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　EU-ETSは欧州連合（EU）が域内企業
に適用している地域取引制度で、2005年１
月に始まった。発電所や製鉄所、製油所な
ど欧州の約１万2000カ所の大規模事業所に
対し二酸化炭素（CO2）の排出枠を割り当
て、実際の排出量との過不足分を市場で売
買している。中小事業所には排出枠の割り
当てはないが、EUの排出量の約45％をカ
バーしている。
　制度は段階的に改正され、05年から07年
が導入期間で「第１フェーズ」、京都議定
書が約束期間に入った08年からは第２フェ
ーズだ。現在は第２フェーズの約半分が過
ぎた段階。これまでのところ現実には十分
に機能しているとは言い難い。フランス政
府の関係者は「まだ試行錯誤を繰り返して
いる。取引が成功するかどうかは長い目で
みて評価する必要がある」と話す。
　最大の問題は、各事業所に割り当てる排
出枠の算出・設定方法が定まっていない点

　欧州排出量取引制度（EU-ETS）が岐路に立たされている。開始から5年が経過する
が、現状では温暖化ガスの排出削減に大きく貢献しているとはまだいえない。一方で京都
議定書を引き継ぐ国際的な排出削減の枠組み「ポスト京都」の交渉は難航している。議定
書の約束期限が終わる2012年からスムーズに次期枠組みに移行するのは難しい情勢と
なった。13年以降の世界的な排出規制の枠組みが不透明なこともEU-ETSの将来に影を
落としている。

だ。取引を通じて排出削減を実現するため
には、排出枠がやや不足する状態を常に作
り出し、CO2排出枠に価格が設定されるこ
とが望ましい。排出枠を厳しく設定しすぎ
れば企業は不足する排出枠を大量に市場で
調達しなければならず、市場価格は高騰す
る。企業は多大な負担を払って排出枠を穴
埋めしなければならないため排出削減目標
の達成コストは増大し、企業の負担が増え
る。反対に排出枠が甘すぎれば排出枠を購
入する必要がなくなり、市場は成立しない。

取引制度の第一段階、実質は補助金

　EU-ETSの第１フェーズで、EUはまず
慎重に多めの排出枠を与えることとした。
当初から厳しい負担を課すと企業側の反発
が強まる可能性があったためだ。厳しい枠
をはめられるのを避けようと各業界の激し
いロビー活動があった結果ともいわれる。
　排出枠の割り当てはEUの各国政府に委
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ねられた。各国政府は過去の排出実績や排
出量予測に基づいて各事業所の排出枠を算
出し、甘めに排出枠を設定した。フランス
政府の関係者は「実際には排出枠を正確に
見積もることはきわめて困難な作業で、十
分な時間がなかった」と明かしている。
　結果的にほとんどの企業で排出枠の余剰
が生じることとなった。排出枠の不足が生
じたのは一部の電力会社と熱供給会社など
エネルギー関連産業にとどまったとされる。
このため排出量取引を通じた排出削減が期
待されていた製鉄業や化学産業などは、削
減のインセンティブが生まれなかった。日
本の環境省の担当者は「EU-ETSの第１フ
ェーズは、一種の補助金のような仕組みだ
った」と総括している。

市場参加者は主に金融関係者

　排出枠購入の必要に迫られた企業が少な
かったため、割り当てを受けた事業者で市
場へ積極的に参加した企業は限定的だった
とみられている。市場で頻繁に取引をして
いたのは100社に満たず、その大半は金融
関係やブローカーだったとされる。前出の
フランス政府関係者は「取引は投機目的に
よるものが大きかった」と分析している。
　排出枠の過不足に伴う実需による価格形
成ではないため、排出枠価格は不安定に乱
高下した。結果的に排出枠価格と温暖化ガ
スの削減費用の一致という理想には近づか
なかった。
　実際にEU-ETSは排出削減に役立ってい
るのか。なかなか検証は難しいが、多くの
企業で排出枠の余剰が発生したことから、
少なくとも第１フェーズでは大きな削減効

果はなかったとする見方が強い。

排出枠の割り当てに競争入札導入

　こうした反省を踏まえ、08年１月に始ま
った第２フェーズでは排出枠をEU全体で
05年比約６％減らし、排出枠が実際の排出
量をわずかに不足するよう設定された。割
り当ての一部は「オークション方式」とし、
競争入札で買い取る仕組みとするなど改善
されている。
　これまでのところ価格が乱高下するなど
混乱は発生しておらず（図）、第１フェー
ズに比べ円滑に運用されている。ただ「依
然としてブローカーなどによる取引が大半
を占めているようだ」（フランス政府関係
者）という。第１フェーズに続き排出枠が
不足しているのは電力会社がほとんどだ。
　07年夏の米国のサブプライムローン（信
用力の低い借り手向け住宅ローン）問題に
端を発する金融危機と世界的な景気の低迷
は、排出枠価格の下げ圧力となった。企業
の生産活動の低下に伴う温暖化ガス排出量
の減少で排出枠に再び余剰が発生する可能
性が高まり、積極的な排出枠取得のインセ

図　比較的価格が安定している欧州の
排出量取引市場（先物価格） 
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ンティブが低下したからだ。これを見越し
て投機筋も積極投資しにくい情勢だ。
　排出量取引には企業に対し温暖化ガス排
出削減のインセンティブを与え、市場原理
を活用して削減を進めようという狙いがあ
る。EU-ETSも域内でコストを最小に抑え
ながらEU全体として温暖化ガスの排出削減
を狙う意図があるが、現段階では排出削減
の限界費用と市場の排出枠価格は一致して
おらず、EU-ETSはまだ試行段階といえる。
　さらにEU-ETSの将来の見通しを難しく
しているのは、ポスト京都が不透明な点だ。
　EUはEU-ETSについて、13年以降を第
３フェーズと規定しており、13年からの国
際的な排出規制の動向にかかわらず取引を
存続する姿勢を示している。EUの関係者は、
ポスト京都の交渉次第ではEU-ETSが崩壊
するのではないかとの質問に対し「なんら
問題はない」と答えた。
　確かに約束期間は終了しても京都議定書
は存続するため、京都メカニズムで規定さ
れた国際排出量取引制度は法的な根拠を持
ち続ける。またEU-ETSはこれとは別の
EU独自の制度であるため、ポスト京都と
直接の関係はない。
　ただポスト京都が13年に発効できなくな
り、日本など他の先進国や新興国などにま
ったく排出規制がなくなった場合、欧州企
業だけに排出枠が割り当てられて取引を強
要されることになり、域内企業の反発は避
けられない。
　欧州企業は排出量取引について表立った
反対はしないものの、もろ手を挙げて賛成
しているというわけでもない。09年にパリ
で開かれた欧州各国の経済団体の会合では、

フランスとドイツの主要経済団体はそろっ
てEU-ETSに対する不信感を表明した。
　フランス政府は昨年12月、炭素税の導入
を表明した。当初案では、EU-ETSに参加
する企業については炭素税を免除するとい
う条項が含まれていた。これをフランスの
憲法裁判所が不公平で違憲と判断したため、
結局フランスは炭素税導入を断念すること
になるが、この一件でフランス政府がEU-
ETSについて企業に不利益を与えている
と認識していることが明らかになった。
　大統領は炭素税断念について「フランス
企業の国際競争力をそぐわけにはいかな
い」などと語った。欧州企業は、ポスト京
都がない状態でEU-ETSが続くことについ
て懸念を抱いている。フランス政府の判断
もこうした産業界の雰囲気を如実にあらわ
したものだ。

ポスト京都、13年発効は絶望的？

　ポスト京都の行く末はどうなるのか。現
状では当事者も「わからない」というのが
正直なところだ。だが早くても来年末に南
アフリカで開かれる気候変動枠組み条約第
17回締約国会議（COP17）以降という相
場観は形成されつつある。６月にボンで開
かれた締約国会議作業部会で世界自然保護
基金（WWF）は、会議に参加した各国代
表や非政府組織（NGO）、ジャーナリスト
を対象に「ポスト京都をいつ採択できる
か」というアンケートを実施した。結果は
COP17が最も多く、それ以降になるとの
予想も多かった。条約事務局のイボ・デブ
ア前事務局長は４月の作業部会の記者会見
で「今年末にメキシコで開かれる第16回締
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約国会議では、ポスト京都の骨格を定め
る」と答え、年内採択は困難との見方を示
している。
　仮にポスト京都を11年末のCOP17で採
択できたとしても、13年の発効はまず不可
能とされる。1997年に採択された京都議定
書の場合はロシアなどの批准が遅れたため
発効まで５年かかった。京都議定書とポス
ト京都の間に規制のない「空白期間（ギャ
ップ）」が生じるのは不可避の情勢となっ
ている。６月の作業部会では、こうしたギ
ャップの発生が現実味を帯びてきたため、
この問題について法的な観点から話し合う
グループが作られた。

京都議定書の単純延長論も浮上

　例えば京都議定書を一時的に延長する選
択肢が考えられている。EU-ETSを抱える
欧州は前向きだが、日本など他の先進国は
反対の立場をとっている。京都議定書を離
脱している米国にとってこの選択肢は悪く
はない。またポスト京都で新たに削減義務
を課せられる可能性がある途上国や新興国
はこの意見に乗りやすいと考えられる。そ
もそも途上国グループは京都議定書の単純
延長を主張しており、今後この議論が深ま
っていけば京都議定書の延長も現実味を増
し、日本は苦しい立場に立たされる。
　いずれにせよポスト京都の姿がみえず、
EU-ETSの将来に対する不安は増大してい
る。CO2の地中貯留（CCS）の技術開発を
進めるフランスの重電メーカーの責任者は
「国際政治は混迷を増しており、長期的な
環境投資のリスクは大きくなっていると認
識している」と語る。

　CCSに関する事業の莫大な投資には最低
でも10年は続くといわれる。排出量取引制
度で確実に稼げる保証がない限り、企業と
して積極的な投資には打って出られない。
気候行動ネットワーク（CAN）フランス
代表のクレアシュ氏は「企業の環境投資や
研究開発が冷え込む恐れがある」と懸念し
ている。EU-ETSの各フェーズが３～５年
程度で終了し制度が変わるため、企業は長
期投資しにくいとの指摘もある。
　先行きが不透明な中、EUは13年以降の
第３フェーズに向けての制度設計を進めて
いる。すべて無償で排出枠を割り当てる方
式に代わり、オークション形式による割り
当てが増やされる見込みだ。電力会社に割
り当てられる排出枠は20年までにすべてオ
ークション方式に移行する可能性がある。
EU-ETSを嫌い、生産拠点を海外に移転す
る恐れの少ない業種については20年までに
７割程度をオークションで割り当てること
で検討が進んでいる。一方で生産拠点の海
外移転の恐れが大きい業種は排出枠をすべ
て無償で割り当てられる可能性が高い。
　もっともどんな業種で海外移転のおそれ
があるのか、具体的な切り分けについては
まだ示されていない。

交渉は遅々として進まない（6月に独・ボンで開かれ
た国連作業部会）
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