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スウェーデンの転換戦略 

「福祉国家」から「緑の福祉国家」へ 

 Swedish Strategies: A Transition from the Welfare State to a Green Welfare State 
 

          小澤徳太郎 

 

はじめに 

 人類の歴史は常に「規模の拡大」の歴史であった。これからの５０年間、我々は否応な

しに人類史上初めて直面する２つの大問題を経験することになるだろう。一つは、米国を

除くすべての先進工業国が共通にかかえる「少子・高齢化問題」である。これは社会の安

心と安全を保障する社会保障制度にかかわる大問題である。もう一つは経済規模の「拡大」

から「適正化」への大転換である。これは人類全体の安心と安全にかかわる環境問題解決

への具体的な行動であり、２０世紀の「持続不可能な社会（大量生産・大量消費・大量廃

棄の社会）」から２１世紀の「持続可能な社会」への転換を意味する。 
 筆者は１０年前の環境経済・政策学会（１９９６年の第１回大会）で、「持続可能な社会

とその方向」と題して 
 ①環境問題とは（筆者の環境論） 
 ②将来の方向を考える２つの手法（フォアキャストとバックキャスト） 
 ③「持続可能な社会」の備えるべき最も基本的な必要条件 
 ④「持続可能な社会」への移行を実現するための基本条件 
 ⑤「持続可能な社会」の実現をめざす行動計画 
の５点を提示した。２００１年１０月、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は世界１８０カ国

の「国家の持続可能性」ランキングを公表し、スウェーデンが１位にランクされた。 
 この報告では、スウェーデンがめざす「緑の福祉国家」への転換政策を１０年前に提示

した上記の５点を踏まえて分析し、検証する。 
 

１．現実主義と人権重視の「フロンティア国家」 

 経済規模（世界経済に占める割合 １％程度）や人口（２００４年８月 ９００万人）

からみれば、スウェーデンは神奈川県に相当する小国だが、日本の１．２倍の国土に鉄鋼

業、航空産業、自動車産業、化学工業、パルプ工業、電子・電気産業などエネルギー多消

費型の産業をかかえる北欧最大の工業国で、１人あたりの原発依存度は世界一である。 
 スウェーデンは４年に一度の直接比例代表選挙で選ばれる国会議員による議会制民主主

義の国で、行政は政治（内閣）主導型である。その行動原理の背景には、「自然科学的な知

見」と「社会科学的な知見」に基づいて現実をよく見きわめ、問題の本質に迫る姿勢「現

実主義（プラグマティズム）」と「人権重視」がある。 
 スウェーデンは現実への対応が大変素早い国で、新しい発想から新しい概念を生みだし

世界に先駆けて新しいシステムを創造し、社会制度を変革するのが得意なシステム思考の

強い国である。個人の自立性が高く、自己選択、自己決定、自己責任の意識が強く、原発、
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ＩＴ、バイオなどの技術や福祉、環境、開かれた民主主義などで世界の最先端を行くスウ

ェーデンは他国から学べないので、自国で考え行動するフロンティア国家である。自国の

考えが正しいかどうかをチェックするために他の先進工業国（米国、日本、ドイツ、英国、

フランス、ロシア、北欧諸国など）に同じ質問を同時に投げかけ、返ってきた答えで自国

の向かうべき方向の修正を行なっている。 
 ２０世紀のスウェーデンは国や自治体のような共同体の公的な力や経営者連盟（ＳＡＦ）

や労働組合（ＬＯ）のような組織の力を通して個人では解決できない様々な社会問題を解

決し、福祉国家を築き維持してきた。２１世紀前半のスウェーデンは米国のような自立し

た個人による競争社会ではなく、自立した個人による協力社会をめざしている。 

 

２．国際社会の中のスウェーデン 

 ９５年１月１日にＥＵに加盟したスウェーデンの理念と行動は、ＥＵの環境戦略をリー

ドし、その経験は２０００年３月に成立したＥＵの「米国に対抗する新しい経済モデル策

定の合意」の基礎に生かされている。２００１年１月に提案された「第６次欧州共同体環

境行動計画案」は２００１年から２０１０年までの１０年間のＥＵの環境戦略を方向づけ

るものであるが、その内容はスウェーデンが８８年に策定した「９０年代の環境政策」と

題する国のガイドラインに極めて類似している。このことから、環境分野でスウェーデン

は、ＥＵの１０年先を行くと言っても過言ではないだろう。 
 

３．２０世紀の「福祉国家」から２１世紀の「緑の福祉国家」へ 

 国連の「環境と開発に関する世界委員会（ＷＣＥＤ）」が８７年４月に「Sustainable 
Development）」（持続可能な開発）の概念を公表してから１８年が経ち、この概念が９２

年の「国連環境開発会議（ＵＮＣＥＤ）」で合意されてからすでに１３年が経過した。 
 ９２年の「循環政策」（自然循環システムと調和した社会の実現をめざすガイドライン）

を有するスウェーデンは、この国際的な概念を国の政策にまで高めた数少ない国の一つで、

その実現に具体的な一歩を踏み出した世界初の国である。 
 スウェーデンの環境戦略の特徴は「環境問題の明確な社会的位置づけ」と「政治のリー

ダーシップ」にある。将来を考える手法として「バックキャスト」的手法を用いている。

この手法では、政治が「ビジョン（国家の政治目標）」を掲げ、そのビジョンを実現するた

めに必要な「整合性がある包括的で柔軟な法律あるいはガイドライン」をつくり、国会で「政

策」を審議・可決し、その進捗状況を常にフォローしながら見直しが行われる。したがっ

て、毎年９月に国会の冒頭で行われる「首相の施政方針演説」や「政府が国会に上程する

法案や政策案」など過去１０年の政治・行政資料の精査が重要な分析・検証の手段となる。 
 

（１）スウェーデンが考える「持続可能な社会」 

   ９０年代の政府の公式文書や主な政策の英文版には「Ecologically Sustainable  
  Society」（生態学的に持続可能な社会）という表現が好んで用いられている。国際標  
  準となっているのは「Sustainable Society」（持続可能な社会）であるから、この表 
  現にスウェーデン独自の主張が込められている。 
   スウェーデンが考える生態学的に持続可能な社会（以下、緑の福祉国家）は人間と  
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  環境の両方を大切にする社会である。「緑の福祉国家」」には、 
  ①社会的側面（人間を大切にする社会であるための必要条件） 
        ②経済的側面（人間を大切にする社会であるための必要条件） 
        ③環境的側面（環境を大切にする社会であるための必要条件）  
  の３つの側面がある。 
   スウェーデンはこれら３つの側面のうち、福祉国家を実現したことによって「人間 
  を大切にする社会であるための必要条件」である「社会的側面」と「経済的側面」は 
  基本的にすでに満たしていると言ってよい。しかし、今後も時代の変化に合わせてこ 
  れらの側面のさらなる変革が必要であることはいうまでもない。 
   環境的側面とは「生態学的に持続可能かどうか」だが、この点では、国際自然保護 
  連合の「持続可能性ランキング」が示すように、スウェーデンもまだ十分ではない。 
  ２０世紀後半になって表面化してきた環境問題が福祉国家の持続性を阻むからである。 
  そこで、２１世紀前半のビジョンである「緑の福祉国家の実現」には環境的側面に政  

  治的力点が置かれることになる。緑の福祉国家の実現のためには福祉国家のもとで６  
  ０年代から９０年代にかけてつくられ、国際的にも先駆的だった環境法体系さえも見 
  直しが必要となる。ビジョンが大きく変更されたからである。  
  
（２）９０年代は「緑の福祉国家」への準備期間 

   スウェーデンにとって９０年代は２０世紀の「福祉国家」（Welfare State）を２１    
    世紀にめざす「緑の福祉国家」（Green Welfare State）に転換する準備のための１０ 
    年であった。９６年末までに全自治体２８８のコミューン（市町村）が「ローカル・  
  アジェンダ２１」を策定した。 
   毎年９月に始まる国会の冒頭で行われる首相の施政方針演説と、政府が国会に上程 
  する法案や政策案が重要である。国会での審議を経て成立したこれらの法律や政策に 
  基づいて、政府の予算の配分が行われ、「福祉国家」から「緑の福祉国家」への転換が  
  着実に行われていくことになる。「転換への準備期間」と位置づけられた９０年代の環  
  境分野の主な指針・政策を表１に示す。 
  
  ①９１年の環境政策（９１年６月） 

   ブルントラント報告から３年経った９１年６月に国会で承認された「環境政策」 
  （Swedish Government Bill 1990/91:90  A Living Environment Main Proposals）   
  は９０年代の環境政策の方向と戦略を、次のように明示している。 
 

良好な生活環境、雇用の確保、福祉、社会サービス、富の公平な分配がスウェー 

デン政府の政策の基礎である。社会のあらゆる側面が「環境」および「資源の管 

理」に対する責任で特徴づけられていなければならない。９０年代は社会を構成 

するすべてのセクターが、生態学的に持続可能になるために方向を変えなければ 

ならない１０年となるであろう。スウェーデンは良好な環境、社会福祉および完 

全雇用を統合できる状況にある。 
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   これまでの環境政策が現象面に着目した気候変動、オゾン層の破壊、環境の酸性化、 
  廃棄物問題など個別の環境問題への対応だったのに対し、この政策は「環境問題への 
  対応」が「福祉国家を緑の福祉国家に転換する行動と軌を一にすること」を示した点 
  で画期的である。 
   この政策に盛り込まれた環境政策の目標は「①人の健康を守る、②生物多様性を維 
  持する、③持続可能な利用を確保するために天然資源を管理する、④自然景観および 
  文化的景観を保全する」というもので、翌９２年の「地球サミット」（国連環境開発会 
  議、ＵＮＣＥＤ）の一歩先を行くものであった。ここにスウェーデンの先見性を見る 
  ことができる。 
 

  ②循環政策（９２年６月） 

   「自然循環と調和した社会」の実現をめざすガイドラインとなる「循環政策（エコ 
  サイクル：環境の新たな展望）」が国会で承認され、これまでの「福祉国家」を「緑の  
  福祉国家」に転換する第一歩を踏み出す法的な基礎がつくられた。循環政策の焦点は 
  「廃棄物に対する製造者責任制度」「廃棄物税の検討」「化学物質の監視」などである。  
   

  ③「緑の福祉国家」というビジョンをかかげた施政方針演説（９６年９月１７日） 

   Ｇ・ペーション首相は施政方針演説で、「スウェーデンは生態学的に持続可能性をも  
  った国をつくる推進力となり、そのモデルとなろう。エネルギー、水、各種原材料な 
  どの天然資源の一層の効率的な利用なくしては、今後の社会の繁栄はありえない」と 
  述べた。これは「福祉国家」を「緑の福祉国家」に転換する政治的決意を述べたもの 
  で、首相がこのプロジェクトの柱としたのは「エネルギー体系の転換」「環境関連法の  
  整備や新たな環境税の導入を含めた新政策の実行と具体的目標の設定」「環境にやさし 
  い公共事業」「国際協力」の４項目であった。この演説の中で、「Sustainable   
  Development」（持続可能な開発）に対するスウェーデンの解釈が明らかにされており、 
  英文では、次のように表現されている。 
     Sustainable development in the broad sense is defined as community 
         development that "meets the needs of the present without compromising  
      the ability of future generations to meet their own needs"． 
     ここでは、「広義の持続可能な開発とは、将来世代が彼らの必要を満たす能力を損う  
  ことなく、現世代の必要を満たす社会の開発」と定義されている。重要なことは「社 

  会の開発」であって、「経済の開発、経済の発展や経済の成長」ではないことである。  
  資源・エネルギーへの十分な配慮を欠いた経済成長は「社会」や「環境」を破壊する 
  可能性が高いからある。 
   首相は施政方針演説後の記者会見で「緑の福祉国家の建設を社民党の次期一大プロ 
  ジェクトにしたい」と語り、「スウェーデンが今後２５年のうちに緑の福祉国家のモデ  
  ル国になることも可能である」との見通しを示した。ここに明快なビジョンが見えて 
  くる。  
   首相が施政方針演説で「緑の福祉国家」への転換を明らかにした９６年に、環境保 
  護庁は「２５年後の２０２１年次の望ましい社会を想定したプロジェクト」をスター 
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  トさせた。約４年の歳月と４億円を費やした研究成果「２０２１年のスウェーデン 持  
  続可能な社会に向けて」が９９年１月に公表された。この報告書の要旨が「私たちは  
  すでに正しい未来の道を選択した：スウェーデン２０２１年物語」と題して日本の雑  
  誌「BIO-City」（２０００年６月  Ｎｏ．１８）で紹介されている。 
   このプロジェクトでは「バックキャスト」的手法が使われた。緑の福祉国家への転  
  換に必要な様々な分野のうち、農業、食糧生産、森林、下水、エネルギー、交通、都 
  市生活、農村生活などが検討された。 
 
  ④閣僚環境委員会の設置（９７年１月） 

   ９７年１月の記者会見でペーション首相は、「各世代が希望に満ちた大プロジェクト   
  を持つべきだ。それぞれの世代にビジョンが必要だ。私たちの前の世代のビジョンは 
  貧しかったスウェーデンを『福祉国家』にすることだった。今の私たちのビジョンは 
  スウェーデンを『緑の福祉国家』に変えることだ。この仕事は若い閣僚が目標を立て、 
  プロジェクト推進の原動力になるのが自然だ」と述べ、新しい考え方の若い閣僚に政 
  府の主導権をゆだね、「閣僚環境委員会」を設置した。 
   閣僚環境委員会は委員長に環境大臣（女性 ３９歳）、委員には教育大臣（女性 ３  
  ３歳）、労働副大臣（女性 ２９歳、男女平等・労働時間問題担当で、歴代最年少大臣）、 
  農業大臣（女性 ４７歳）、財務副大臣（男性 ３２歳 税金問題担当）の５人からな  
  る。委員会のメンバーの性別や年齢の若さにも驚かされるが、ここでは委員会を構成 
  する閣僚が委員長をつとめた環境大臣、教育、労働、農業、財務の各閣僚であったこ 
  とに注目したい。環境問題に対する首相の認識と社会的位置づけがはっきりと委員会 
  構成にあらわれていると言えるだろう。 
   この委員会の任務は、「持続可能なスウェーデン」を実現しようとする政府のすべて  
  の政策の土台となる包括的な政策プログラムを９７年末までにつくり、９８年からそ 
  れをスタートさせることであった。９７年秋から９８年春にかけて、エネルギー、交 
  通、地域交通、地域開発、雇用、消費、住宅、農業、建設・設計などの分野で持続可 
  能な開発の達成に必要な政策プログラムが次々に打ち出された。 
  
  ⑤「緑の福祉国家」の国家像を提示した施政方針演説（９９年９月） 

   ９９年９月１４日の首相の施政方針演説からその概要を知ることができる。ペーシ 
  ョン首相は「スウェーデンは生態学的にバランスのとれた国家でなければならない。 
  スウェーデンの環境政策はこれまでにない最もラジカルな再構築を経験した。  
   それが９９年１月施行の環境法典の成立だ」と語り、次のような国家像を示した。 
    ①福祉国家としてのリーディングな地位を強化する国家 
    ②ノウハウおよび専門技術についてリーディングな国家 
    ③ＩＴ（情報技術）のリーディングな国家 
    ④多様性に富んだ国家 
    ⑤国民の労働と事業に基づいた成長と繁栄の国家   
     この３年間でスウェーデン国内に１０万の新会社が設立された。これらの企業 
     は新しい雇用を生み出し、繁栄を推し進め、競争と創造性を刺激している。こ 
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     の展開は税制の戦略的変革によってさらに強化されるであろう。    
    ⑥「開発」および「平等」に基づいた欧州を保障するために活発に貢献する国家 
    ⑦国民が他人の中に自己の存在を見出すことができる力を秘めた国家。 

 

４．新しいビジョンを実現する手段 

 現在の福祉国家を緑の福祉国家に変えることは、国民の大多数が安心して生活ができ、 

希望がもてる安心と安全な明るい社会を実現することである。「様々な社会問題の解決」と

「環境問題の解決」には多くの共通点がある。同時多発している諸問題の解決には、問題

ひとつひとつに取りくむのではなく、同時解決を図るためにシステマティックなアプロー

チが必要である。 
 民主主義の国で現行の社会（制度）を新しい社会（制度）にスムーズに変えていくには、

先ず、大多数の国民が賛成できる「望ましいビジョン」を描き、次にそのビジョンの実現

のために現行の行政組織や社会制度を段階的に変えていかなければならない。そのときに、

時間の経過にともなって我々が獲得してきた新しい知識が「これまでの判断基準」を「新

しい判断基準」に変える原動力となる。 
 スウェーデンでは、９０年代中頃までに政治、行政（中央政府、自治体）、企業、市民な

ど国民のセクター間で「人間は自然の法則から免れて生存出来ないこと」が理解されてお

り、企業も含めて社会全体としてすでに「環境問題に対するコンセンサス」が出来上がっ

ていた。スウェーデン人は「生態系の保全」こそが自分たちの生存を保障すると考えてい

る。その上に、「緑の福祉国家を実現すること」が長期的な政治目標となっているので、ス

ウェーデン企業は他国の企業よりも環境分野の活動に自信を持っており、環境分野の投資

に積極的である。 

 民主的な法治国家で「ビジョン」を実現する基本的な方法は図１のように、予防の視点

でつくられた包括的で柔軟性のある法体系による「政策と予算の優先的な配分」である。 
行動計画のイニシァティブは地方自治体にある。このような整った行動計画の枠組みのも

とで、利害を異にする国民が共通の目標である「緑の福祉国家の実現」に向けてそれぞれ

の立場で「できるところ」から一歩一歩努力を積み重ねていけば、道はおのずから開ける

はずである。 
 
（１）「緑の福祉国家」への工程表 

   ９６年９月、スウェーデンは２１世紀前半のビジョンとして「緑の福祉国家の実現」 
  をかかげた。人間を大切にする「福祉国家」から人間と環境の両方を大切にする「緑 
  の福祉国家」への転換をめざしたのである。新しいビジョンを実現するためには新法 
  の制定と旧ビジョンである「福祉国家」を支えてきた既存の法体系の改正や廃止、行 
  政省庁の刷新、転換政策が必要となる。 
 
  ①「環境法典」の制定 

   ２１世紀前半に向けた環境分野の法体系を見直す委員会が８９年５月に国会に設置 
  された。１０年後の９９年１月１日から新しい環境法体系である「環境法典」が施行 
  され、これまでの環境法体系は廃止された（図２）。環境法典の施行に伴って、４９ 



環境経済・政策学会（２００５年大会） 
座長・討論者用報告論文 

 7 

  本の既存の法律が改正された。  
  
  ②「持続可能な開発省」の新設 

   行政分野では新ビジョンの実現を加速するために、２００５年１月１日から世界初 
  の「持続可能な開発省」が誕生し、環境省が廃止された。同時に所管の行政機関も再 
  編された。 
 
  ③「環境の質に関する１５の政策目標」の設定  
   「緑の福祉国家」を実現するために、政府は「福祉国家」のもとで８８年と９１年 
  の環境政策で定めた「環境の質に関する１７０の政策目標」を約１年かけて精査し、 
  「環境の質に関する１５の政策目標案」にまとめ、国会に上程した。 
   ９８年４月にこの政策目標案は承認され、国の正式な政策目標となった。これが今 

  後の「緑の福祉国家」の環境的側面の行動指針となる。表２に「環境の質に関する１  
  ５の政策目標」を示す。それぞれの政策目標に対して「環境の質」「達成時期」「担当 
  行政機関」が具体的に決められている。最終目標年次は２０２０～２５年である。環 
  境の質に関する１５の政策目標の最終ゴールは「現在の主な環境問題を解決した社会 
  （緑の福祉国家）」を２０２５年頃に次世代に引き継ぐことである。 
      

  ④「緑の福祉国家」への転換政策 

   「緑の福祉国家」に転換するには気候変動（日本では「地球温暖化」と言う）の状 
  況が現在よりも深刻にならないようにすること、オゾン層の破壊をこれ以上進行させ 
  ないことが大切である。この２つの課題は地球的規模の問題なので、国際的な協力の 
  もとに行われなければならない。 
   一方、主に国内政策で行わなければならないものがある。具体的には、税制のグリ 
  ーン化をはじめとする「これまでの福祉国家を支えてきた社会制度の見直し」と、緑 
  の福祉国家を支える「クリーンな生産体系、クリーンな製品、廃棄物処分体系、交通 
  体系、エネルギー体系、持続可能な農業・林業・漁業など」を実現するような政策で 
  ある。これらの政策はすべて前項の「環境の質に関する１５の政策目標」を実現する 
  ためのものである。いずれの政策もそれらの基本部分はすでに９０年代あるいはそれ 
  以前から実行されてきたものだが、それらは９７年の「閣僚環境委員会」が決めた政 
  策プログラムでさらに補強されている。表３に緑の福祉国家への転換のための主な転 
  換政策を示す。 
 
（２）これまでの成果 

  転換政策① 気候変動防止への対応 

   ９１年に二酸化炭素税を導入した。９２年、国会は「二酸化炭素の排出量を２００ 
  ０年までに９０年レベルに安定化させ、その後は減少させる」というスウェーデン独 
  自の目標を決めた。図３に９０年代の二酸化炭素の総排出量の推移を示す。９９年の 
  温室効果ガス排出量は９０年のレベルをわずかに０．１％上回っただけであった。こ 
  のことは、この１０年間のＧＤＰが１５％増えているにもかかわらず、９０年代の二  
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  酸化炭素の排出量が９０年レベルに安定化していたことを示している。９２年に国会 
  が決めた目標は達成されたのである。 
   ９８年６月、ＥＵは９７年１２月の京都議定書で合意されたＥＵの削減目標を達成 
  するために国別の削減目標を公表した。ＥＵはこの新配分でスウェーデンに９０年比 
  で４％の温室効果ガスの排出量増加を認めたが、これは、スウェーデンが７０年以降 
  ほぼ３０年間にわたって二酸化炭素の排出量を削減してきた実績と原発の段階的廃止 
  をめざす計画を保持していることに配慮したからである。この新配分に対して、当時 
  のスウェーデンの環境大臣は「スウェーデンは新配分で与えられた『増加分の４％』  
  を利用するつもりはない。増加を受け入れた理由は他国にその分を利用させないため 
  だ」とコメントした。 
   ９０年代の二酸化炭素の安定化を達成した実績に基づいて、政府は２００１年１１ 
  月に新たな気候変動防止政策を発表した。この政策では、２０１０年までに温室効 
  果ガスの排出量を９０年レベルの４％減（ＥＵの国別割り当て枠では４％増が可能） 
  を目標としている。注目すべきは「森林による吸収」や「共同実施」、「ＣＤＭ」「排出  
  量取引」などといった京都議定書で国際的に認められた「補完的な手法」によらない 
  で、スウェーデン国内の努力によって目標を達成しようとしている点である。 
   気候変動防止政策としての原発、二酸化炭素吸収源としての森林、排出量取引への 
  期待はほとんどない。 「二酸化炭素の削減は化石燃料の消費を削減する以外に有効な  
  方法はない」という確固たる考えが、国のコンセンサスになっているからである。 
   スウェーデンは２００２年５月１６日に京都議定書を批准した。 
 
  転換政策② オゾン層保護への対応 

   国際的にはモントリオール議定書で、特定フロン（ＣＦＣｓ）は１９９５年末まで 
  に製造禁止となったが、スウェーデンでは化学製品法に基づく８８年の「フロンおよ 
  びハロン等に関する政令」により９４年末までに特定フロンの製造、使用および再利 
  用が禁止された。廃棄や大気への放出には罰則がある。 
   スウェーデン最大の家電メーカー・エレクトロラクス社は９４年８月から家庭用の  
  ノンフロン冷蔵庫の販売を開始した。 
 
  転換政策③ 税制の改革：課税対象の転換 

   ９０年の税制改革でスウェーデンは「課税対象の転換」の第一歩を踏み出した世界  
  最初の国となった。この税制構造の改革は２１世紀の税制を先取りするもので ,産業界 
  をエコロジカルで持続可能な開発へ向かわせる原動力になる可能性を秘めている。Ｃ 
  Ｏ２税（９１年１月１日から）、ＳＯ２排出税（９１年１月１日から）、ＮＯｘ排出税 
  （９２年１月１日から）などの環境税が導入され、同時に所得税と法人税が下げられ 
  た。その結果、スウェーデンの法人税はＯＥＣＤ加盟２９か国の中で最低の税率（１ 
  ９９９年 ２８％）となった。 
 
  転換政策④ エネルギー体系の転換：原発を新設しない 

   国内政策のなかで、特に重要なのはエネルギー体系を転換する政策である。エネル 
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  ギー体系が変わることにより、技術体系が変わってくるからである。  
  
  ●「原発の段階的廃止」の経緯 

   ８０年６月、国会は同年３月に実施された国民投票で過半数を占めた建設中の原子 
  炉を含む１２基すべてを使用するという結果を踏まえて「２０１０年までに１２基の 
  原子炉すべてを廃棄する」という国会決議を行った。その後紆余曲折を経て、「１９９  
  ７年のエネルギー政策」で２０１０年までにすべて廃棄するという最終期限は公式に 
  撤廃されたが、１２基の原子炉すべてを段階的に廃止するという国会決議は現在でも 
  堅持されている。このことは、２００５年７月２２日にアップデイトされた持続可能 
  な開発省のホームページの「エネルギー政策」の項で「原子力は計画された方法で責 

  任をもって段階的に廃棄されなければならない」と記されていることからも明らかで 

  ある。  
   ９９年１１月３０日にバルセベック原発の１号機（出力約６０万ｋＷ）が廃止され 
  た。政治的な判断で順調に稼動している民間の原発を廃炉としたのは世界で初めての 
  ケースである。２００５年５月３１日、バルセベック原発２号機（出力約６０万ｋＷ） 
  が廃止のために停止された。 
   
  ●脱原発･脱化石燃料をめざすエネルギー政策  
    スウェーデンの最終エネルギー消費は目覚しい経済発展にもかかわらず、１９７０ 
  年以降ほぼ３０年間ほとんど増加していない。現在、スウェーデンでは原子力（３９％） 
  と水力（５５％）で電力の９４％を供給している。一次エネルギーの供給量の３０％ 
  強が再生可能エネルギー（水力、バイオマス、風力など）で、再生可能なエネルギー 
  によるいっそうのエネルギー体系の転換が図られている。 
   スウェーデンのエネルギー政策に対する論理は明快である。２１世紀にめざす「緑 
  の福祉国家」は現在の拡大する市場経済システムを維持・拡大する方向にはありえな 
  いので、現在の市場経済システムを支えている原子力や化石燃料は「緑の福祉国家」 
  を支えるエネルギー体系にはふさわしくないという科学的判断に基づいた明確な政治 
  的判断がある。 
      
  ●２０５０年のエネルギー・シナリオ 

   スウェーデンの電力会社の研究機関である電力研究所は９６年４月、「スウェーデ 
  ンの持続可能な発電システム：２０５０年のビジョン」と題する報告書を公表した。 
  ９４年の電力消費量１３８ＴＷｈ（実績）が２０５０年には１３０ＴＷｈになると想 
  定し、この想定量をどのように供給するかを検討したものである（表４）。ビジョン 
  に示された電力体系は原発への依存なしに化石燃料を最小限にして達成可能で、この 
  シナリオに基づいてＣＯ２、ＳＯｘ、ＮＯｘの削減の可能性も試算されている。 
   もう一つのシナリオは、９９年４月に公表された政府の報告書である。９７年を基 
  準年とし、２０５０年のエネルギー供給とエネルギー需要を考慮した「省エネルギー・ 
  シナリオ」「バイオマス・シナリオ」「風力シナリオ」の三つのシナリオが描かれてい 
  る（図４）。いずれのシナリオも基準年である９７年に比べて、エネルギーの供給お 
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  よび需要がともに大きく減っているのが特徴である。どのシナリオでも水力は現状維 
  持であり、原発はなく、化石燃料も大きく抑制されている。そして、注目してほしい 
  ことは、再生可能エネルギーも大幅に見込まれているわけではないことである。 
   
  転換政策⑤ 廃棄物に対する製造者責任制度の導入 

   スウェーデンの廃棄物政策のキーワードは「今日の製品は、明日の廃棄物」という 

  言葉に凝縮されている。このことが理解できれば、製品の製造者は「廃棄物の製造者  
  でもある」ことが容易に理解できるはずである。 
   国際的にはＯＥＣＤの「拡大生産者責任（ＥＰＲ）」に関する検討委員会が９４年に 
  発足し、生産者責任の議論が始まったが、この年にスウェーデンでは廃棄物に対する 
  製造者責任制度が導入された。９０年５月成立の「９０年代の廃棄物政策」と９２年 

  ６月成立の「循環政策」の下で「廃棄物の収集・処分に関する法律」が改正され、９ 

  ４年１０月１日から包装、古紙およびタイヤに対する製造者責任に関する政令が施行 

  された。９８年１月から自動車に対する製造者責任に関する政令が施行され、２００ 

  １年７月１日からは１０の電気・電子製品グループ（ほとんどすべての家電製品が対 

  象となる）に製造者責任制度が施行された。９４年の製造者責任制度の導入から１０ 

  年余りが経過したが、順調な成果が得られている。 
 

  転換政策⑥ 新しい化学物質政策の策定 

   ８５年の「化学製品法」は９９年１月１日施行の「環境法典」に統合された。表２ 
  に示した「環境の質に関する１５の政策目標」の中に「⑫有害物質のない環境］とい  
  う目標があるが、この目標を達成するために２１世紀前半に向けた新しい「化学物質 
  政策ガイドライン」が制定されている。 
    ●市場に導入された新製品は、環境で分解されにくく生体に蓄積しやすい人工の 
  有機化合物および発癌性、催奇性および生殖システムに悪影響をおよぼすよう

  な内分泌攪乱物質を含んでいない。 
 ●市場に導入された新製品は、水銀、カドミウム、鉛およびそれらの化合物を含 
  んでいない。 
 ●金属は、環境あるいは人の健康に有害となる程度まで排出されないような方法 
   で利用する。 
 ●環境で分解されにくく生体に蓄積されやすい人工物質については、製造者が人

  の健康および環境に有害でないことを証明できる場合にかぎって生産工程で使

  用することができる。 
  このガイドラインは製造者の製品開発に資するとともに、製造者に化学物質戦略の 
  目標を提供するものである。政府はこれらのガイドラインに従って、他国と協力して 
  化学物質政策の目標達成に努めることになる。このガイドラインには、特定有害物質 
  の段階的規制や禁止の目標も盛られているが、そのめざすところは規制中心ではなく 
  新しい基準の提示で、化学工業が「持続可能な化学工業」に転換するための指針であ 
  る。このガイドラインは「産業界は目標と時  間を与えれば基準に合う製品をつくる 
  ことができること、現在の科学技術の水準では必ずしもすべての毒性メカニズムを解 
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  明できるわけではないこと」が前提となっており、これまでのリスク評価とは異なり 
  予防原則に基づく新しい試みである。 
   最近、スウェーデンのこの試みが国際的に実を結ぶことになった。２００１年２月 
  にＥＵが公表した「今後の化学品管理政策のための戦略」で提案され、日本で「ＲＥ 
  ＡＣＨ」として知られる化学品の登録、評価、認可による新しい化学物質管理システ 
  ムや、２００３年の「ＲｏＨＳ指令」として知られる有害物質規制指令はスウェーデ 
  ン発の政策である。スウェーデンの考え方がＥＵを通して国際社会で実現した具体例 
  である。 
  
  転換政策⑦ 持続可能な農業、林業 

   スウェーデンの食糧自給率は現在１２０％を超えており、森林は過去１００年間に 
  倍増し、国土に占める森林面積は６０％を超えている。スウェーデンの林業はスウェ 
  ーデンを支える主要産業の一つで、経済的にも国際競争力を十分有している。それは 
  国の「林業政策」や「エネルギー政策」と林業家の経営の方向性が持続可能な社会を 
  支えるという点で一致しているからである。８０年代後半から９０年代にかけて、持 
  続可能な農業、持続可能な林業を強く意識した政策が次々に打ち出された。 
      

  ●持続可能な農業 

   ８０年代後半から９０年代にかけて農業の環境的側面に対する要求が消費者サイド 

  から高まり、政府は農業分野で次のような施策を実施してきた。 

  ①殺虫剤、人工肥料に対する特別な環境税の導入。 

  ②汚染に特に感受性が高い地域に特別な環境的配慮をするよう求めた新しい法 

    律の導入。 

  ③農地の使用に関する法律の中で、自然保護の要求に配慮する規定。 

   ④農地への飛行機からの農薬散布の禁止。 
  ⑤豚の生産に関して新たな規則の導入。 
   ⑥成長促進用に飼料に添加する抗生物質の使用禁止。 
   ⑦殺虫剤の使用を５０％削減。 
   ⑧人工肥料の使用の削減。 
   ⑨動物保護法の制定・施行 
   ⑩伝統的に開発された農地、森林の保護 
 
  ●持続可能な林業 
   「森林は、本来、持続可能なシステムだから、環境と調和のとれた条件下で適切に 
  成長と伐採が行われていれば、森林は消失しない」というのがスウェーデンの林業に 
  対する基本的な考え方である。７０年代半ば以降、自然林の保護区面積は倍増してお 

  り、商業林を多様性を持つ植生に転換させるプログラムが実施されている。この目的 

  は珍種の植物相や動物相の存続を保障することである。このような森林管理は森林生 

  産の効率を低減させ、コスト増をもたらすにもかかわらず、林業関係者や森林のオー 

  ナを含む関連団体の間でプログラムの実施に合意がなされている。 
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  転換政策⑧ 都市再生（都市再開発） 

  

  ●環境負荷の少ない再開発都市 

   バルト海とメラーレン湖を結ぶ水路に沿ったハンマビー・ショースタッドを再開発   

  するストックホルム市最大のプロジェクトは、１２年の工期と２０００億クローナ（お 

  よそ３兆円）をかけて旧工業団地を８０００戸の住居を有する「持続可能な街」につ 

  くりかえる野心的なプロジェクトである。２０００年秋に最初のアパートが完成した。 

  このプロジェクトの目標は、施設の建設時および建設後の使用期間中の環境負荷を８ 

  ９年から９３年に建てられた建築物と比較して半減させることで、エネルギー、水利 

  用、交通、建材など各分野の具体的な目標が設定されている。銅ぶきの屋根や銅管の 

  使用、塩ビ製品の使用は禁止されている。この大プロジェクトを貫く基本的な考え方 

  は、市民に持続可能な街づくりに必要な環境情報を提供し、市民の選択条件を整える 

  ことである。 

 

  ●クリーな交通システム 

   ストックホルム市では市営バスの燃料を９０年頃からエタノールに切り替えてきた 
  結果、２０００年にはすべての市営バスがエタノール・バスとなった。現在では市の 
  公用車の大部分が電気、エタノール、バイオガスなどで動いている。菜種油を燃料と 
  するタクシーも走っている。 
   
  ●ディーゼル車への対応 

   ディーゼル車の排ガス対策でも、スウェーデンはＥＵをリードし、世界の最先端を 
  走っている。ディーゼル車の排ガス対策では排ガス浄化装置の能力が燃料中の硫黄分 
  により劣化されるので、燃料である軽油中の硫黄分を低減することが必須である。９ 
  ４年時点でスウェーデンは米国、ＥＵ、日本に比べて一桁低い硫黄分（０．００１％） 
  の軽油が供給されていた。スウェーデンから遅れること１０年、日本でも２００５年 
  １月から超低硫黄自動車用燃料（硫黄分０．００１％）が市販された。 
 
（３）「政策評価」のためのチェックリスト 

   スウェーデンでは、６９年の「環境保護法」が環境アセスメントの根拠法となって     
  いたが、この法律は９９年１月１日施行の環境法典に統合された。環境アセスメント 
  は、現在の「持続不可能な社会」を積極的に変えることなく，相対的に環境負荷の少 
  ない建設計画や都市開発計画などを行うために２０世紀後半から国際的に用いられて 
  きた方法である。前節でかかげたスウェーデンの８つの主な転換政策や別途実施され 
  ているさまざまな投資計画や都市開発計画などを中・長期的に見た場合に、環境問題 
  を悪化させる方向にあるか、改善の方向にあるかをどのように判断したらよいのだろ 
  うか。 
   スウェーデンの環境諮問委員会が９０年代初頭から提唱している政策評価チェック  
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  リストは、「福祉国家」を「緑の福祉国家」に積極的に変えていくための政策を評価す  
  るもので、委員会は次の６つの項目を判断基準に使っている。 
     ①エネルギー消費を削減し、再生可能エネルギーの利用を増やす方向にあるか     

     ②種の多様性や自然の資源生産能力を増大する方向か 

     ③生態学的なサイクルの完成をめざしたものであるか 
     ④人間と環境の許容限度内にあるか 

     ⑤問題を生ずるよりも問題を解決する方向性をもっているか 

     ⑥予防原則を順守しているか 

 

おわりに 

 スウェーデンは「科学者の合意」と「政治家の決断」により、２１世紀前半のビジョン

として「緑の福祉国家の実現」を選択した。スウェーデンが考える「Sustainable 

Development」（持続可能な開発）とは“社会”の開発であって、“経済”の開発、発展、

成長ではない。スウェーデンの諸政策はバックキャスト的手法で策定されているので、 経
済と環境の統合を模索する国際社会で持続可能な開発の主流の解釈となっている「エコロ

ジー的近代化論」とは一線を画している。 

 人間社会にはさまざまなセーフティ・ネットが必要である。環境問題がまったく想定さ

れていなかった２０世紀の国づくりではセーフティ・ネットと言えば、社会の安心と安全

を保証する社会保障制度であり、具体的には高度な福祉制度の充実を意味していたが、２

１世紀前半の国づくりでは人間の生存基盤を揺るがす環境問題の解決こそ、人間社会全体

の最大のセーフティ・ネットである。 
 １９７２年の第１回国連人間環境会議(ストックホルム会議）から３３年が経過した。 

最後に、当時のパルメ首相が述べた言葉「科学者と政治家の役割」を引用してこの報告の

結びとする。 

 
   科学者の役割は、事態があまり深刻にならないうちに事実を指摘することにある。           

          科学者は政治家にわかりやすい形で問題を提起して欲しい。 
   政治家の役割は、科学的な判断に基づいて政策を実行することにある。その最も具          

         体的な表現は政府の予算だ。政策の意図が政府の予算編成に反映           

               されることが必要だ。 
 

この言葉は３０年以上経った今、ますます輝きを増してきたように思う。この言葉には 

スウェーデンの環境問題に対する「予防的アプローチ」が見事に凝縮されているとともに、

民主主義社会のもとで自由経済を享受してきた先進工業国が２１世紀初頭にかかえている

様々な問題を解決し、２１世紀の新しい社会である「持続可能な社会」を構築する際に必

要な普遍性の高い手がかりが含まれているからである。 
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表１ ９０年代の環境分野の主な指針・政策

環境政策を包括的に初めて提示）８８年６月 ９０年代の環境政策 （スウェーデンの

９０年５月 ９０年代の廃棄物政策

９１年の環境政策「 」９１年６月 A Living Environment

（保守党中心の連立政権）９１年９月 新政権の施政方針演説

「The Ecocycle:The New View of the Environment」９２年６月 循環政策

９６年６月 経済発展のための政策

施政方針演説（社民党の単独政権）９６年９月

わが国を「緑の福祉国家」に

（９９年１月１日施行）９８年６月 環境法典の制定

既存の４９本の法律の改正

環境の質に関する１５の政策目標９９年４月

（社民党の単独政権）９９年９月 施政方針演説

「緑の福祉国家」の 国家像

 

政治家＋官僚

各主体の行動（１） 規制緩和
科学者＋政治家

国ビジョンの実現に障害と ★

自治体ビジョン なる諸条件の抽出と排除 ★

企業（国家の政治目標） ★

ＮＰＯ団体（２） ビジョンの実現をめざした ★

（個人）法体系の整備 ★国民

（３） 政策の決定と予算配分

２０世紀のビジョン 福祉国家の建設・維持

（社民党が政権についた、およそ７０年前に策定）

２１世紀のビジョン 緑の福祉国家の実現

（９６年９月１７日の首相の施政方針演説）

図１ ビジョンを実現する基本的な方法
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環境法典

８９年５月 国会に「環境法制度

９８年３月 法案提出
９８年６月 成立
９９年１月１日 施行

「緑の福祉国家」

２１世紀の

３３章、約５００条

図２ 環境法典の成立

「環境法典」に統合された１５の環境関連法

①自然保全法 （１９６４）

②環境保護法 （１９６９）

③水域への廃棄物投棄禁止法 （１９７１）

④硫黄含有燃料法 （１９７６）

⑤農地管理法 （１９７９）

⑥廃棄物の収集・処分に関する法（１９７９）

⑦保健法 （１９８２）

⑧水法 （１９８３）

⑨森林地への殺虫剤散布法 （１９８３）

⑩化学製品法 （１９８５）

⑪環境被害法 （１９８６）

⑫天然資源法 （１９８７）

⑬生物学的殺虫剤事前検査法 （１９９１）

⑭植物相および動物相保護法

⑮遺伝子改変生物法

（The Environmental Code: A Summary of the Government Bill on

the Environmental Code 1997/98:45の１ページより）

をめざして

見直し委員会」を設置

 

スウェーデン政府の包括的な環境政策の目標は “現在の主な、
環境問題を解決した社会（緑の福祉国家 ”を次世代に引き継）
ぐことである。国会は約１年間審議してきた「環境の質に関
する１５の政策目標案」を９９年４月８日に承認した。
これらの政策目標は一世代内（２５年）に実現することが決
まっているので、その最終目標年次は２０２５年である。

① 清浄な空気
② 上質な地下水
③ 持続可能な湖沼および水域
④ 豊かな湿地
⑤ バランスのとれた海域、持続可能な沿岸地域、群島
⑥ 富栄養化の防止
⑦ 環境の酸性化を自然の範囲内にとどめる。
⑧ 持続可能な森林
⑨ 豊かな農村風景
⑩ 雄大な山岳風景
⑪ 良好な都市環境
⑫ 有害物質のない環境
⑬ 安全な放射線環境
⑭ オゾン層の保護
⑮ 気候変動の影響が少ない環境

表２ 環境の質に関する１５の政策目標
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（国際的な対応）（１）気候変動防止への対応

（国際的な対応）（２）オゾン層保護への対応

課税対象の転換（３）税制の改革：

原発を新設しない（４）エネルギー体系の転換：

（５）廃棄物に対する製造者責任制度の導入

（６）新しい化学物質政策の策定

（７）持続可能な農業、林業

（８）都市再生 （都市再開発）

緑の福祉国家を実現するための「社会制度の変革 「エ」、
ネルギー体系の転換 「産業構造の転換」などには、少」、

、なくとも１５～２５年のリードタイムが必要であるから
２１世紀前半の社会に関する議論では 「時間枠」と「経、
済規模」の問題を常に意識する必要がある。

表３ 「緑の福祉国家」への主な転換政策

 
 
 

出所 「Energy in Sweden  2001」 Swedish National Energy Administration

図３ ９０年代のＣＯ２総排出量の推移
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表４ スウェーデン電力研究所の２０５０年電力ビジョン

技術的な 実際的な
ポテンシャル ポテンシャル

水力発電 １３０ ８０

コジェネレーション ＞４０ ３０

背圧発電（産業） ＞８ ５

風力発電 ＞２５ １０

太陽光発電 ５

合計（ＴＷｈ／年） １３０

この電力システムは原子力への依存なしに、化石
燃料を最小限にして達成可能であると考えられる。

 

図４ スウェーデン政府の２０５０年エネルギー・シナリオ

出所 飯田哲也 著 「北欧のエネルギー・デモクラシー」 ｐ１１７ 新評論

２０００年３月
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参考 キーワード 

時代認識：経済規模の「適正化」への大転換期  

 ２１世紀初頭に生じている米国を除く先進国の「少子高齢化問題」と「経済規模の適正

化への転換」という大問題は、我々が今まさに「数百万年にもわたる人類史上初めて迎え

た大転換期」に立たされていることを意味している。先進工業国がさらなる経済規模の拡

大を追及し、途上国がそれに追従するという２０世紀型の経済活動の延長では、経済規模

は全体としてさらに拡大し、環境が悪化するにとどまらず、これからの５０年間に人類の

生存基盤さえ危うくすることになるだろう。 
 
 ２１世紀の社会は過去・現在の延長線上にあるが、現在をそのまま延長・拡大した方向

（フォアキャストした方向）にはあり得ないことを「資源・エネルギー・環境問題」が示

唆している。１９９７年６月に米国のデンバーで開催された第２３回主要国首脳会議（サ

ミット）の焦点は、世界のＧＤＰの約６５％を占めるサミット参加８か国（Ｇ８）がどれ

だけ地球全体を考えたシナリオを示めすことができるかにあったが、依然として成長志向

のまま２１世紀像をはっきり示めすことができずに終わってしまった。この状況は、その

後のサミット（バーミンガム、ケルン、沖縄、ジェノバ、カナナ スキス、エビアン、シ

ーアイランド）を経て、２００５年７月の「第３１回グレンイーグルズ」（英国）後もほと

んど変わっていない。 
     
●「環境論」は２１世紀の国家論の大前提 

 ２０世紀後半に明らかになった「環境問題」は２０世紀の国づくりではまったく想定さ

れていなかった問題だが、２１世紀の国づくりでは決して避けて通れない最大の問題であ

る。日常の経済活動がその主な原因だからである。  
 現代工業化社会の経済活動を実際に支えている第一義的な要因はエコノミストが好む

「市場メカニズム」「市場原理」などではなく、常に「資源」や「エネルギー」であり、資

源やエネルギーの大量使用の結果必然的に生ずるのが「環境への人為的負荷」である。環

境への人為的負荷が蓄積し、「環境の許容限度」と「人間の許容限度」に近づくと「環境問

題」として表面化し、広く社会に認識されることになる。地球的規模で生じている環境問

題は２１世紀の「市場経済システム社会（資本主義社会）」を揺るがす最大の問題である。 
 環境問題の解決とは金額で表示される経済成長（ＧＤＰの成長）を止めるのではなく、「技

術の変革」と「社会制度の変革」を通して、資源・エネルギーの成長を抑えて“持続可能

な社会”を構築することを意味する。２０世紀の経済成長は「資源・エネルギーの成長」を

意味したが、２１世紀の経済成長はそれらを抑えて達成しなければならない。  
 

●フォアキャスト対バックキャスト 

 将来の方向を考え、行動する手法として「フォアキャスト（forecast）」と「バックキャ

スト（backcast）」の２つの手法がある。 
 「フォアキャスト」的手法は、これまでの経済学のように  「地球は無限」という前提
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に立って、現状を延長・拡大していく考え方である。国づくりの前提として環境問題を考

える必要がなかった２０世紀にすべての国が使ってきた伝統的な手法である。 
 「バックキャスト」的手法では、自然科学が明らかにしたように「地球は有限」という

前提に立ち、たとえば、２０３０年とか２０５０年という長期ビジョン年次を考えたときに、そ

れぞれの時点でどのような社会的・経済的・生態学的条件が整っていれば、我々は安心し

て生活できるかを、現在の時点で想定してみる方法である。そして国民の合意の下にビジ

ョンに向かっていつまでに何をするかを国の政策として決め、国を挙げて社会を変えてい

く方法である。 
 資源・エネルギー・環境問題の厳しい制約が予想される２１世紀の経済成長には、２０

世紀のような自由度はほとんどない。２１世紀の「持続可能な社会」へ転換する道はたい

へん狭い厳しい道であるから、２０世紀に有効であった「フォアキャスト」的手法で２１

世紀の社会を想定するのはたいへん危険である。誤った方向への先行投資は政府にとって

も、企業にとっても致命的である。 

 バックキャスト的手法で政策をつくり実行に移せば、毎日の努力が「安心と安全の未来」

をめざすことになるはずである。 

 

●環境分野の国際ランキング 

 スウェーデンが環境分野で国際的にどのような位置づけにあるかを知る格好の材料があ

る。ここではランキングの概要を紹介するに止め、その判断基準の妥当性は議論しない。  
 国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は２００１年１０月１１日、「国家の持続可能性」をは

かるバロメーターとして新たに開発した「健全性指数（ＷＩ）」を使って、「世界１８０カ

国の持続可能性」をランク付けした調査結果を公表した。人間社会の開発は自然と天然資

源の利用に支えられるものだから、「国家の持続可能性」を保つには「人間社会の開発」と

「適切なエコシステムの保全」が同時に行われていなければならないというわけである。  
 ＷＩ（Well-being Index）は２つの指数「ＨＷＩ（人間社会の健全性を示す指数）」と「Ｅ

ＷＩ（エコシステムの健全性を示す指数）」で構成され、ＷＩが８１．０以上であれば、そ

の国は現時点で「持続可能性あり」と判断される。 
 調査の結果、１８０か国のうち上位３７か国までが「ＷＨＩ」と「ＥＷＩ」のバランス

を現在辛うじて保っている状態にあるが、それ以外の１４０か国以上はすでに環境へのス

トレスが人間社会の健全性を超えていること、生活水準の高い国々も環境へ過度の圧力を

かけていることが明らかになった。 
 現時点で「持続可能性あり」と判断された国は皆無である。ＨＷＩが７９、ＥＷＩが４

９で最もバランスがよくとれていると評価され、１位にランクされたのはスウェーデンで

あるが、そのＷＩは６４．０で、現時点では「持続可能ではない」と判断されている。ド

イツは１２位、日本２４位、米国２７位、中国１６０位、インドは１７２位となっている。 
 

●環境問題への経済的手法の導入 

 ９１年、ＯＥＣＤ加盟２４カ国の「環境政策における経済的手法の実施状況」を検証し

た報告（Dr. .Lex de Savornin  Lohman 著）が公表された。この報告では、次のように

結論づけられている。 
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    北欧諸国は「経済的手法の実施」で経験が最も豊富で実施例も最も多く、先進的な 
   環境政策の枠組み中に「経済的手法」を組み込んでいる。 
       ★オーストリア、ドイツ、オランダおよび米国も成熟した環境政策を有して  
       いるが、経済的手法の導入という点では北欧諸国に比べ、限定的である。 
      ★カナダ、日本およびスイスの環境政策はかなり野心的ではあるが、経済的 
       手法はほとんど利用されていない。 
      ★ベルギー、フランス、イタリア、英国およびスペインは環境政策を整えて 
       いる段階にあるが、経済的手法の利用は非常に限られている。 
 この報告書は９０年当時のＯＥＣＤ加盟国の環境政策の充実度と環境問題の解決に向け

た経済的手法の導入状況を示したものである。環境問題の原因が市場システム社会におけ

る「経済活動の拡大の結果」であるという本質が理解できれば、環境問題への対応は技術

的な対応だけではなく、むしろ経済的な手法や制度的な対応を含めた社会科学的な総合的

アプローチがいっそう重要である。２００４年の「ＯＥＣＤレビュー」はスウェーデンが

環境政策でおそらく他のどの国よりも経済的手法を用いていると判断している。 
 

●エコロジー的近代化論（Ecological  Modernization）                   

 国連の環境と開発に関する世界委員会（ＷＣＥＤ）が８７年に提唱した「Sustainable 

Development」（持続可能な開発）という概念は、経済のグローバル化の進展と気候変動

に代表される環境問題の表面化とあいまって国際的に議論され、様々な解釈を生みだした。  
 なかでも、「エコロジー的近代化論（環境近代化論）」は「経済」と「環境」の統合（調

和、両立などの表現もある）の必要性を模索する国際的な議論の中で７０年代中頃にドイ

ツやオランダの研究者によって提唱された考えで、「持続可能な開発」の主流の解釈として、

９０年代はじめ頃から日本でも知られるようになった。この考えには２つの大きな問題が

ある。  
 一つは生産面に力点が置かれているので「汚染者負担の原則」をとっているが、消費の

重要性にはあまり触れていない。あたかも産業工程をグリーン化し、環境調和型の製品を

供給すれば、消費は無限であっても大丈夫という暗黙の前提があるかのようである。しか

し、“環境調和型の製品”であっても大量に生産し、消費し、廃棄すれば、大量の資源とエ

ネルギーを消費する結果、環境負荷を高めることになる。したがって、エコロジー的近代

化論では環境効率を高めることはできても、全体的な環境負荷の削減を保証することはで

きない。「大量生産・大量消費・大量廃棄という環境危機の根本的な原因」を、環境効率

の向上でしかとりあげることができないからである。 
 もう一つはエコロジー的近代化論が基本的には経済成長を続けたい先進工業国の環境議

論であるため、「世代内公平」という考えがほとんど含まれていないことである。エコロジ

ー的近代化論は「２０世紀の経済・産業論よりも環境に配慮している」という点では確か

に大きな前進だが、経済成長が「生態系」や「生態系に及ぼす蓄積的な影響」を基本的に

は無視している。この考え方でつくられる経済政策の背景には、さらなる経済成長を正当

化するために「環境への配慮を利用する」というイデオロギー的要素が含まれている。 

  

                 以 上 


