1 エネルギー燃焼に起因する世界の CO2排出を削減する技術 
出典：JRC-IPTS, POLES 
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6.1. 先進諸国による活動 
先進国の GHG 排出は、産業部門が大気中に排出する GHG 総量の 75%を占めてお

り、（主に発展途上国における）森林伐採を考慮したとしても 51%を占める。先進国は、
技術的にも財政的にも排出を削減する能力を持っている。したがって、先進国は今後

10年間の取り組みから最大限の効果を上げるよう努力しなければならない。 
 
EUもさることながら、京都議定書を批准していない先進諸国は GHG排出を大幅に

削減できる可能性を持っている。「2℃」の目標を達成するために、また 2012 年以降
の国際的合意の一環として、2020年までに先進諸国によって 1990年水準比で 30%の
排出削減を約束することを、EU は提案するべきである。排出量取引制度は、先進国

が費用効果的に目標に到達する上で重要なツールとなるだろう。「EU ETS」のような
スキーム作りは他の場所でも進められている。ETSと同様に意欲的な国内取引制度と
連携して目標達成コストを節減する必要があるだろう。 

 
2012 年以降の枠組みは、拘束力のある効果的な規定を包含することにより約束の監

視と遵守を行わなければならない。そうすることにより、全ての国々の行動の拠り所と

なる自信が育まれ、最近見られるような約束の不履行をなくすことにも繋がるだろう。 
 
6.2. 発展途上諸国による活動 
近い将来、先進諸国は自国の排出量を削減するために実質的な行動を起こさなければ

ならない。発展途上国の経済規模と排出量は絶対的にも相対的にも拡大している。発展

途上国の排出量は、2020年までに世界の排出量の 50%以上に達する見通しである（図 2
参照）。そのため、先進国による追加的な活動だけでは効果がないだけでなく、たとえ

先進国の排出量が急激に減少したとしても到底十分であるとは言えない。したがって、

発展途上国（特に主要な新興経済国）は、早急に排出量の増加を抑制するための取り組

みを開始し、2020年以降の排出を絶対量で削減することが必要不可欠である。 
 
さらに、森林伐採に起因する排出に歯止めをかけるために大規模な取り組みを行う

べきである。経済成長と貧困の削減を阻害せずにこれを行うことは十分に可能である。

経済成長と GHG 排出削減は十分に両立させることができる。影響評価書の試算によ
ると、発展途上国が気候変動政策を実施した場合の 2020年時点の GDP合計は、気候
変動政策を行わない場合を僅かに（1%）下回るに過ぎない。実際には、さらに差が縮
まると考えられ、気候変動の損害を回避することによる利益を考慮していないため、

プラスとマイナスが逆になる可能性もある。同じ期間に、中国とインドでは GDPが 2
倍になる見通しであり、ブラジルではおよそ 50%の増加が予測されている。排出量の
多い全ての主要先進国が大幅な排出削減を行えば、より説得力を持って発展途上国に

行動を促すことができるだろう。 
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すでに多くの発展途上国は、経済、安全保障または地域の環境問題に関わる政策に

よって GHG 排出増加率の大幅な削減に繋がる取り組みを行っている。発展途上国に
おける政策の選択肢は多く、利益はコストを上回る。 
・ エネルギー消費による生産性の低さに対処することにより、エネルギー費用と安全

保障への懸念の高まりを軽減する。 
・ 再生可能エネルギー政策は、農村部の電力需要を満たすなど、費用効果的である場

合が多い。 
・ 大気質政策は人々の健康を改善する。 
・ ごみ処理場や石炭層から、或いは有機廃棄物などの分解から得られるメタンは安価

なエネルギー源である。 
 

図 2 予測される温室効果ガス排出量（産業及びエネルギー転換部門、BAU14ケース） 
出典：JRC-IPTS, POLES 

 
政策の策定と立案および技術協力における優れた実践を共有することにより、これ

らの政策を強化することができる。そうすることにより、発展途上国が世界の排出削

減努力の中でより大きな役割を果たすことが可能になるだろう。EU はそのために協

力関係の継続と強化を行っていく。 
 
発展途上諸国にさらなる行動をとるよう促すためには様々な選択肢がある。 

 

                                                  
14 Business as Usual：対策を行わないケース。 
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(a) CDMへの新しいアプローチ 
京都議定書が定めるクリーン開発メカニズム（CDM）の合理化と拡大を図る必要が

ある。現在、CDMは発展途上国における排出削減プロジェクトへの投資を対象にクレ
ジットを発行している。これらのクレジットは先進国の目標達成に利用することがで

き、大量の資本と技術の流入をもたらしている。国のある部門全体が予め決められた

排出基準を超えた場合、CDMの適用範囲をその国の全ての部門に拡大して排出クレジ
ットを発行することが可能である。しかし、CDMの拡大はクレジット需要が増加して
初めて機能するものであり、全ての先進国が（自国内の削減だけでは排出削減目標の

達成が不可能なほど）大幅な削減義務を引き受けた場合にのみ実現するものである。 
 
(b) 資金へのアクセス改善 
発展途上国の経済成長を後押しする新たな発電への投資は、年間 1,300 億ユーロ以

上まで増加することが予測されている。これらの資金の大部分は主要な発展途上国自

身から拠出される見通しである。この新たな設備は、今後数十年にわたって配備され、

2050年以降の GHG排出量を決定づけることが予想される。したがって、その設備は
最先端の技術を用いたもので、発展途上国の排出を削減する絶好の機会を与えるもの

でなければならない。 
 
発電部門における CO2排出を大幅に削減するためには、年間およそ 250億ユーロの

追加投資が必要である。この差額は、上述したように CDM を拡大したとしても埋め

ることはできず、同じく開発援助によっても埋めることはできない。その代わり、CDM、
開発援助、革新的な資金調達の仕組み15、国際金融機関からの目的を定められた融資お

よび資金力のある発展途上国による取り組みを同時に行っていくことが必要である。

差額の補充が早期になされればなされるほど、発展途上国の排出量をより一層抑制す

ることができる。 
 
(c) 分野別のアプローチ 
もう一つの選択肢は、排出枠が存在する部門に部門全体を対象とした企業レベルの

排出量取引制度を導入する方法である。その目的は、発電、アルミニウム、製鉄、製

鋼、セメント、精油所、紙パルプなど、国際的な競争に晒されている多くのエネルギ

ー集約的部門の排出量を監視し、枠遵守の徹底を図ることにある。このような仕組み

は、世界レベルで或いは国レベルで導入されることが想定される。国レベルで導入す

る場合、発展途上国の仕組みを先進国の仕組みと連携させることが重要であり、対象

となる各部門の目標を先進国が設定する目標と同水準になるまで段階的に引き上げて

いく必要がある。これにより、排出量の多い施設が排出削減義務を負う国々から排出

削減義務を負わない国々に移行する可能性にも歯止めがかけられるだろう。 

                                                  
15 EUの「世界エネルギー効率・再生可能エネルギー基金（EU Global Energy Efficiency and 

Renewable Energy Fund）」など。 
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(d) 排出上限の数値化 
先進国と同等の発展水準に達している国々は、発展の度合い、一人当たりの排出量、

排出削減の可能性およびさらなる排出削減措置を実施するための技術的・財政的な能

力に応じて排出削減の約束をするべきである。 
 

(e) 後発発展途上国の約束免除 
後発発展途上諸国（Least Developed Countries：LDC）は、気候変動の影響を過度

に被ることが予想される。GHG排出量が少ないことを考慮して、これらの国々に排出
削減の義務を課すべきではない。EU は、後発発展途上諸国との連携を強化すること

により、これらの国々における気候変動への取り組みを支援する。とりわけ、食料安

全保障の強化策、気候変動の監視能力、災害のリスク管理、災害に対する備えと対処

を通じて、協力を行っていく。気候変動問題を統合するためには開発援助が必要であ

ると同時に、最も影響を被りやすい国々が気候変動に適応することができるように追

加的な支援を行う必要がある。また、EUとその他の国々は、これらの国々が CDMに
容易に参加できるよう支援していかなければならない。 
 
6.3. その他の要素 
今後、以下の点についても国際的な取り決めを行うべきである。 
 

・ 技術進歩にはさらなる国際的研究と技術協力が必要である。EUは研究技術に関わ
る他国との連携を大幅に強化するべきである。この中には、主な発展途上国におけ

る炭素回収・地中貯留を始めとする大規模な技術実証プロジェクトの実施が含まれ

る。また、国際的な研究協力により、気候変動の影響を地域レベルで数値化し、適

応と軽減のための適切な戦略を構築していかなければならない。さらに、海洋と気

候変動の相互作用の研究はとりわけ重要である。 
 
・ 森林被覆率の低下に起因する排出を今後 20 年以内に完全になくし、その後は排出
量を逆転させなければならない。森林破壊に取り組むためには、世界および国レベ

ルにおいて効果的な森林政策と経済的インセンティブを組み合わせる等の選択肢

が考えられる。国レベルの活動と国際的な支援を結びつける効果的なアプローチを

模索するために、大規模な試験計画を早期に実施する必要がある。 
 
・ 今後、気候に関する世界的合意を進めるにあたり、気候変動がもたらす不可避の影

響に世界の国々が適応していくための施策を根幹に据えなければならない。政府と

民間部門による投資の判断は、気候変動の影響に適応していく必要性を考慮して行

われなければならない。2007 年に再検討が予定されている「気候変動と開発に関
する EU行動計画」の実施に基づき、EUは気候変動への適応と軽減に関して発展
途上国との連携を強化していかなければならない。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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・ 電化製品の主要生産国がエネルギー効率基準に関する国際的な合意を結ぶことに

より、市場アクセスが改善され、GHG排出が削減されるだろう。 
 
出典：COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS－Limiting Global Climate 
Change to 2 degrees Celsius The way ahead for 2020 and beyond 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st06/st06629.en07.pdf 
 

翻訳：山本 かおり 


