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1 増加する日本の温室効果ガス排出量 
 

 2005年10月に公表された速報値によると、

2004年度の温室効果ガス排出量は1990年比

で7.4%も増加し、CO2排出量は90年比で

11.5%も増加している。日本は京都議定書の

6%削減どころか、未だに削減方向への転換

すらめどがたっていない。 

 1990年から2003年までに石炭火力発電所

の設備容量・発電量は約3倍に増加し、同時

期に鉱工業の生産指数あたりエネルギー消

費量は20%以上悪化した。同時期に自動車の

輸送分担率は旅客（自家用乗用車）は4%、

貨物は7%上がった。一方で、再生可能エネ

ルギーはここ数年減少傾向にあり、その大

部分を占める太陽熱利用は同時期にほぼ半

減した。一次エネルギー供給中、天然ガス

は約14%程度で増えてはいるものの依然石

炭より低い。 

 代替フロンの生産とストック増を容認し

たため、2004年までに1995年比で冷媒のHFC

排出量は5倍に、断熱材のHFC排出量は2.3倍

に増加した。 

 こうした温室効果ガス増加の原因は、日

本政府が、電力部門や産業部門のCO2排出削

減と代替フロン対策を自主的取組に委ね、

交通インフラの公共投資の約85%を道路建

設につぎ込み、排出増を事実上放置してき

たためである。
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2 6％削減ができない「京都議定書目標達成計画」 
 

 2005年4月、日本政府は、京都議定書の発

効を受けて、日本の削減目標6％を達成する

ための「京都議定書目標達成計画」（以下、

達成計画）を閣議決定した。しかし、「達

成計画」とは名ばかりで、この「達成計画」

が6％削減を達成するめどがまったくない

「未達成計画」であることは政府関係者も

認めている。 

 「達成計画」であるべきものが、なぜ「未

達成計画」になってしまっているのかには、

いくつもの理由がある。 

第1に、温暖化対策の施策が数多く提示さ

れているが、具体的な実施計画が欠如し、

これらの施策が確実に実施されるための担

保措置がない。日本は1990年に、2000年ま

でに一人当たりCO2排出量を1990年レベル

にするとの「地球温暖化防止行動計画」を

閣議決定したが、まったく実行できなかっ

たことに学んでいない。 

 第2に、環境税（炭素税）や再生可能エネ

ルギーの導入などの抜本的対策がほとんど

ない。環境税については環境省がその導入

を提案しているが、経済産業省や産業界の

反対が強く、この「達成計画」では、その

導入について「真摯に総合的な検討を進め

ていくべき課題である」と事実上導入を先

送りにしてしまっている。 

「京都議定書達成計画」が「未達成計画」

になってしまう直接の原因は、森林などの

吸収源を過大にカウントしていることにあ

る。日本政府は、マラケシュで最後までご

ねて、3.9％の吸収量を勝ち取った。しかし、

森林管理を担当する林野庁も3.9％の吸収

量をカウントすることは現状では困難だと

指摘している。 

また、東海村の臨界事故（1999年）や関
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西電力の美浜原子力発電所（2004年）での

死傷事故など甚大な事故が発生しているに

もかかわらず、「原子力依存路線」に執着

したままである。このことが再生可能エネ

ルギーの普及を妨げる要因になっている。

再生可能エネルギーの導入のためのRPS法

は、その目標値が極端に低いこと、廃棄物

発電が対象とされているため目標のほとん

どが廃棄物発電によって賄われてしまって

いることなど、再生可能エネルギー普及の

大きな障害となってしまっている。 

 しかし、最大の問題は、日本政府が長期

的目標をもっていないことにあるように思

われる。2005年5月、中央環境審議会の専門

委員会は、「気温上昇幅を工業化以前から

2℃とする考え方は、長期目標の検討におけ

る現段階での出発点となりうる」と報告し

たが、経済産業省や産業界の反対のために、

政府レベルでは長期目標の議論がまったく

なされていない状態である。

 

 

 

3 京都議定書に背を向ける経済産業省の提案 
 

経済産業省がこれまでにまとめた、2013

年以降の制度設計についての 2 つの報告書1

は、京都議定書を失敗だったとし、総量削減、

法的拘束力、遵守制度などの京都議定書の基

本的など構造を変えることを提案する、極め

て後ろ向きの内容になっている。その具体的

内容は次のとおりである。 

① 国別排出絶対量の短期的な削減目

標設定は、既存の技術のみを前提に

して技術開発を促進せず、経済成長

を制約する 

② 現在の議定書の懲罰的な遵守スキ

ームでは、参加のインセンティブが

働かない。 

③ 将来枠組みにおけるコミットメン

トの中核は途上国支援、技術開発な

どの具体的取組みとすべき。 

④ 次期約束期間については技術開発

のリードタイムを見込んで、「将来に

おける一定期間（2030 年から 2040 年

の 10 年間）と設定し、それまでの期

間は排出原単位での目標設定」など

を検討する。 

                                                  
1 「気候変動に関する将来の持続可能な枠組の構

築に向けた視点と行動」(2003 年 7 月)と「気候

変動に関する将来の持続可能な枠組について(中

間取りまとめ案)」（2004 年 10 月） 

経済産業省の提案には、将来の枠組みに関

する議論でありながら、回避すべき悪影響の

レベルや長期的な排出削減のレベルへの言

及が全くない。また、途上国支援、技術開発

などの具体的取組みで、国別削減義務よりも

どれだけ高い削減が得られるのか、なぜこの

コミットメントで大幅な削減が可能なのか

ということには触れられていない。こうした

約束期間の設定では、中短期的には何も対策

が施されない可能性が極めて高い。まず、「究

極の目標」に適う長期目標を掲げ、その上で

中期、短期の数値目標を掲げることが対策を

着実に進展させることになることは明らか

である。 

議定書の遵守スキームでは「参加のインセ

ンティブが働かない」とするが、マラケシュ

で帰結の法的拘束力に反対したのは、日本と

ロシアだけだったことを忘れてしまったよ

うである。

1 「気候変動に関する将来の持続可能な枠組の構築に向けた視点と行動」(2003 年 7 月)と「気候変

動に関する将来の持続可能な枠組について(中間取りまとめ案)」（2004 年 10 月） 
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4 日本政府はモントリオールで何をすべきか 
 

COP/MOP1 の課題は、第 1 にマラケシュ合

意を採択して、京都議定書を実施可能にする

こと、第 2 にマラケシュの宿題である遵守制

度の帰結に対する法的拘束力の問題につい

ての決着をつけること、第 3 に 2013 年以降

の削減目標と制度について議論を開始し、い

つまでにその議論を終えるかについての道

筋を決めることである。 

 マラケシュ合意の採択は問題ないと思わ

れるが、遵守制度の帰結に対する法的拘束力

については、日本がマラケシュで強硬に反対

し、この問題を宿題として残してしまった、

CASA は、まず COP/MOP 決議の形で遵守制度

が機能するようにすることが必要と考える。

そのうえで、議定書 18 条によって、遵守制

度の帰結に法的拘束力を与える議定書の改

正をすべきである。日本政府は、「参加のイ

ンセンティブが働かない」などというアメリ

カ政府すら賛同しなかった屁理屈を止め、遵

守制度が法的拘束力をもつように努力すべ

きである。 

 2013年以降の削減目標と制度については、

CASA は以下のように考える。 

① 2013 年以降の削減目標は、当然に第

1 約束期間の削減目標を上回るもの

でなければならない。 

② 2013 年以降の制度は、京都議定書の

基本的構造である、法的拘束力、5

年程度の短期の総量削減目標、遵守

制度などが引き継がれること。 

③ 削減目標が、客観的な指標に基づい

て自動的に決まるようなものにする

こと。 

経済産業省の提案は、CASA の提案とはま

ったく異なり、第 2 約束期間以降に議定書と

まったく異なる制度をつくろうとするもの

であるが、2013 年以降に議定書の枠組みが

継続されないとなると、第一約束期間の削減

目標自体がないがしろにされかねず、京都メ

カニズムも機能しなくなる可能性が高い。経

済産業省の提案は、京都議定書の第 1 約束期

間の削減そのものを危機に陥れる可能性も

あり、進行する気候変動に対する危機感に乏

しく、気候変動を防止しようとする意思に欠

けていると言わざるを得ない。 

議定書 3 条 9 項は、今年から第 2 約束期間

の削減目標についての議論を始めるよう規

定している。2013 年以降の削減目標の議論

をこの COP/MOP1 で始めることは締約国の議

定書上の義務である。また、第 2 約束期間の

削減目標をいつまでに合意するかについて

もこの COP/MOP1 で決める必要がある。CASA

は、第 1 約束期間が始まる前の 2007 年末ま

でを交渉期限とすべきだと考える。IPCC の

第 4 次評価報告書が 2007 年に公表されるこ

とから、この IPCC の知見を踏まえて議論す

るには時間が足りないというなら、交渉期限

を 2008 年末までとすることもあり得る選択

かもしれない。 

京都議定書が採択された COP3 の議長国で

あった日本には、京都議定書の削減目標が確

実に達成され、その制度が円滑に機能するよ

うに努力する特別の責任がある。また、2013

年以降の削減目標や制度のあり方について

も、京都議定書を引き継ぎ、地球温暖化防止

に実効性ある削減目標と制度が合意される

よう、リーダーシップを発揮する責任がある。

モントリオールでは、日本政府がこうした責

任を果たすことが求められている。 

たしかに世界の排出量の4分の1を占める

アメリカの参加は必要であり、アメリカを議

定書交渉に復帰させるための努力はすべき

であるが、アメリカが参加しやすい安易な目

標や制度では、地球温暖化は防げず、将来世

代への責任を果たすことにはならない。 

既に 157 ヵ国が京都議定書を批准してい

る。世界の圧倒的多数が京都議定書を支持し

ていることを忘れてはならない。 

 


