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はじめに

本誌No. 47（2001年９月）に「環境問題の解

決は、人間社会最大のセーフティ・ネット　環

境問題への新たな視点」を寄稿してから８年が

経ち、今回、「日本の地球温暖化対策もう一つ

の視点」を寄稿する機会をいただいた。

前回の寄稿は８年経った現在でも、内容的に

は修正をする必要がないので、本稿と合わせて

参照していただければ幸いである。

本稿では、８年前に比べてさらに国内外の関

心が高まってきた「気候変動問題」（日本では

「地球温暖化問題」）を取り上げ、日本とこの分

野で世界の最先端を行くスウェーデンを比較す

ることにより、「日本の現在に至るまでの対応」

を理解するためのもう一つの視点を提供する。

1．EU議長国としてCOP15へ向かうスウェ

ーデン

2009年７月１日は、スウェーデンが1995年１

月１日にEUに加盟して以来、２回目のEU議長

国になった日である。EUの議長国は持ち回り

環境問題スペシャリスト 小澤　德太郞

日本の地球温暖化対策もう一つの視点

図1　過去36年間のCO2排出量の推移の比較　日本vsスウェーデン　1971－2007
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で、任期は半年。前回は2001年１月１日から半

年間であった。

今年の議長国スウェーデンに課せられた問題

は、今年12月にデンマークの首都コペンハーゲ

ンで開催される「国連気候変動枠組み条約第15

回締約国会議（COP15）」に一定の成果を収め

ることである。COP15の目的は、京都議定書

に定めがない2013年以降の「地球温暖化対策」

の方向性を決定し、各国の同意を求めることに

ある。

2．「京都議定書対応の成果」の顕著な相違

まず、図1を見ていただきたい。この図は国

際エネルギー機関（IEA）の最新の報告書「CO2 

Emissions from Fuel Combustion 2009 Edition」

に掲載された国別のCO2排出量の推移（1971～

2007年）を示す表から日本とスウェーデンを抜

粋し、その推移の傾向を比較するためにグラフ

化したものである。

図2は京都議定書の基準年である1990年から

2007年までの日本とスウェーデンの「経済成長

（GDP）と温室効果ガス（GHG）の排出量の関

係」の推移を示す。

日本の場合は政府や企業や市民の削減努力に

もかかわらず、「GDPとCO2」が見事なまでに

カップリングしている（相関性がある）のに対

し、スウェーデンでは京都議定書の成立の前年

の96年あたりから、「GDPとGHG」のデカップ

リング（相関性の分離）が始まり、年々その状

況が顕著になってきたことがわかる。

図3に、日本とスウェーデンの1人当たりの

CO2排出量の推移を示す。

3．なぜこのような結果となったのか

このような成果の顕著な相違は「京都議定書

の位置づけ」と「京都議定書への対応策」、そ

して「CO2の抑制に有効な手段」をとったかど

うかによるものである。

図2　経済成長（GDP）と、CO2あるいは温室効果ガス（GHG）排出量との関係
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●京都議定書の位置づけ

94年３月に発効した「気候変動枠組み条約」

の第３回締約国会議（COP3）が97年12月に京

都で開催され、最終日に「地球温暖化防止京都

議定書」が採択された。

この時点での米国、日本、スウェーデンの京

都議定書の位置づけは、三者三様だった。三者

とも京都議定書に署名はしたものの、米国は途

上国の参加が義務づけられていないこの議定書

は「議論の出発点にもならない」と考えていた

し、日本は「議論の出発点」と位置づけ、ス

ウェーデンは「議定書の内容では地球温暖化対

策は不十分なので、議定書の範囲を超えた独自

の政策を展開する」という立場であった。

その後、米国は2001年３月に京都議定書から

離脱した。日本は京都議定書を2002年６月４日

に、スウェーデンは同年５月16日に批准した。

そして、2004年２月にロシアが批准した結果、

京都議定書は2005年２月16日に正式に発効した

のである。

●京都議定書への対応策

京都議定書の採択から半年経った98年６月、

EUは環境大臣理事会で、地球温暖化防止京都

会議で合意された「CO2など温室効果ガスの

８％削減をEU全体で達成するという目標」を

具体化するために、国別分担の排出量の新配分

で基本合意した。

この新配分でEUは、スウェーデンに「90年

比で４％の温室効果ガスの排出量増」を認めて

いるが、これは、スウェーデンが70年以降CO2

の排出量を少しずつ削減してきた実績（図1）

と、原発の段階的廃止をめざす計画を保持して

いたことに配慮したからであった。

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

図3　1人当たりのCO2排出量の推移（日本vsスウェーデン）
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させないためだ」とコメントした。

図4に、日本とスウェーデンの京都議定書へ

の対応策の要点をまとめた。スウェーデンでは

91年１月１日からCO2税が導入された。その結

果、とくに地域暖房において、「化石燃料」か

ら「バイオマス燃料」への転換が大きく進展し

た。CO2税の導入により、石炭よりもバイオマ

スの燃料価格が安く設定されたからである。

●CO2の抑制に有効な手段

図4に示したように、スウェーデンでは、「原

発」はもちろん、CO2吸収源としての「森林」

や、京都議定書に定める排出目標を各国が協力

して達成するために京都会議で導入が認められ

た「排出量取引」「共同実施（JI）」「クリーン

開発メカニズム（CDM）」のような「補完的な

国際取引制度」への期待はほとんどない。

「CO2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、国のコンセンサスだからである。

4．なぜ、スウェーデンは成果を上げること

ができたのか

スウェーデンでCO2が減少した理由は、「70

年代の石油ショック以降のエネルギー政策」に

ある。原油と石油製品の総エネルギー供給量に

占める割合は、70年の77％から88年まで少しず

つ減少し、88年以降の横ばい状態を経て、2000

年には33％まで減少した。過去30年間の石油製

品の消費は、原子力とバイオマスで代替され

た。現在は，石油製品の54％が運輸部門に供給

されている。

2001年11月、スウェーデン政府は新たな地球

温暖化防止政策を発表した。この政策で、ス

ウェーデンは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の割当枠では

京都議定書の削減目標（90年比） －6％（GHG) ＋4％（GHG）

京都議定書の基準年1990年の
　●温室効果ガス（GHG）排出量

　●二酸化炭素（CO2）排出量

二酸化炭素税 ─ 91年から導入
原発への期待 大 無
森林への期待 大 無
省エネルギー 原単位の向上 最終エネルギーの抑制
自然エネルギー 総供給量の5％程度 総供給量の30％程度
アイドリング禁止 96年頃から一部 72年以前から導入
 自治体が導入 

排出量（権）取引への期待 大 無
共同実施への期待 有 無
CDMへの期待 有 無

（注）日本は「－6％の削減目標」のうち、－5.4％を森林吸収（－3.8％）と京都メカニズム（－1.6％）で賄う
　　　としており、エネルギー分野は±0％、スウェーデンはエネルギー分野での削減を目指す。

7千220万トン

5千250万トン12億1500万トン

［出典：OECD in Figure 2006-2007 Edition WWW.OECD.CRG］

12億6100万トン

国内対策

国際取引

図4　京都議定書への対応策：日本vsスウェーデン
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４％増が可能）を目標とした。

注目すべきは、この政策でも、森林による吸

収や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。具体的には、自

治体の地球温暖化防止プロジェクトへの資金援

助、国民への啓発運動、代替燃料の導入、省エ

ネなどが挙げられている。スウェーデン自然保

護協会やグリーンピース北欧などの環境NGO

は、政府の政策を評価し、支持を表明した。

このように、政府が掲げた目標を国民のすべ

てのセクターがそれぞれの立場でできるところ

から協力して努力した結果、図1～図3に示し

たような成果を得たのである。

5．なぜ、日本は成果を上げることができな

かったのか

日本で地球温暖化問題を議論するときに好ん

で用いられる「世界に冠たる省エネ技術を有す

る」「世界に冠たる環境技術を有する」「乾いた

雑巾を絞るような」などという枕詞は、これま

で経済界が、そして、評論家やエコノミスト、

さらには小泉、安倍、福田、麻生などの首相経

験者を含むかなりの政治家や政策担当者が執拗

にマスメディアを通じて主張してきたものだ。

これらの表現を好んで使う政治家、評論家、

マスメディアに共通する誤解は「公害」と「環

境問題」の混同、「効率化」と「省エネ」の混

同に基づくものだと思う。そうでなければ、70

年代の「オイルショックの頃の日本の優れた省

エネ努力」以降、思考停止が続いているのでは

ないだろうか。

私の基本認識では、地球温暖化防止のための

温室効果ガスの削減、とりわけCO2の削減には

「効率化（原単位の向上）」よりも「エネルギー

供給量および消費量の総量抑制」が重要であ

る。

今年に入って経済界は、全国紙に地球温暖化

問題について2つの全面意見広告を打った。３

月17日の「考えてみませんか？　私たちの負担

額。」と５月21日の「考えてみませんか？　日

本にふさわしい目標を。」だ。

●3月17日の意見広告

幸いなことに、この意見広告では経済界の判

断基準が明確に図示されている。広告の左側に

レイアウトされた５つの棒グラフ、「GDPあた

りのCO2排出量」「電力を火力発電で１KWh作

るのに必要なエネルギー指数比較」「セメント

の中間製品（クリンカ）を１トン作るのに必要

なエネルギーの指数比較」「石油製品を１kl作

るのに必要なエネルギー指数比較」「鉄１トン

を作るのに必要なエネルギー指数比較」がそれ

である。いずれも、「原単位」という相対的な

数字で表現されている。

この意見広告のメッセージは明らかに国民を

ミスリードし、事態をますます混迷させるもの

だが、この意見広告の唯一の功績は経済界の

「地球温暖化問題に対する判断基準」が、私の

主張する温室効果ガスの「総量規制」ではな

く、「原単位の向上」に基づいていることを明

らかにしたことである。この発想は20世紀の経

済拡大の発想で、21世紀には不適切なものだ。

京都議定書は日本に90年比で6％の温室効果

ガスの「総排出量の削減」を求めている。しか

し、日本の経済界が行ってきた努力はこの目標
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の達成にはまったく効果がなかった。なぜなら

「原単位の向上」には努めたものの、「総排出量

の削減」という目標を達成する努力を十分にし

てこなかったからである。

本来なら、「総排出量の削減」という目標を

達成する手段として「効率化」、別の言葉で言

えば「原単位の向上」があるのである。「原単

位の向上」という経済界の懸命の努力にもかか

わらず、日本のエネルギー消費量も温室効果ガ

ス排出量も減少するどころか図1および図2が

示すように、逆に増え続けていたのである。そ

して、最新の温室効果ガスの排出量（2007年）

はCO2換算で13億7100万トンに達し、過去最高、

京都議定書の削減目標を約15％上回っている。

つまり、日本の歴史上最悪を記録してしまった

のである。

●5月21日の意見広告

この意見広告の主張に「国際的公平性」「国

民負担の妥当性」「実現可能性」の確保があげ

られている。一見、合理的な意見のように見え

るのだが、実はここに「基本的な誤解」あるい

は「読者をミスリードさせるための意図」とい

うか、「誤り」がある。

この意見広告が主張する「国際的公平性」

は、温室効果ガスの排出量についての「現世代

の公平性」である。しかし、地球温暖化防止政

策の主たる目標である「将来世代との公平性」

を無視しているのは大問題だと思う。温室効果

ガスは大気への蓄積性が高い物質だからであ

る。「国民負担の妥当性」「実現可能性」も、現

世代の日本の都合に過ぎない。

このように見てくると、この意見広告は国民

への偽装メッセージではないだろうか。

6．原発の利用と温室効果ガスの排出量の

関係

脱原発の方向性を定めた1980年３月のス

ウェーデンの「国民投票の結果」以降の両国の

原発の利用状況をまとめてみると、80年から

2008年の28年間に、スウェーデンが２基の原発

を廃棄した（12基から10基へ）のに対し、日本

は33基の原発を増やした（22基から55基へ）。

この間、スウェーデンは図2に示したように、

京都議定書の基準年である90年以降漸次、温室

効果ガス（このうちおよそ80％がCO2）を削減

し、2007年の排出量は9％減だった。一方、日

本では、90年以降、温室効果ガス（このうち

90％以上がCO2）の排出は増加傾向にあり、

2007年には過去最悪（9％増）となった。日本

では90年以降15基もの原発を運転開始したにも

かかわらず、CO2の排出量が増加している事実

に注目してほしい。

ここで注意すべきは、原発は正常に稼働して

いる限りは実質的に温室効果ガス（具体的には

CO2）を排出しない発電装置ではあるが、原発

は温室効果ガス削減装置ではないことである。

したがって、原発の建設によって、CO2を事実

上増やさずに電力供給量を増やすことは可能だ

が、原発を建設し、運転しただけでは現状から

CO2を増やさなかっただけで、CO2の削減には

ならない。同時に、石炭火力による発電を削減

（原発で置き換える）しなければならない。

7．日本は「省エネ国家」？「環境先進国」？

2008年12月10日、ドイツの環境NGO「GERMAN 

WATCH（ジャーマン・ウオッチ）」は、温室

効果ガス排出量上位57カ国の「温暖化対策の実
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行ランキング」を公表した。それによると、最

高位は過去3年連続でスウェーデン、日本は43

位（2008年）、42位（2007年）、26位（2006年）

だった。

大和総研の経営戦略研究レポート「CSR（企

業の社会的責任）とSRI（社会的責任投資）：

日本は環境先進国か？」（2008年3月10日）で

は、日本のマクロ政策評価を行っている。

◆ 世界銀行が2007年10月に公表した温暖化対

策を評価した報告書において，日本は70か

国中62位、先進国では最下位という衝撃的

な結果が示された。

◆ 同調査では、1994年から2004年の10年間の

CO2排出量と、その要因を分析しているが、

日本は経済・人口の伸びが低いにも関わら

ず、CO2排出量の伸びが高い。その背景に

は、化石燃料の中でもCO2の多い石炭火力

が増えたこと、一方で再生可能エネルギー

の導入がきわめて遅いこと、オフィスや家

庭からの排出がIT化やライフスタイルの

変化を反映して大幅に増えてしまったこと

などがある。これらのことは、消極的な温

暖化政策を反映している。

◆ 洞爺湖サミットで環境立国日本を標榜し、

世界のリーダーシップをとるのであれば、

日本は環境先進国、という思い込みを捨て

て、積極的かつ大胆な温暖化対策を早急に

進める必要がある。詳細は、

http://www.dir.co.jp/souken/consulting/

report/strategy/csr/08031001strategy.html

1972年にスウェーデンの首都ストックホルム

で開催された「第１回国連人間環境会議」の翌

年の1973年から36年間にわたって日本の技術を

ウオッチしてきた私の結論は「日本はさまざま

な省エネルギー技術（省エネの要素技術）を有

する国ではあるが、省エネ国家ではない」、「日

本は公害防止技術を有する公害対策先進国では

あるが、環境先進国とは言いがたい」というも

のである。

8．そして、今年12月のCOP15に向けて

麻生太郎首相は６月10日、「2020年までに日

本の温室効果ガスの排出量を05年比で15％減

（90年比８％減）」とする中期目標を発表した。

一方、スウェーデンは2008年３月の政府方針

と2009年2月5日の連立与党の合意文書で次のよ

うな2020年の中期目標を打ち出している。

①50％　 総エネルギーに占める再生可能なエ

ネルギーの割合。

②10％　 運輸部門における再生可能なエネル

ギーの割合。

③20％　05年比でエネルギー効率の改善。

④40％　 90年比で温室効果ガスの排出量削

減。

この連立合意文書では、既存の10基の原発の

寿命が近づいてきた場合に混乱がおこらないよ

う、「現在の３ヶ所の原発サイトに限って、そ

して既存の10基に限って更新が可能になるよう

に、更新の道を開いておく」という政治的な決

定がなされている。この事実を日本のマスメ

ディアはこぞって「スウェーデンも脱原発政策

転換」（2009─02─06）と報じたが、これは正し

くない。詳細は３月21日の私のブログを参照願

いたい｡

http://blog.goo.ne.jp/backcast2007/e/c5a4f2f9

c55c7f68c5d26ff4c6fb7f90
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論の不思議なおかしさがわかるはずである。こ

れらの記事を書いたジャーナリストは当時のご

自身の書かれた記事を10年経った今読み返して

みて何を思うのだろうか。

（おざわ　とくたろう）
1973年　 スウェーデン大使館に入

館。科学技術部環境保護オ
ブザーバーとして、環境・
エネルギー問題、労働環境
問題を担当。

1993年　 「環境基本法案等に関する
衆議院環境委員会中央公聴
会」公述人。

1995年　 スウェーデン大使館を退館。
「環境問題スペシャリスト」として独立。執筆・
講演活動を開始。

1996年　 「第11回原子力政策円卓会議（最終回）」招聘
者（原子力委員会）。

主な著書：『21世紀も人間は動物である─持続可能な社
会への挑戦　日本vsスウェーデン』（新評論，1996）『ス
ウェーデンに学ぶ「持続可能な社会」安心と安全の国
づくりとは何か』（朝日新聞社朝日選書，2006）など多
数。
私のブログ：http://blog.goo.ne.jp/backcast2007

おわりに

2009年９月16日に発足した鳩山新政権が国際

的に公約した「温室効果ガスを2020年までに90

年比で25％削減する」という目標をどのような

対応策で達成しようと考えているか、いまのと

ころ明らかではない。

今、私たちが理解しなければならないのは、

京都議定書の規定も、ポスト京都議定書の規定

も、温室効果ガスの「総量の削減」であって、

日本の産業界が求めてきた「原単位の改善」な

どの「相対量」の向上ではないことである。

京都議定書が採択された97年前後にマスメ

ディアを賑わせた、今となっては滑稽で団塊の

世代には懐かしい、しかも今なお思い出したよ

うに登場するいわゆる「乾いた雑巾論」という

のがある。日本政府が公表している統計資料や

国際機関の関連報告書を素直に読めば、この議


