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排出権、国際取引は難しく
―削減自主目標で実効性に疑問
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　まず、排出権取引市場について説明する。
排出権取引は、各国の温暖化ガス排出削減
目標を達成するため、温暖化ガスを排出す
る主体（産業や企業）が、無償もしくは有
償で、その国の温暖化ガス総排出量の制限
の中で排出権を割り当てられ、それを国内
や国際的な市場を通じて取引する制度であ
る。産業や企業により温暖化ガスに値段が
付けられ、取引が行われることで、排出量
規制下で温暖化ガスが市場メカニズムによ
って必要とする部門に適切に分配され、効
率的な経済活動が行われることが期待され
ている。
　海外を見ると、英国では01年以降、家計
以外の部門に気候変動税がかけられている。
それと連動して産業間の排出枠の取引が行
われており、この制度は17年まで継続する
予定である。欧州連合（EU）では京都議
定書を批准した02年以降、欧州排出権取引
制度（EU-Emission Trading Scheme：EU-
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ETS）の整備を進めており、京都議定書
が発効された05年にEU-ETS第１フェーズ
が開始され、段階的に制度の構築が行われ
ている。米国では、09年６月に下院で、国
内排出量取引制度の導入を含む「クリーン
エネルギー安全保障法案（ワクスマン・マ
ーキー法案）」が通過したが、上院では通
過の見通しは立っていない。オーストラリ
ア、カナダなどでも、法案は提出されてい
るが、他国の動向を見ながら議論が進めら
れている状況であり、足踏みを続けている。
日本では、環境省、経産省が市場導入の議
論の端緒についた段階である。
　このように、海外でも導入状況に違いが
みられ、日本ではまだ導入されていない排
出権取引市場だが、日本は国内だけでは京
都議定書の目標を達成することが難しいた
め、官民共に海外から大量の排出権購入を
予定しており、すでに国際取引が実行され
ている。産業界の自主行動計画として、５
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年間で電力業界が2.5億トン、鉄鋼業界が
5600万トン、計3.1億トンの排出権を購入
することになっている。その他政府が１億
トンの購入を計画している（政府は07年４
月に最初の排出権購入契約を結んでおり、
それ以降も順次排出権を購入している）。
　そのため海外からの排出権の購入が、富の
流出なども含め話題となることが増えている。

国際排出権取引、縮小の可能性

　しかし、09年12月に行われたCOP15の
コペンハーゲン合意によって、排出権取引
は、各国内やEUなど地域中心の市場とな
り、国際取引自体が縮小する可能性が出て
きている。
　ポスト京都（13年以降の削減への枠組
み）への合意を目指したCOP15は各国の
利害調整が進まず、合意に至ることができ
なかった。結果として米国の主導により、
「コペンハーゲン合意」がまとめられたが、
少数国の反対により採択されていないため、
あくまでも意見に留意する（take note）
であり、正式な「合意」とはなっていない。
　その内容には、長期（2050年）で温暖化
ガス排出を半減、途上国への資金援助など
が盛り込まれているが、具体的な削減目標
は明記されていない。しかし、注目すべき
点は、「コペンハーゲン合意」の温暖化ガ
ス排出削減目標が、各国が取り組みを国連
気候変動枠組条約（UNFCCC）事務局に
提出し登録する「自主目標設定型」となっ
ていることである。京都議定書型の、全体
としての目標を踏まえ、国ごとに排出総量
を割り当てる目標設定方法はとられていな
い。各国へ削減を義務づけることはあきら

めた内容である。「コペンハーゲン合意」
には温暖化ガス排出削減には欠くことので
きない米国、中国が参加しているが、両国
の参加は、目標設定を京都議定書型にしな
いことが前提となっている。
　米国が離脱した京都議定書の目標設定で
は、08年から12年までの約束期間内の総排
出量を国ごとに割り当てており、その割当
総量を超過した場合は、付属書Ⅰ国（先進
国）には罰則規定が存在する。
イ ）超過した排出量を３割増にした上で次
期約束期間の排出枠から差し引く（超過
分以上の削減のペナルティーがある）
ロ ）次期において国際排出権取引を認めな
い（国内のみで削減）
　どちらの規定も約束期間内の排出枠を超
過した場合、次期に一層厳しい排出枠を課
されることになるため、各国は排出権の取
引などを通じて当該約束期間の目標を達成
する必要に迫られることになる。
　日本では先に書いたように電力業界、鉄
鋼業界が排出権を購入することになってい
る。それに加えて12業種において、自主行
動計画の目標達成が困難な場合には京都メ
カニズムの排出権の活用を検討する旨が表
明されている（石油連盟、セメント協会、
電機・電子４団体、日本自動車部品工業会、
日本フランチャイズチェーン協会、日本産
業機械工業会、日本建設機械工業会、日本
チェーンドラッグストア協会、日本ガス協
会、日本工作機械工業会、日本産業車両協
会、日本LPガス協会）。
　しかし、京都議定書の各国の削減目標
（1990年比で、日本：６％減、EU：８％減、
カナダ：６％減、ロシア：０％、豪州：８
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％増）については、実質的な負担は日本の
みとの見方がある。
　例えば、京都議定書の発効には、条約に
締結した付属書Ⅰ国の排出量の合計が付属
書Ⅰ国の55%以上という条件があり、米国
が離脱したためなかなか発効することがで
きなかった。04年にロシアが参加すること
で条件が満たされ、05年から発効となった
が、参加を促すためか、ロシアについては
実質的には意味のない削減目標となってお
り、ホットエアー（ロシア、東欧諸国は削
減目標に余裕があるため、努力なしに他国
へ販売可能な削減量）が生じるとの批判が
ある。
　削減目標を達成できない国が上述のホッ
トエアーを用いた排出権取引により削減目
標を達成したとしても、そもそもの総量の
割り当てが国によって余剰が出る状態とな
っている。各国間の排出権取引は、制約の
緩い国から厳しい国に削減量が移動するだ
けであり、先進国全体の排出削減の誘因を
阻害するという批判がなされている。
　また、京都議定書では基準年が90年のた
め、日本のように早くに省エネ投資を行い、
結果として早くに温暖化ガス排出削減を行
った国には、相対的に達成が厳しい内容と
なっている。国内ではすでに排出削減努力
の進んだ日本が、削減目標の低い国や削減
への取り組みが進んでいない国から排出権
を買うことへの批判も存在する。

罰則規定、有名無実化の懸念

　京都議定書は、米国の離脱、温暖化ガス
の最大の排出国である中国の不参加などか
ら、その実効性には疑問符が付けられてい

る。ポスト京都では米国、中国を含め削減
義務国の参加割合を増やすことが求められ
ている。
　しかし、先に触れたように、COP15で
はポスト京都への具体的な合意には至らな
かった。京都議定書における削減義務国と
コペンハーゲン合意への賛同国の、世界の
二酸化炭素（CO₂）排出量に占めるシェア
は、コペンハーゲン合意への賛同国は世界
のシェアの85%と、京都議定書削減義務国
の３倍にのぼっている（図）。
　先に京都議定書のペナルティーについて
触れたが、京都議定書型とコペンハーゲン
合意の目標設定方式の違いは以下のように
なる。
○京都議定書
イ ）約束期間内の参加国の総排出量（総削
減幅）を決定し、参加国に割り当てる。
ロ ）割当を達成できなかった場合には国際
クレジットの購入などにより目標を達成
する。
○コペンハーゲン合意
イ ）参加国の総排出総量に制限はなく、各

図　「コペンハーゲン合意」賛同国の世界の
CO₂排出量に占めるシェア

資料）UNFCCC資料、国際エネルギー機関（IEA）“CO₂
　　Emissions from Fuel Combustion（2009）”を基に作成
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28％
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国の自主目標値を登録する。
ロ ）国際的に了解できる形での検証は行う
が、目標を達成できない場合に、目標達
成のために国際クレジットの購入などを
行う義務は生じない。
　コペンハーゲン合意は、あくまでも自主
目標であり、結果に対して何らかの義務を
負わない形となっており、京都議定書に比
べると相当に制約の緩い内容となっている。
　また、コペンハーゲン合意の考え方が取
り入れられると、京都議定書におけるペナ
ルティー（次期の排出枠についての制限）
が実質的に意味を持たなくなる。

国際排出権市場は補助的位置づけへ

　日本では、官民ともに海外から排出権を
購入している。取引の背景には京都議定書
による排出権の取り扱い、特に、割り当て
を達成できない場合の次期のペナルティー
が大きな役割を果たしている。京都議定書
においても、国際的な排出権取引の効果に
ついて疑問があることは先に述べた。しか
し、京都議定書の制度自体が国際排出権取
引を後押ししていた。
　仮にポスト京都がコペンハーゲン合意に
そってまとまった場合、この前提が崩れる
ことになる。各国の自主目標に基づき、国
際的な排出権の取引を行う必然性は低下す
る。自国の目標を高く設定した国が、低く
設定した国に対して排出権を購入する費用
を払うことを肯定するのは困難であろう
（ポスト京都の具体的な制度の合意が13年
以降にずれ込み、京都議定書の制度が単純
延長されることも考えられる。この場合も
ホットエアーの存在も含めて各国間の公平

性を踏まえた新たな削減割合の議論が必要
となる）。
　コペンハーゲン合意に基づく削減目標設
定手法の見直しは、ホットエアーの消滅、
京都議定書のペナルティーの消滅につなが
るため、現在行われている排出権取引にお
ける価格形成にも影響を及ぼす。
　経済産業省資料（産業構造審議会環境部
会地球環境小委員会政策手法ワーキンググ
ループ、10年６月10日）によると、例えば
08年のEU-ETSにおける総取引量のうち実
需は１割強であり、取引の多くは欧米の投
資銀行を主体とした金融機関が行い、排出
権は金融商品として扱われるようになって
いる。そのため投機的な取引が行われてい
るとの指摘もある。
　ポスト京都の進展によっては、国際排出
権取引市場自体が大幅に縮小する可能性が
ある。金融機関がリスク回避のため排出権
市場から撤退することにより、国内、地域
市場も含めて、排出権価格が暴落するとい
った混乱も予想される。
　国際排出権市場は、その効果自体に疑問
があり、制度変更に対して脆弱（ぜいじゃ
く）なことから、あくまでも補助的なもの
として位置づけられるだろう。
　しかし、排出権市場自体は、総排出量規
制を行った上で排出権を適切に配分する効
果的な制度である。温暖化ガス削減を推進
するならば、国内、地域に関しては、産業、
企業間の取引が円滑に行えるよう、排出権
市場整備を進める必要がある。コペンハー
ゲン合意により、今後は排出権市場の地域
市場化の流れが加速すると考えられる。
 （副主任研究員）
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