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１．はじめに 

 
ロシアによる京都議定書の批准を受けて、2005 年 2 月 16 日に京都議定書が発効した。

日本は 1990 年比で 6％の温室効果ガス排出量削減の義務を、2008 年から 2012 年の間で達

成する国際的な義務を負うことになった。しかし、国内での温室効果ガス排出量削減の諸

施策を実施するのみでは、6％の削減目標には全く届かない見込みである。このため、京都

メカニズムと呼ばれる CDM（クリーン開発メカニズム）、JI（共同実施）、排出量取引とい

う制度を利用して、排出量の削減を、日本以外の地域との間で実施する必要が生じている。

対象となる取引の地域としては、中東欧地域で JI の実施を目指すとともに、ASEAN・中

国等での CDM の実施が必要となっている。 
本報告では、日本とアジアとの関係の深化が、京都議定書の発効により促されるという

点を指摘した。特に、京都議定書発効の効果を、CDM 実施という課題を通じて検討した。

CDM を実施していくためには、日本が国としての CDM から得られる利益を最大限享受す

るための戦略を持つ必要がある。こうして、京都議定書の目的に従い、日本および日本企

業が、ともに温室効果ガスを国内と国外との両方で削減することを目指すことにより、「省

エネ」実施の意味が、はじめて日本を含めたアジア全体で理解されるに至るという点も指

摘した。最終的には、日本企業の取り組みが変わる必要が生じ、日本国内の制度そのもの

の組み換えという結果がもたらされるであろうという点についても指摘を行った。政府の

役割、既存の政策の枠組みに変更を迫る大きな課題の存在が明らかとなる点も指摘した。 
 
 
２．日本のCO2対策の現状 

 
２．１ 日本の温室効果ガスの排出量  

 
 図表１で示したように、日本の部門別の CO2 排出量の推移を 1970 年代から現在まで見

ると、電力部門は景気動向に左右されてはいるものの、傾向としては漸増してきているこ

とがわかる。製造業は1970年代初めに 3億トン CO2の排出量という大台を超えたものの、

その後は 2.5 億トンレベルまで順調に漸減してきている。大幅に増えているのが運輸と業

務・家庭用で、1970 年代初めにほぼ同量であったこの 2 部門において、運輸用が 1995 年

には 2.5 億トンに達しており、業務・家庭用も 2002 年に 2 億トンに達している。運輸部門

は、製造業部門を追い抜くに至っており、運輸用において抑制がどこまで可能かが、日本
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の温室効果ガスの削減において重要となっていることがわかる。着実に増大してきている

業務・家庭用の抑制ができるのかという点も大きな課題である。 
 
図表1 日本の部門別CO2排出量推移（単位：百万トンＣＯ2） 
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 図表２で示すように、原則として 1990 年を基準に日本の温室効果ガスの排出量が算出さ

れるが、京都議定書基準年の数値で 12 億 3,690 万トン（CO2換算）である日本の温室効果

ガス排出量は、その後増大を続けている。2003 年では 13 億 3 千万トン（CO2換算）に達

しており、基準量の 12 億 3,690 万トンをすでに 2003 年で 8.0%も上回ってしまっている。

平成不況といわれる中で、産業活動の停滞により経済活動が抑制されていたにもかかわら

ず排出量は増大してきたのであり、経済動向の好不況に依存せずに、不況期においてすら

増大する構造があると見ざるを得ない。とすると、排出量の削減は極めて困難であると判

断されることがわかる。 
日本は京都議定書を 2002 年 6 月に批准しており、1990 年比で 6%の温室効果ガス排出量

の削減目標を達成する義務が生じている。2003 年において、すでに目標値から 14.0%の乖

離が生じてしまっている（8.0%プラス 6%）。しかし、年々、温室効果ガスの排出量が増大

しており、排出義務量も増大してきている。ロシアの批准により発効した京都議定書の削

減義務量を、今後 2008 年から 2012 年の 5 年間に日本が削減することは、現状では極めて

困難と言わざるを得ない。 
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図表２ 日本の温室効果ガスの排出状況（単位：CO2換算百万トン） 

温暖化係数 京都議定書
基準年数値

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

二酸化炭素（CO2) 1 1,122.3 1,122.3 1,131.4 1,148.9 1,138.7 1,198.2 1,213.1 1,234.8 1,242.0 1,195.2 1,228.4 1,239.0 1,213.8 1,247.6 1,255.3

メタン（CH4) 21 24.7 24.7 24.6 24.5 24.4 24.0 23.3 22.9 22.1 21.5 21.1 20.7 20.2 19.5 19.3

一酸化二窒素（N2O) 310 40.2 40.2 39.7 39.9 39.7 40.6 40.8 41.7 42.2 40.8 35.1 37.8 35.1 35.4 35.3
ハイドロフルオロカーボン（HFCs） 1,300 20.2 20.2 19.9 19.8 19.3 19.8 18.6 15.9 13.3 12.3
パーフルオロカーボン（PFCs） 6,500 12.6 12.6 15.2 16.9 16.5 14.9 13.9 11.7 9.6 9.0
六ふっ化硫黄（SF6） 23,900 16.9 16.9 17.5 14.8 13.4 9.1 6.8 5.7 5.3 4.5
合計 1,236.9 1,187.2 1,195.7 1,213.3 1,202.8 1,262.8 1,326.9 1,352.0 1,357.8 1,306.7 1,328.4 1,336.8 1,302.4 1,330.7 1,335.7 
（出所）環境省発表より作成（2003 年は暫定値） 
（注）温室効果ガス 6 種類のうち、日本は HFC、PFC、SF の 3 種類については、基準年

を 1995 年とする選択を行っている（この基準年に関する選択の自由は京都議定書上認めら

れている）。 
 
図表３ 京都議定書基準年比の温室効果ガス排出量の推移  

京都議定書
基準年数値

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

二酸化炭素（CO2) 0.0% 0.0% 0.8% 2.4% 1.5% 6.8% 8.1% 10.0% 10.7% 6.5% 9.5% 10.4% 8.2% 11.2% 11.9%

メタン（CH4) 0.0% 0.0% -0.4% -0.8% -1.2% -2.8% -5.7% -7.3% -10.5% -13.0% -14.6% -16.2% -18.2% -21.1% -21.9%

一酸化二窒素（N2O) 0.0% 0.0% -1.2% -0.7% -1.2% 1.0% 1.5% 3.7% 5.0% 1.5% -12.7% -6.0% -12.7% -11.9% -12.2%
ハイドロフルオロカーボン（HFCs） 0.0% 0.0% -1.5% -2.0% -4.5% -2.0% -7.9% -21.3% -34.2% -39.1%
パーフルオロカーボン（PFCs） 0.0% 0.0% 20.6% 34.1% 31.0% 18.3% 10.3% -7.1% -23.8% -28.6%
六ふっ化硫黄（SF6） 0.0% 0.0% 3.6% -12.4% -20.7% -46.2% -59.8% -66.3% -68.6% -73.4%
合計 0.0% 0.0% 0.7% 2.2% 1.3% 6.4% 7.3% 9.3% 9.8% 5.6% 7.4% 8.1% 5.3% 7.6% 8.0%  
（出所）数値は図表 2 に基づき算出 
 
図表４ 対前年比の温室効果ガス排出量の推移  

京都議定書
基準年数値

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

二酸化炭素（CO2) 0.0% 0.0% 0.8% 1.5% -0.9% 5.0% 1.2% 1.8% 0.6% -3.9% 2.7% 0.9% -2.1% 2.7% 0.6%

メタン（CH4) 0.0% 0.0% -0.4% -0.4% -0.4% -1.7% -3.0% -1.7% -3.6% -2.8% -1.9% -1.9% -2.5% -3.6% -1.0%

一酸化二窒素（N2O) 0.0% 0.0% -1.3% 0.5% -0.5% 2.2% 0.5% 2.2% 1.2% -3.4% -16.2% 7.1% -7.7% 0.8% -0.3%
ハイドロフルオロカーボン（HFCs） 0.0% 0.0% -1.5% -0.5% -2.6% 2.5% -6.5% -17.0% -19.5% -8.1%
パーフルオロカーボン（PFCs） 0.0% 0.0% 17.1% 10.1% -2.4% -10.7% -7.2% -18.8% -21.9% -6.7%
六ふっ化硫黄（SF6） 0.0% 0.0% 3.4% -18.2% -10.4% -47.3% -33.8% -19.3% -7.5% -17.8%
合計 0.0% 0.0% 0.7% 1.5% -0.9% 4.8% 4.8% 1.9% 0.4% -3.9% 1.6% 0.6% -2.6% 2.1% 0.4% 
（出所）数値は図表 2 に基づき算出 
 
 
２．２ 排出量削減のための手立て 

 
 日本政府は、2002 年 3 月に地球温暖化対策推進大綱を定め、図表５に示すような種々の

施策を組み合わせることで温室効果ガスの 6％削減を達成する計画を作成している。 
まず、エネルギー起源の二酸化炭素の排出量は、全体としては 90 年比でプラスマイナス

ゼロとする計画である。ただし、その内訳を見ると、産業部門では 90 年比で 7％の削減を

目指しており、省エネ、新エネの導入促進と原子力の導入が主立った内容である。民生部

門も削減が計画されており、90 年比では 2％の削減が目指されている。大幅な増大が避け
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られないと予測されているのは運輸部門であり、17％という膨大な増え方が予測されてい

る。運輸部門に対する温室効果ガス削減施策が、極めて緩慢であると言わざるを得ない大

綱での計画となっている。民生部門が現状で 33％の増大であるものをマイナス 2％まで削

減する計画であるのと比べても、運輸部門の現状 19.5％増大を、17％増に押えるだけに止

まる計画は整合性を持った計画であると呼べるかは、後述するように、大きな疑問と言わ

ざるを得ない。 
 
図表５ 温室効果ガスの削減策（日本のCO2排出削減必要量）    

年の速報値。 

ニズム、に関する数値は以下

暖化対策推進大綱（2002 年 3 月、改訂版）および 2005 年京都議定書目標

大綱計画では、非エネルギー起源の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の排出量につい

て

行政が組織した委員会において、2％の増大という目標を、技術

の

減

大綱2002 現状／予測 2005計画
エネルギー起源の二酸化炭素 ±０．０％ ＋１１．９％
　うち産業部門（省エネ、新エネの導入促進と原子力導入による） ▲７．０％ ▲０．０２％ ▲８．６％
　うち民生部門 ▲２．０％ ＋３２．９％ ＋１０．７％
　うち運輸部門 ＋１７．０％ ＋１９．５％ ＋１５．１％
非エネルギー起源の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素 ▲０．５％
代替フロン等3ガス（HFCｓ、PFCｓ、SF6） ＋２．０％ ±０％
革新的技術開発、国民各界各層の更なる地球温暖化防止活動の推進 ▲２．０％ ±０％
森林経営等による吸収量の確保 ▲３．９％ ▲２．９％ ▲３．９％
京都メカニズム（排出権取引、JI、CDM）による削減 ▲１．６％ ▲２．６％ ▲１．６％
合計 ▲６．０％ ▲６．０％

（注）１．現状／予測は、産業部門、民生部門、運輸部門は、2003
２．エネルギー起源の二酸化炭素の 11.9％は 2002 年の値。 
３．代替フロン、革新的技術開発等、森林経営等、京都メカ

で論述する。 
（出所）地球温

達成計画（最終案）より作成                   
 

は 0.5％の減少が見込まれている。課題となるのは、代替フロン等 3 種類のガスに対する

対策で、これら 3 種のガスに対する政府の施策が極めて不徹底であることは当初から指摘

されてきている（例えば水谷ほか（2000）参照）。政府は、代替フロンなど 3 種類のガス

の排出を抑制するとしているにもかかわらず、大綱計画の目標値では二酸化炭素換算で 90
年比で増大するとの計画となっている。増大幅は 2％である。自然界に存在しない代替フロ

ンの規制が不徹底なために 2％増の目標値となっているのであり、この点に関しては、厳し

い規制を設定することで、プラスマイナスゼロまで持っていくべきであるとの指摘が行わ

れてきた。環境 NGO が試算したところでは、増大分をゼロまで持っていくことが可能であ

り、厳しい規制を課すべきであるにもかかわらず手が打たれないとの指摘が行われている

（水谷ほか（2000））。 
こうした指摘を受けて、

進歩があったとして 1.5％の増大まで減少させる計画が検討された経緯がある。さらに、

今後、増減なしを意味する 0％まで目標値を高めることが検討されている段階にある。 
続いて、革新的技術開発、国民各界各層の更なる地球温暖化防止活動の推進による削
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と
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ら

．３ 森林吸収の可能性 

森林吸収に関して、京都議定書では、「新規植林」に加えて、「再植林」、「森林経営」と

い

して 2％が見込まれている。この施策に関しては、目的および対象となる実施主体が明確

でないとの批判があり、現在この項目を削減することが検討されている段階にある。 
以上のようなすべての施策を含めても、大綱の上では全体としては 0.5％の減少にし

ない（上記±0％、▲0.5％、＋2％、▲2％の合計より）。6％に足りない部分は、結果と

して、森林吸収で 3.9％、および京都メカニズムで少なくとも 1.6％と、これら 2 つの手段

に大きく依存するとの計画に大綱の上ではなっている。京都メカニズムに依存する必要が

ある部分がどの程度になるかは、森林吸収の 3.9％が本当に認められるかどうかで大きく異

なってくる。このため、森林吸収に関して、次に少し詳しく検討してみたい。 
 
２

う 3 種類の手法が規定されている。日本の森林の CO2吸収分の上限とされる量は、3.9％
分（1,300 万炭素トン：基準年排出量の 1%を上限とする）とされている。「新規植林」は過

去 50 年間に森林がなかった土地に植林するもので、日本では対象地がごくわずかしか存在

しない。「再植林」は、1990 年以来一度も森林でなかった土地に植林するもので、この対象

となる土地も日本ではごくわずかである。「森林経営」は、日本が最も期待をかける分野で

あり、持続可能な方法で森林の多様な機能を充分発揮するための一連の作業のことを言う

（林野庁資料より）。ただし、1990 年以降、適切な森林施業（間伐等）が行われていること

と、法令等に基づき伐採・転用規制等の保護・保全措置がとられていることが要件となる

との見解が、林野庁および環境省で構成される吸収源対策合同検討委員会から出されてい

る。この見解にそのまま従うと、森林経営の基準に従う管理が充分になされてきた森林面

積は多くないと評価されてしまう。林野庁が行った調査でも、100ha 以上の山林所有者で

は、76％が間伐を実施しているのに対して、20ha 以下の山林所有者では 38％のみしか間

伐をしておらず、日本全体としても、間伐が行われているのは 38％に止まるとの結果が出

ている（林野庁「山村所有者の林業活動に関するアンケート」）。小規模山林所有者が多い

日本では、材木価格が低下する一方、間伐実施のための賃金が高くつくために、適切な森

林管理が等閑にされてきたのが現状である。林野庁の試算においても、3.9％の温室効果ガ

ス削減を計上するには、日本の森林面積 2,500 万 ha の 7 割で適切な森林管理が行われてい

る必要があるが、2,500 万 ha のうちの 4 割を占める人工林 1,160 万 ha においては、林齢

が若く間伐等の手入れが必要であるにもかかわらず、充分な森林管理はなされていない。

また、天然生林は 590 万 ha 分の保安林・保護林および自然公園林が吸収源に計上できると

されている。それでも森林は最大で 2.9％の吸収源の効果を持つに止まるとの試算が出され

ている。その一方、政府は地球温暖化防止森林吸収源 10 ヵ年対策を 2002 年に策定してお

り、10 ヵ年で 1 兆円程度の対策費が必要となるとの試算を出している。現状の森林向けの

対策費では不十分であり、対策費を増やせば 3.9％までの管理が可能となるとの判断がなさ
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れている。このように、森林関係者に対して、管理が充分かと尋ねると、費用さえ出して

もらえれば、3.9％に達すると答えるということで、自主的に何とか 3.9％を満たそうと言

う工夫が全く見られず、補助金に依存した森林経営の現状の反映がそのまま現れている。

林野庁は、現状では森林吸収は 3.9％減の効果は得られず、3.1％から、場合によっては 2.6％
しか削減効果が生じないとの数値を表明している。こうした森林関係者の頼りない現状に

対して、日本政府の国際交渉の担当者は、3.9％を排出削減効果に含めることができる「権

利」として理解し、EU 等からの削減効果の確保に対する疑義には、日本の権利として 3.9％
を考えていると答えていくとの方針であると述べている（筆者インタビューによる）。この

ように、政府部内でも、省ごとの思惑は異なり、表明される見解が異なっているのが現状

である。今後は、森林経営に関しては、先進国である米国やカナダ等の材木を日本が輸入

している現状を押し戻し、国内材が利用されていくように流通・販売を整備する必要があ

る（武石ほか（2003）p.67 以下参照）。森林経営を立て直すためには多くの時間を要するこ

とは事実であるが、日本の材木が何故外材に敗れ販売不振となったのか、その理由を考察

し、森林経営を望ましい方向に戻していくことが必要である（例えば、安藤勝彦（2004）、
鋸谷茂・大内正伸（2003）参照）。 

２．４ 日本国内の温室効果ガス削減のための施策 

都議定書が規定する排出権取引、JI および CDM の 3 種類の排出権の市場取引の制度

の

は政府であり、企業が削減義務を負う

  
京

導入に、日本は期待せざるを得ない立場に立たされている。3.9％を予定した森林吸収の

うち 2.9％しか認められないとすると、2.6％を京都メカニズムに依存するしか手はないか

らである（1.6％プラス（3.9％マイナス 2.9％））。 
 ここで問題となるのは、京都議定書に調印したの

かどうかは、京都議定書上、各国の国内制度の制定に依存しているという点である。ただ

し、温室効果ガスを国として削減使用とする場合に、産業、民生、運輸の各部門からの排

出量をそれぞれ大幅に削減する施策の導入が必要となる。日本が国として温室効果ガスの

排出量を削減することを約束したことと、個別企業あるいは国民の一人一人が、国が行っ

た約束に拘束され、どのような義務を負う事になるかとは、別個の問題と言わねばならな

い。国内での規制がいかに定められるかは、国民世論の動向にも依存しており、また、産

業界においては、企業が温室効果ガスの排出量を削減することが自社にとりメリットがあ

るかどうか次第で排出量の削減が進む場合と、あまり効果が出ない場合との両方が生じ得

る。つまり温室効果ガスの削減は、国がどのような制度を整備するか、その制度次第とい

うことになる。国が制度導入をする際には、国民をある程度納得させることができるだけ

の大義名分が必要となる。こうした点から検討が重ねられてきているのが、環境税の導入

である。温室効果ガスの排出量を今から削減していくことが望ましい政策であることは、

国民全員がほぼ賛成する施策であると考えられる。 
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ただし、既に環境税あるいは炭素税を導入している欧州諸国において、課税比率が高い

国

れた税収の使い道である。排出権

能性

が

表6 日本のCO2排出構造（排出量は2002年）と課税の現状（単位：炭素換算百万トン） 

ただし、今後、日本全体として CO2 排出量の削減を強化する必要があることは確かであ

エネルギー源 石油 石炭 天然ガス

では、その課税額の一部を温室効果ガス排出量の多い素材系の産業に払い戻している。

日本においても、温室効果ガスの排出量に比例して素材系の産業に課税を行った場合には、

現状では、欧州各国と同じく払い戻しを行なう必要が生じる。払い戻しをしないときには、

鉄鋼産業、セメント産業、化学産業等の高環境負荷の産業に対して、国内で操業するイン

センティブを減殺する効果が生じてしまう。日本が環境税導入を急ごうとしたときに、そ

のお手本となるはずの欧州の状況を見ると、環境税（炭素税）は、実際には、多くの抜け

穴が存在しており、効果が減殺されてしまっている。 
 しかも、大きな問題となるのは、課税したことで得ら

を購入するためにロシア等の諸外国にそのまま支払ってしまうとすると、せっかく日本の

勤労者が得た所得が、国内で購買力を形成することなく国外へ出て行ってしまうことにな

る。環境税の導入は、素材系の一部企業にとっては存亡に係る決定がなされることを意味

している。それだけに、環境税を負荷せずに、民間企業の自主的な取り決めにより、温室

効果ガスの削減が達成できれば、最も望ましい結果が得られることになる。 
しかも、環境税の導入は、税収の使途を巡って、再度市場に大きな歪みを与える可

ある。課税を実施した後に、社会的公平性が維持できるかどうかという点で、大きな課

題が存在している。このように、課税に依存した政策は、2 重の意味で大きな課題を負って

いるという事が出来る。 
 
図

 

（出所）EDMC 統計より算出し作成 

輸入比率 99.7% 99.3% 96.4% ＜上流課税＞
用途課税

在庫変動 （引き上げスケジュールあり）

一次エネルギー国内供給
発電 ＜中間課税＞
電気事業者 13.7 49.1 28.1 電源開発促進税等
自家発 9.5 9.1 0.5 低額課税かつ引き下げ中
自家消費12.2

最終エネルギー消費 電力按分
産業 41.8 41.8 5.2 50.6 ＜下流課税＞
民生 28.6 38.9 9.1 56.9 　　消費税
運輸 67.9 2.5
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り、そうだとすると、現状のエネルギー課税の状況と、CO2 排出の状況を確認しておくこ

と

が高く、96％から 99％台に達している。これらの輸入エネルギー源を

国

百万 CO トンに達しているこ

と

に示すように既に存在しており、しかも課税額の引き上げのス

ケ

の可能性を考えると、課税の例としては、電力部門で賦課され

ている電源開発促進税をあげることができる。電源開発促進税は、1974 年 10 月に施行さ

れ

右記期間以前 2003年10月1日 2005年4月1日 2007年4月1日

は欠かせない。 
図表６は、日本におけるエネルギー起源の CO2 排出量を示している。石油、石炭、天然

ガスとも、輸入比率

内に持ち込んで、発電に利用している。発電分野からの CO2 排出量は、電気事業者によ

る石炭からの排出量が最も多く 49.1 百万 CO トンとなっている。続いて、天然ガスの 28.1
百万 CO トンで、石油からは 13.7 百万 CO トンである。自家発電からは、石油、次いで石

炭からの CO2 排出量が多くなっており、天然ガスからの排出量は少ない。また、発電のた

めの自家消費により 12.2 百万 CO トンが消費されている。 
最終エネルギー消費を見ると、産業用、民生用、運輸用をそれぞれ石油、石炭、天然ガ

スに分けて見ると、運輸用の石油が最も排出量が大きく 67.9
がわかる。運輸用における CO2 排出の問題は、即ち、石油消費の問題であることがわか

る。次に排出量が多いのは、産業用の石油と石炭で、ともに 41.8 百万 CO トンの排出とな

っている。民生用では石炭が 38.9 百万 CO トン、石油が 28.6 百万 CO トンである。CO2

の排出量の削減効果が大きいところを狙い撃ちした施策を導入すると、排出量は減ること

が明らかであるが、では国内の排出量を削減するためにどのような施策を導入することが

望ましいであろうか。現状の課税状況を確認する。 
図表 6 の右側に矢印で示したように、エネルギーの輸入、加工、消費の各段階において

課税が現在行われている。 
最上流課税と呼べるエネルギーの輸入段階で賦課される関税額は、引き下げが進められ

ている。上流課税は図表 7
ジュールも策定されている。用途課税としての石油・ガス・石炭に関する課税額は増額

の方向に向かっていることがわかる。各エネルギー源に対して課税が行われており、炭素

原単位での課税への組替えは、現状ですでに可能な状況となっていることがわかる。 
 

図表７ エネルギー課税の推移と予定 

（出所）EDMC 統計より 
 

LPG（トン） 670円 800円 940円 1,080円
原油（KL） 2,040円 2,040円

石炭（トン） 無税 230円 460円 700円
LNG（トン） 720円 840円 960円 1,080円

次に、中間段階での課税

ており、一般電気事業者が販売した電気および自ら使用した電気に賦課されてきている。

税率は、2005 年 4 月 1 日からは 40 銭／kWh である。引き下げが行われており、2003 年 9
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月 30 日までは 44.5 銭／kWh であり、2003 年 10 月 1 日以降から 2005 年 3 月 31 日まで

は 42.5 銭／kWh であった。今後の引き下げスケジュールも決まっており、2007 年 4 月 1
日からは 37.5 銭／kWh となる。 
一般に中間段階で課税すると煩雑な手続きとなることが知られている。特に、発電部門

にたいして、環境負荷の程度に依拠して課税すると、石油、石炭、天然ガス、さらに原子

力

環境税の精神とも合

致

ために消費税を支払うことには合

理

２．５ 日本のエネルギー源別、部門別のCO2排出量の検討 

ギー源別の CO2排出量を、

産業用、民生用、運輸用、電力用という部門別に分けて見ると、排出量は石油部門が最も

多

、水力その他風力等の自然エネルギーの分も含めてどの燃料を消費して発電したのか、

その前提に遡って課税することになり、そのための手続きは極めて煩雑となる。とすると、

仮に課税を行うとしても、現在既に実施されている用途課税としての石油・ガス・石炭へ

の課税を、環境課税へと組み替えて実施することが二重の手間を省き望ましい手法である

ことがわかる。現在は、産業融合と呼ばれる企業間の横の連携が進んでおり、例えば、石

油精製と石油化学が製品および原材料を相互に融通し合う状況が出現している。このよう

な状況が出現している以上、原料であるか、燃料であるか、あるいは製品であるかの区分

は、どのような用途に用いられたかに依存して決定すべきということになる。つまり、柔

軟に、用途に応じて課税する方針を貫くことが必要となっている。 
この用途課税に加えて、下流部門も、広く浅い環境課税を行う対象として考慮しておく

必要がある。現在は、この下流部門には消費税が賦課されているが、

する下流部門への課税は導入選択肢の一つである。 
消費者は、日々多くの購買およびサービスを受ける行動を繰り返しており、こうした購

買およびサービスを受けるための社会的な制度の維持の

性がある。消費税の場合と同じく、消費者は一人で多数の CO2 排出源となる器具を保有

している。自動車、電気器具、調理機器、冷暖房機器、風呂等、実に多様である。こうし

た多様な機器を保有し使用することで環境負荷を増大させている以上、こうした消費者を

対象にして広く薄く環境課税を行うことには合理性がある。消費税類似の課税方式が、環

境負荷軽減の目的と、さらに、徴収された税金を環境負荷軽減の目的で使用することと、

この 2 つの面から見て正当化できる。消費税類似の課税方式を消費税の外枠として、現行

の消費税に税率を付加する形で実施する可能性は、環境負荷の軽減と環境負荷軽減のため

に使用する税収の確保の目的から、将来的には検討されるべきであると考える。 
 
 

 
図表 8 で示すように、日本の石炭、石油、ガスというエネル

く、続いて石炭、それからガスという順であることがわかる。石油は運輸向けをほぼ独

占しており、液体燃料で輸送が容易である石油が運輸部門で便利なエネルギー源として大

きな意義を与えられていることがわかる。運輸向けは、石油消費のほぼ半分を占有してい
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る。石油において、運輸向けに次いで大きなシェアを持っているのが産業向けである。民

生および電力向けはシェアは小さいことがわかる。次に、石炭について見ると、電力向け

が過半を占めており、残りは産業向けとなっている。天然ガスからの CO2 排出量は石炭の

4 割に過ぎず、しかも電力からの排出量が大半である。このように見てくると、90 年比で

14％もの膨大な量の CO2排出量を削減するためには、排出量の多い部門を狙い撃ちした削

減策の導入が有効であることがわかる。第一のターゲットとなるのが、運輸部門を独占す

る石油製品の消費量を削減できないかという点である。運輸部門における CO2 排出量を減

らすために、課税制度の導入も視野に入れる必要がある。確かに課税制度に問題が多いが、

エネルギー消費が急増し、CO2 排出量も増え続ける運輸部門を狙い撃ちした課税制度は、

運輸部門の構造転換を図るために有益である。 
 

図表８ 日本のエネルギー源別、部門別のCO2排出量（2002年） 

（単位：百万トン CO2） 

地球温暖化対策推進大綱において 17％増にまで押さえ込む

見込みであるが、2003 年において既に 19.5％増であり、2005 年の政府計画に於いても、

15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）OECD IEA より算出 
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日本の運輸部門は、2002 年の

.1％増まで押さえ込むに止まり、他の部門と比べても極めて甘い計画となっている。こう

した運輸部門における対応策の欠如を補い、同部門における温室効果ガス排出量のこれ以

上の急増を避け、しかも持続可能な社会を形成する上で今後避けて通れない公共交通機関

の充実のためには、運輸部門のうちの特に自動車利用に対する課税の強化は検討されるべ

きであろう。運輸部門のうち 88％を自動車からの CO2排出量が占め、そのうち自家用自動

車からの CO2 排出量が 50％、トラックから 40％となっている。自家用車とトラックから

の CO2排出量を押さえ込むことが是非とも必要となっている。 
自家用車に対する課税の多寡が、車種選択に大きく影響することはよく知られている。

 10



1989 年に政府が導入した大型乗用車に対する課税の大幅引き下げ（自動車重量税の大型車

向

た自動車課税の強化であることは明白である。 

行政の見

直

野別のCO2排出比率(2002年) 

より算出 

おり、どの部門で CO2排出量が多いかが

かる。最も多いのが、運輸・石油であり、最大シェアの 22.2％を占めている。次いで、

鉄

千トン 比率

鉄鋼用・石炭 32,583 10.7%

けの引き下げ）は、大型車の増大を生み、平均燃費は明らかに低下したことが知られて

いる（水谷（2000）p.69）。 
 著しく増加しつつある自動車部門からの CO2 排出量の増大に対して、政府が採用すべき

政策は、CO2排出量にリンクし

また、自動車関連では、既存の自動車のカーエアコンからのフロン・代替フロン回収規

制の強化策も合わせて必要となる。さらに言えば、自動車に過度に依存した道路

しも大きな課題である。現在では、そもそも自動車の絶対数の引き下げを目指した政策

が必要となってきているとの認識を持つ必要を指摘しておきたい（杉田（2003）参照）。こ

のように、燃費が明らかに悪化する大型自動車（特に大型乗用車）を狙い撃ちにする車両

重量税の引き上げは、CO2 対策として有効である。このように、即効性のある CO2 削減施

策の実施のためには、課税強化を行う部門等をある程度狙いを定めた上で対策を打ってい

く必要がある点を指摘しておきたい。 
 
図表９ 日本のエネルギー源別、産業分

（出所）METI および OECD IEA 資料

 

家庭用・電力 28,921 9.5%
業務用・電力 28,021 9.2%
鉄鋼用・電力 10,231 3.3%
金属機械・電力 9,293 3.0%
化学工業・電力 8,825 2.9%
化学工業・石油 8,508 2.8%
家庭用・ガス 5,455 1.8%
窯業土石・石炭 5,344 1.7%
紙パルプ・電力 5,133 1.7%
農林業・石油 5,002 1.6%
その他計 90,538 29.6%
合計 305,729 100.0%

運輸・石油 67,875 22.2%

図表 9 は、図表８をより詳細に区分して示して

わ

鋼用・石炭が 10.7％であり、第 3 位が、家庭用・電力の 9.5％となっている。第 4 位は、

業務用・電力 9.2％となっている。以上が 9％を超える部門であり、その他の部門はいずれ

も 3％台かそれを下回っている。第 5 位以降は、鉄鋼用・電力、金属機械・電力、化学工業・

電力、化学工業・石油が続いている。これらの単独で多くの CO2 排出を記録している部門

に注目しつつ、CO2排出量を削減する必要がある。 
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２．６ 産業部門のエネルギー効率向上、CO2削減のための自主的取り組み 

、経済団体連合

が自主行動計画を実施するとともに、省エネ法の強化が行われている。省エネ法では、

運

量削減が充分に行われるのかという点である。そもそも京都議定書を批准し

 

画のうち、排出量が多い上位 7 団体の目標達成の可能性

盟は 182 百万トン CO2／年と排出量が群を抜いて多いが、1990 年

で 10％の削減目標を設定しており、目標達成の可能性はあると自己評価している。削減

目

年間排出量百
万トンCO2

削減目標
（1990年比）

達成可能性

1 鉄鋼連盟 182 10% △ エネルギー消費量

 
エネルギー起源の CO2 排出量の削減のための取り組みとして、日本では

会

輸、物流、荷主、それに建築物に対して強化された省エネ基準が拡大適用されてきてい

る。また、電気と熱の一体管理を強制する規制も導入が進められている。今後は、温暖化

ガスの排出量公表を義務付け、将来的には、CO2 排出量の記録簿となるインベントリーの

作成に向かうことで、国内での排出量取引がいずれは行われるようになると予測すること

ができる。 
 問題となるのは、経団連自主行動計画の達成目標に依存して、産業部門における温室効

果ガスの排出

削減義務を負ったのは国であり、規制緩和と呼ばれる「官から民へ」という業務の移管を

進める中で、かつて保有した既得権を次第に失いつつある行政側が、温室効果ガスの削減

という国の目標が出来たために巻き返しを図っているとの声すら聞かれるのが現状である。

自主行動計画を提出した経団連加盟の業界団体は、行政側から目標達成度に対する入念な

チェックを受けるようになってきている。 
 
図表10 経団連の自主行動計画 

（出所）経団連より 
 

2 化学工業協会 76 10% ○ エネルギー原単位
3 石油連盟 44 10% ○ エネルギー原単位
4 電気事業連合会 39 20% △ CO2原単位

5 日本製紙連合会 26 13％/10％ ○ エネルギー原単位/CO2原単位

6 セメント協会 22 3% ○ エネルギー原単位
7 電気・電子4団体 18 25% ▲ CO2原単位

図表 10 は、経団連の自主行動計

を示している。鉄鋼連

比

標達成の単位として、エネルギー消費量を掲げており、排出総量の削減が目標量となり、

90 年比で排出総量の削減が確保される目標設定となっている。第 2 位の排出量となってい

るのは、化学工業協会であり、10％削減目標で達成は可能と自己評価している。ただし、

達成度を評価するのに用いる指標はエネルギー原単位であり、エネルギー原単位が低下し

た場合に必ず CO2 排出量が減少するかどうかは、実際の排出量の数値で別途確かめる必要

が生じている。削減目標が大きいのは電気・電子 4 団体の 25％、および、電気事業連合会

の 20％である。特に、電気・電子 4 団体は、液晶プラズマテレビをはじめとして国内工場
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の増設があったために 25％の達成はほぼ不可能という状況にある。好調な業種では、90 年

比で温室効果ガスを削減するという目標の達成は当然不可能となっている。このように、

削減目標が達成できない部門では、他の削減量を余分に得たところから融通を受けるか、

あるいは海外から調達するしか目標を達成する道がなくなっている。このように見てくる

と、京都メカニズムの実施により JI および CDM に依存する部分が、民間企業においても

存在することがわかる。このように、民間企業が、経団連の自主行動計画という、日本国

内での温室効果ガス削減目標を設定したことで、アジアでの CDM 実施が不可欠となる状況

が生じていることがわかる。日本国内で生じた事情が、そのままアジアに影響を及ぼすこ

とになっているのである。 
 

 
３．アジアでの取り組みの必要性 

 
．１ アジア諸国のCO2排出量 

図表 11 は、アジア諸国の輸送、民生、製造業、電力という部門別の CO2排出量の比較（2002
および製造業からの CO2排出量が 6 割から 8 割を占め

おり、電力部門からいかにして CO2 排出量を削減するかが大きな課題となっていること

日本が 2％という低い伸

３

 
 

年）である。アジア各国とも、電力

て

がわかる。国別では、中国は既に日本の 3 倍の CO2を排出しており、中国の製造業は、日

本全体のCO2排出量と同じだけのCO2排出を行っている。中国の電力からのCO2排出量は、

日本全体の CO2排出量の 1.5 倍に達している。 
 
図表11 アジア諸国の部門別CO2排出量（2002年）（百万トンCO2） 

 3500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）OECD IEA、中国統計年鑑より算出 
アジア諸国の CO2排出量の 90 年以降の年平均伸び率を見ると、
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びであるのに比べ、韓国・マレーシア・インドネシアは 10％を超えている。その他のアジ

れらの高い伸びは、いずれの国も石炭消費を

らの排出量も著増し

、

ア諸国も 8％前後と高い伸びを示している。こ

特に発電用に増大させているために生じている。発展途上国では、安価でしかも価格変動

が少なく、供給途絶の心配も少ない石炭への依存度を高めている。 
 図表 12 は、アジアの 3 大 CO2排出国である中国、日本、およびインドの電力、製造業、

民生用、輸送用の各部門別の CO2 排出量の推移を示している。図から明らかなように、中

国の電力からの排出量が急増していることがわかる。インドの電力か

ているが、アジア全体の CO2 排出量の増大をもたらしているのは、中国の電力部門である

と言える。中国の電力の 90 年以降現在までの伸び率は年 8％であり、インド電力は同 7％
の CO2 排出量伸びとなっている。また、中国の製造業からの排出量も大きい。ただし、中

国の統計では、製造業の CO2排出量は 95 年をピークとして一度削減されたとされる。 
 このように、アジアの 3 大 CO2排出国のうち、最も注目すべきなのが、図表 12 で示した

ように、中国の電力であるが、以下、中国の製造業、インドの電力、中国の民生用、日本

の電力、日本の輸送用、日本の製造業、中国の輸送用、インドの製造業、日本の民生用

インドの民生用、インドの輸送用の順となっている。 
 
図表12 アジアの3大CO2排出国の部門別排出量推移 

（百万トン CO2） 
 
 中国

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）ADB および OECD IEA より算出 
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３．２ アジアのエネルギー多消費産業の環境負荷性の比較 

図表 13 は、アジアのエネルギー多消費産業の環境負荷性の比較を行うために、セメント

てきているかを示している。

本はセメント産業において 90 年代前半まで高効率性を維持し、アジア諸国の中で抜きん

出

） 
 

、電力産業を取り上げ

数値を抜き出して CO2 排出量を発

電力量で割ると、図表 14 で示すように、アジア諸国中で見て、日本が一貫して発電１単

位

で CDM を実施する必要があり、アジア諸国においても排

 

産業を例にとって、アジア諸国がどの程度効率性を向上させ

日

た存在であったことが図表 13 から読み取れる。日本は、70 年代に回転窯（SP キルン、

NSP キルン）の導入により高い効率性を維持してきたが、90 年代後半に、これらの回転窯

をアジア諸国が導入し、急速に効率が改善し、性能面で日本がアジア諸国に取り込まれる

状況が生じてきていることがわかる。つまり、アジア諸国が、90 年代に急速に日本の環境

負荷のレベルに追いついた状況が、セメント産業では存在する。なお、CO2 比較とは別途

に、セメント産業のエネルギー効率を比較してみると、日本と他のアジア諸国の間の格差

は 2 倍程度まで縮小していることがわかる。 
 

図表13 アジアのエネルギー多消費産業の環境負荷：セメント産業の例 

（M トン CO2排出量 ／セメント生産百万トン

 インドネシア

 
 
.8

 
 
 
 
 
 
（出所）CENBUREAU、ADB,OECD IEA より算出 

次に、アジアのエネルギー多消費産業の環境負荷性の比較として
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て考察してみる。電力産業のうち、石炭火力発電のみの

電

当りの CO2排出量が少なく、環境性が良いことがわかる。しかし、2002 年の数値で見て、

台湾および韓国は、日本に環境負荷性の点で肉薄しつつある。次いで、香港および中国が

第２グループを形成している。 
以上見てきたように、日本が京都議定書を批准し、温室効果ガスの削減義務を負ったこ

とで、国内で排出量削減を目指す必要が生じ、国内だけで削減量を満たすことが出来ない

ことから、アジア諸国を巻き込ん
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出

い

 

．１ CDMの実施プロセス 

CDM に関しては、排出削減義務を負わない途

の CO2 排出量の削

ある。そのため、CDM として認定されるため

査

量を削減できるかどうか、省エネの可能性を探る必要が生じてきていることがわかる。 
セメント産業のように、日本が 70 年代に導入済みの技術を、アジア諸国が新しく導入す

ると、そのプラントの効率は日本を上回ることが往々にしてあり、その場合には、CDM を

実施して CER と呼ばれる CO2の排出権の発行を受けることは困難となる。普通に普及して

る技術であれば、商業ベースで実施できるはずであると考えられてしまうからである。 
一方、日本が現状において省エネ性でリードしている部門においては、CDM を実施して

CER を獲得する可能性がある。図表 14 で示した発電向け省エネシステムの導入（高効率

ガスタービン、超々臨界発電等）の場合、CDM に取り組む価値があると考えられる。 

図表14 アジアのエネルギー多消費産業の環境負荷：石炭火力発電の例 

（単位：Mt of CO2 per TWh） 
 
 ベトナム
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（出所）ADB,OECD IEA データより算出 
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４．日本のCDMへの取り組み 

 
４

 

に認めると、地球全体として

が

を経る必要があり、さらに事実上、世界的に活

となっている。 
しかも CDM 実施に際しては、追加性（additi

認証がなされない。追加性とは、CDM プロジェ

 16
上国で実施する際に排出量の削減を無制限

減という目的を骨抜きにしてしまう可能性

には、国連および CDM 理事会における審

年

躍する有力 NGO の意見も反映される状況

onality）が認められないと CDM としての

クトを実施しなかった場合には削減が生じ



なかったという判断基準で、しかも、実施していないときに生じていたであろう排出量（こ

れ

かも、方法論（メソドロジー）がそもそもパネルで承認されないために、日本

お

 
（出所）各種資料に基づき筆者作成 

をベースラインと呼ぶ）との比較での減少が生じていることが重要となる。また、排出

権（CER）の価値に依存することなく、初めから商業ベースで実施できる収益性の高いプ

ロジェクトは、CDM とは認められない。したがって、ちょうど排出権（CER）の価値を含

めたときに初めて収益性の成り立つプロジェクトであることが要請されていることになる。

CER を含めても成り立たない場合には、採算性が成り立たないので、誰も実施しないから

である。 
この場合、ベースラインの推移、即ち、CDM プロジェクトを実施しなかったときに排出

量がどうなっていたかを含めて明らかにすることは、実際にはたいへん難しい作業となっ

ている。し

よび CDM を実施するホスト国での審査に入れないプロジェクトも現状では多く存在し

ている。図表 15 は、CDM の実施プロセスを示している。 
 
図表15 CDMの実施プロセス 

 
プロジェクト計画事前準備

難関：商業性、ベースライン設定、追加性

日本政府審査

アジアCDMホスト国審査

運営組織（OE）による有効化審査（Validation）

パブリックコメント

有効化報告書

CDM理事会審査 難関：リーケージ

登録決定（Registration）

プロジェクト実施 企業BS／PL計上
ホスト国課税

モニタリング

検証（Verification)

認証（Certification）

CERの発行

日本国内のレジストリーへの払込
CERの移転完了

方法論の承認
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CDM の認証は、プロジェクト計画事前準備から始まる。プロジェクトの実施のためには、

その方法論（メタン回収等）が承認されている必要がある。承認のための要件としては、

商業性、ベースライン設定、追加性をあげることができる。現在、新たに方法論の承認を

得るためには時間を要しており、すでに認められた方法論に則って審査に移ることができ

れば時間の節約が可能となる。方法論が承認されているのは、2005 年初めで、16 件のみで

あり、その内容は、メタン回収（9 件）、代替フロン回収、燃料転換、バイオマス コージ

ェネ、水力発電となっている。 
 方法論の承認に続いて必要となるのは、日本政府の審査である。日本政府は CDM の促進

を図るために、環境省および経済産業省にヘルプデスクを設けて、審査申請にあたっての

支援を行っている。日本政府の審査とともに必要となるのが、CDM を実施しようと計画す

る国（CDM ホスト国）における審査である。京都議定書を批准しており、審査機関を設置

してスタッフの教育を進めていることが、CDM プロジェクトを進めるにあたっては必要と

なる。これはキャパシティ・ビルディングと呼ばれるが、制度の整備、人材の育成という

時間を要する準備作業となる。 
 その次に必要となるのは、登録された運営組織（OE）による有効化審査（Validation）
である。この審査を経た後に、パブリックコメントを求め、それらコメントへの回答およ

び対応をすべて終了させると、有効化報告書の作成に至ることができる。こうしてすべて

の準備作業を終了させた後に、漸く CDM 理事会での審査までこぎつけることができる。た

だし、CDM 理事会での審査においては、リーケージに関する審査が重要となる。リーケー

ジは、プロジェクトの実施範囲を超えた条件の変化であり、代替フロンを回収し温室効果

スの削減を達成したときに、他の代替する冷媒が増加してしまわないかという点まで明

かにす必要が生じる。 
とができると、続いて、登録決定（Registration）と

な

E（運営組織）によりモニタリングされる必要があり、検

ガ

ら

CDM 理事会での審査を済ませるこ

る。こうしてプロジェクト実施に移ることになるが、CDM を実施するということは、企

業に何らかの利益を生み出す CER が記録されることを意味しており、企業会計上で貸借対

照表（BS）および損益計算書（PL）に記載する必要が生じる。このことは即、ホスト国か

らの課税を招く可能性を意味しており、消費税、法人税、事業税、移転価格税制等、各種

租税法上での明確な規定の制定および運用規則の明確化とその確認がなされていないと、

企業は多大のリスクを負うことを意味している。 
 プロジェクトの実施過程は、O
証（Verification)を受けることになる。このようなすべての段階を経た後に、認証

（Certification）を受けることができ、CER の発行、そして日本国内のレジストリーへの

払込、CER の移転完了が完成することになり、漸く日本が排出削減量を国外から取得した

ことになる。 
 CDM を実施する際に問題なのは、CDM は削減義務を負わない途上国の排出削減量を、

日本の総排出枠に加算する制度であるために、その審査が厳格になされるという点である。
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2005 年初め現在、CDM 理事会に登録されたのは 2 件のみとなっていることからも、CDM

ら、日本の CDM 実施の可能性をまとめておくことにする。検討

す

なかった場所への植林であり、そうした

989 年以前に森林でなかった場所に植林することであるが、この基準に当て

ると、吸収源 CDM への取り組みは、小規模植林および再植林を、利益計上に拘らな

NGO が主体となって進め、一部では企業が担う場面も出てくるという規模に止まると考

という意味では、ODA に類似した面が強いアジア諸国で

地域貢献の一環として取り組みがなされると予測される。 

クトは多くの人

が

を実施し、排出削減量を国外から取得することが難しいことがわかる。また、CDM プロジ

ェクトを実施するためには、多大の文書を作成する必要がある。こうしたドキュメンテー

ション費用の負担は大きく、CDM プロジェクト一件で 1 千万円を超えているのが現状であ

る。 
 
４．２ CDM実施可能性の評価 

 
 今まで行ってきた検討か

るのは、①吸収源 CDM への取り組みの可能性、②エネルギー転換／メタン回収／代替フ

ロン転換への取り組みの可能性、③省エネ手法活用の可能性である。 
①吸収源 CDM への取り組みについて見ると、アジアにおいて CDM を実施しようとする

際に、森林管理、新規植林、再植林の 3 手法のうち、森林管理は規定上 CDM として認め

られないことになっている。日本国内では重要な施策となっている森林管理が、アジアで

は CDM として認められない。 
次に、新規植林は、過去 50 年間、森林が存在し

場所であることを証明すれば CDM と認められるが、その証明を獲得するためには多大な努

力が必要となる。対象となる場所に関する土地管理台帳が存在すればよいが、そうした記

録が存在しない場合には、土地の古老からのヒアリング等を行う必要が出てくると考えら

れており、どこまで認められるかは現状では不明である。 
再植林は、1

はまる適当な場所は、極めて限られると考えられている。 
 しかも、CDM には商業植林を含まないとされており、商業的に成り立つプロジェクトは

CDM の対象から除外されている。さらに、CDM となるためには、過去の炭素蓄積量の提

示が要請されており、しかも有効期限が設定されるプロジェクトもあり、一部の CDM 対象

プロジェクトは 2012 年で失効すると見なされてしまう。CER として認められる期限が存

在することは、プロジェクトへの取り組みを躊躇させるに充分な制約である。このように

見てく

い

えられる。つまり、NGO が担う

の

 次に、②メタン回収／代替フロン転換／エネルギー転換について見ると、温暖化効果が

大きいメタンおよび代替フロンを回収するプロジェクトは、各国とも少なくとも 1 件ずつ

は成立すると考えられている。しかし、効率良く成り立つこれらプロジェ

取り組みたいと希望し、各国一件ずつ立ち上がった後は、回収が行われるために、市場

は満杯となり、その後は新規に立ち上がることはない。したがって、次は、エネルギー転
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換へ向かわざるを得なくなる。石炭・石油から天然ガスへ、発電・コージェネ燃料として

の天然ガス利用の拡大が CDM として取り組まれることになる。しかし、天然ガスが容易に

入

性が向上するのだという理解

が

し、しかも CDM 事業として仕

、義務的に負う状況が今後

であることが明らかとなっていくはずで

が再認識

さ

きている。 
図表 16 に示すのは、石油精製・石油化学統合化が行われている事例である。中国の

手できる場所であれば、石炭・石油から天然ガスへの転換は進むが、こうしたプロジェ

クトに取り組める地域は、限定されてしまう。 
 このように予測すると、最後に重要視されるのが③省エネ手法の活用となる。 
省エネの実施とともに CO2 排出量を削減する手法が、アジア地域内で熱心に探されるよ

うになると予測できる。こうして、省エネ導入により、経済

アジア地域内で高まり、しかも、その効果の派生として環境負荷の軽減を目指す機運が

アジア内で拡大することになると予測される。省エネを導入

上げるまでには、追加性の証明、ベースラインの証明等まだまだ難しい論点が存在してい

るが、CDM 事業の一環としてのコージェネ導入といった事業が、いずれはアジア地域内で

認知され広まっていくと考えられる。 
 
 
５．日本企業の課題 

 
 前節までにおいて、日本企業はアジア地域での CDM の実施に取り組むようになると予測

できることを述べた。日本企業が、温室効果ガスの排出削減を

増えてくると予測される。そうした場合に、個別の企業はどのように行動することになる

であろうか。米国で硫黄酸化物（SOｘ）の排出規制を約 250 ヵ所の石炭火力発電所に課し、

かつ、排出権取引を導入した事例においては、企業は、いずれ削減しなければならないと

わかっているため、早期の削減に雪崩を打つという傾向が生じることがわかっている。CDM
への取り組みにおいても、個別の企業は、いずれ削減義務が強化されると予測できるとき

には、前倒しで取り組むようになると考えられる。しかも、排出量取引の市場を考えた場

合、商品先物市場の動向から明らかなように、投機筋の参加により排出権価格は乱高下す

る可能性が高い。こうした不安定性を回避したいと日本企業が考えた場合に、最も着実な

温室効果ガスの排出削減方法は、国内での省エネ

ある。このように、CDM・JI 取引価格との比較により、国内での省エネの有利さ

れて、省エネ・ブームが出現すると予測される。既存の効率化策を超えた取り組みが要

請されるようになると考える。 
次の石油産業および石油化学産業の例を見ながら検討してみる。 

 日本では、製油所は最も新しいものでも 1975 年に建設した 30 年近く経った設備が、補

修と増設されながら運転されてきている。日本のエンジニアリング会社は、新しいコンセ

プトで製油所および石化プラントを建設しようという場合には、最新のノウハウを中国あ

るいは中東等の新規製油所に盛り込んで
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SINOPEC の子会社にあたる中国石油上海石油化工股分有限公司の製油所のプロセス図を

。同設備は、原油処理能力 18 万バレル／日で、中東輸入原油対応の

め常圧蒸留・減圧蒸留設備の増強が進められている。中東諸国および中国をはじめとし

（出所）東西貿易通信社「中国の石油産業と石油 工業」2004 年版より要約して作成 
 
 日本においても、日本における石油精製と石化との融合の必要性は次第に理解されてお

り、国内施設の効率化策としての産業融合、つまり資本関係を超えた統合オペレーション

の実施へ向けた取り組みは、コンビナートルネッサンスという施策として取り組みが始ま

っている。図表 17 は、水島コンビナートルネッサンスの例であるが、三菱化学とジャパン

エナジー、 本石油精製との連係の強化が図られており、製油所 は操業の一体化

に向けた取り組みが進められており、両社間を結ぶ水島港を横断する海底パイプライン（70
億円）が建設されている。ただし、水島コンビナートを形成するコスモ石油の水島製油所

、四国の坂出にあり、三菱化学の水島工場へのプロピレンの供給は船により行っている。

一体化を目指すと言っても、先に図表 16 で見た、石油精製と石油化学の統合化が実現して

いる設備の効率的な運転条件と比べると、日本での取り組みに限界があることは明らかで

簡略化して示している

た

て近年建設される石油精製および石化プラントは、両者を統合化することで競争力の強化

を目指している。この中国石油上海石油化工股分有限公司の製油所・石化プラントは、中

国でも 4 大コンプレックスの一角を形成する拠点となるプラントであるが、石油精製およ

び石化プラントの統合化が図られている。しかも、中国では、石油産業の対外開放スケジ

ュールが WTO 加盟の条件として設定されており、BP、シェル、BASF、エクソンモービ

ル・サウジアラムコの各大型プロジェクトが稼動へ向けて建設が進められている段階にあ

り、今後、続々と統合化プラントが立ち上がってくる予定である。 
 
図表16 中国における石油精製・石油化学統合化の例（SINOPEC・中国石油上海石油化工

股分有限公司） 

芳香族 ベンゼン
ナフ

大慶原油 常圧蒸留 スプリッター 分離 ポリエステル・PET

　　灯油

 
化学

新日 と石化

ディレード 　　重油 C9石油樹脂

サ 接触改質 抽出 キシレン

　ガソリン
減圧蒸留 水素化 　軽油

・塩ビ・SM・EG
水素化 チレン アセト デヒド・酢酸

減圧蒸留 残渣油
C6－C8アロマ・芳香族プラントへ

精製

コーカー 石油コークス

精製 HDPE・LDPE
エ アル

分解
勝利原油 常圧蒸留 エチレン アクリル繊維

クラッカー プロピレン
C4留分 ブタジエン・C5石油樹脂

分解 水素化

は
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ある。 
日本では、コンビナートルネッサンス事業は、水島のほか、鹿島（茨城県）、川崎、千葉、

徳山（山口県）で実施されている。 
重要な点は、アジアでの CDM への取り組み開始により、国内・国外を常に比較した競争

力強化が必要となるということである。また、プロセス、運転、保守、物流、購買、販売

等、個別の最適化を超えた、抜本的・総合的な取り組みが求められるという認識が必要で

ある。さらに、省エネの重要さが理解されることにより、温室効果ガス排出量の削減も目

指されるようになる。このように、アジアでの CDM への取り組みが開始されたことは、国

内での取り組みの強化を促すと考えられる。 
 

表17 水島コンビナートルネッサンス      

  

検討してきた CDM への取り組みが本格化する中で、日本の状況に対する変更が要

請

 

になり、企業にとって耐え難いコストの

大を招くからである。既存の他省をも巻き込んだ形で、統合化された政策枠組みでの施

および国外での企業の効率性の比較を要請する。また、環境負荷性を

国内および国外の部門別に細かく比較検討する必要を生じさせる。こうした中で、国内の

図

（出所）各種資料に基づき筆者作成 
 
６．日本政府・行政の課題および日本への影響とアジアへの再波及 

 
６．１ 日本への影響－日本政府・行政の課題 

 
以上、

ジャパンエナジー（水島） 旭化成（水島） 443千トン/年

ナフサ、ＦＣＣプロピレン購入
新日本石油（水島）

コスモ石油（坂出） 三菱化学（水島） 475千トン/年

山陽石油化学

される。それは、「日本の環境対策のための政策枠組みの組替え」が要請されるに違いな

いという点である。 
従来、企業への支援強化を目指す省として経済産業省が機能してきたが、企業および消

費者全体に対応する施策体系の形成を目指す省として、経済産業省が変化を遂げる必要性

が出てきているとの認識が必要となる。こうした役割を果たす省の名称は、例えば、「サス

テナビリティ省」といった名称になると考えられる。  
 なぜそのような政策枠組みの変化が必要とされるかと言うと、環境対応での行政施策の

二重化が、企業に対し多大なリスク惹起すること

増

策の実施、例えば、CDM の実施と支援に向けた施策の形成が求められる。CDM への取り

組みの開始は、国内
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施策の体系にも、そして組織そのもののあり方にも見直しが必要となる。 
 米国での現状が示唆するように、経済の動向を消費が決定する要素が今後ますます高ま

ると予測される。供給でなく、消費が経済の牽引役を果たすと考えられる以上、企業およ

び消費者全体に対応する施策体系の形成を目指す行政機能が必要となる。こうした政策枠

組みが存在すれば、その組織は、下流課税としての炭素税あるいは環境税を賦課する主体

となることに妥当性が出てくることになる。徴税を行った後に、その税収を責任を持って

確な使命の下で支出していく役割を果たすことも、このような組織を形成することによ

り、はじめて可能となるはずである。図表 18 は、政策枠組みの組替えの必要性を示すため

作成したものである。 
 

表18 日本の環境対策の政策枠組みの組替えの必要性（数値は、炭素換算百万トン） 

明

に

図

エネルギー源 石油 石炭 天然ガス

輸入比率 99.7% 99.3% 96.4% 上流課税

在庫変動
課税額増進行中

　　　（企業および消費者全体に
体系の形成

一次エネルギー国内供給 　　　　サステナビリティ省

電気事業者 13.7 49.1 28.1

経済産業省
（企業への支援

産業 41.8 41.8 5.2 50.6

 

　　　　対応する施策

発電 低額課税

自家発 9.5 9.1 0.5
自家消費12.2

最終エネルギー消費 電力按分 　強化を目指す）

民生 28.6 38.9 9.1 56.9 　　消費税課税 　下流課税
運輸 67.9 2.5 　炭素税・環境税

（出所）数値は、EDMC 統計より算出し作成 
 
 
６．２ アジアでの取り組みと日本・アジアへの再波及 

 
 CDM への取り組みを開始することの効果を、最後にまとめとして検討してみる。 
 CDM プロジェクトに取り組むと、まず、①吸収源 CDM への取り組みには明らかに限界

があり、小規模なプロジェクトを時間をかけて実施するしか選択肢がないことが理解され

る。次に、②エネルギー転換／メタン回収／代替フロン転換への取り組みは、すぐに新た

なプロジェクトが少ないという壁に突き当 とが予測できる。こうして、③省エネ手

法活用を探る省エネプロ トへの取り組みが模索されるに違いない、と考えることが

きる。 
 こう考えたときに、アジアではどのような事態が生じるであろうか。CDM の規定に盛り

込まれている理念としての持続可能な発展の視点が重視されるようになると予測できる。

たるこ

ジェク

で
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CDM プロジェクトの審査において持続可能な発展の視点が尊重されるため、より身近な検

討課題として持続可能性が理解されるようになっていくと考えられる。また、キャパシテ

ィ・ビルディングとしての途上国の施策の強化が目指されることになると予測できる。特

に、エネルギー・環境面での途上国の制度あるいはプロジェクトの管理能力の強化が課題

となる。こうして、途上国におけるガバナンスの強化がどこまで可能か、そして ODA その

ものが変容せざるを得ず、キャパシティ・ビルディングにより注力する方向へ ODA そのも

のも移行していくと考えられる。持続可能な発展をいかに実践するかという課題が、途上

国すべてに問われていくことになる。 
 一方、日本国内での変化としては、国内・国外を問わず、横並びで環境負荷の視点から

比較するようになるという点が大きな変化を生み出す。株主主権主義の変更を迫る産業融

合が生じる可能性がここから生じる。つまり、環境価値が顕在化するようになるのであり、

野に入ってくることになると予測できる。

えば、コンビニでモノを買ったときにもレシートに環境課税分がいくらと記載されるよ

な、消費税と環境課税分とがともにレシートに記載される時代がいずれは来ると予測す

が経済活動を左右するケースも考え

れるようになっていく。 
とい

り変えていくことになる。こうした動きは「組織の民主化」と呼べるであろう。 

お が や

薄く広い環境課税の実施が現実のものとして視

例

う

ることができる。さらに、一歩進めると、環境コスト

ら

 環境コストと環境の持つ価値がともに意識されるようになっていくと、経済と環境

う複数の価値が並存することになる。こうした状況が何を生み出すかというと、それは、

組織における価値の二重化であり、経済性のみでは動かない状況、環境性の判断が加わら

ないと、社会が動かない状態を生み出すことになる。こうした状況は、縦型の組織におい

ても、環境価値を持ち出すことで、より柔軟な決定を生み出す可能性を増大させることを

可能とする。ということは、行政をはじめとした上意下達の古い形の組織を、より柔構造

の組織に作

CDM に取り組み、環境負荷の軽減を目指すことは、潜在的に存在している社会のより大

きな要請を発掘し、そうした掘り起こされたニーズに応えていく必要性を人々に発見させ

ていくに違いないと予測できる。 
 
 
（参照文献） 
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京都議定書発効とアジアでの取り組み 
 
                      主席研究員 武石 礼司  takeishi.reiji@jp.fujitsu.com 
 
【 要 旨 】 
京都議定書が 2005 年 2 月 16 日に発効したことで、日本は 2008 年から 2012 年の間に温

室効果ガスの排出量を 1990 年比で 6％減らす国際的な義務を負った。ただし、国内での温

室効果ガス排出量削減の諸施策を実施するのみでは、6％の削減目標には全く届かない見込

みである。このため、日本は、京都メカニズムと呼ばれる CDM（クリーン開発メカニズム）

に、アジア地域との間で取り組む必要が生じている。 
本報告では、日本とアジアとの関係の深化が、京都議定書の発効により促されるという

点を指摘した。CDM を実施していくためには、日本が国としての CDM から得られる利益

を最大限享受するための戦略を持つ必要がある。こうして、京都議定書の目的に従い、日

本および日本企業が、ともに温室効果ガスを国内と国外との両方で削減することを目指す

ことにより、「省エネ」実施の意味が、はじめて日本を含めたアジア全体で理解されるに至

るという点も指摘した。最終的には、日本企業の取り組みが変わる必要が生じ、日本国内

の制度そのものの組み換えという結果がもたらされるであろうという点についても指摘を

行った。政府の役割、既存の政策の枠組みに変更を迫る大きな課題の存在が明らかとなる

点も指摘した。 
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