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環境と建築

杉本　由美子
㈱杉本建築設計事務所

第２回－環境負荷削減に向けた
国際的な取り組み

地球的規模での環境問題についての話し合いは、1971年調印

のラムサール条約（水鳥の生育地域保護条約）終結会議から始

まり、翌年には国際人間環境会議（ストックホルム会議）が開

かれた。そして、1987年には当時大問題をなっていたフロンガ

ス（オゾン層破壊物質）を規制するモントリオール議定書が終

結されるなど、地球規模の環境問題を話し合うベースは着々と

進み始めた。1989年には、ＷＨＯ（世界気象機関）とＵＮＥＰ（国

連環境計画）によって組織されたＩＰＣＣ（Intergovernmental

Panel on Climate Change：気候変動に関する政府間パネル）

が創設され、科学的見地での国際的研究が行われ始めた。ＩＰ

ＣＣは何度かレポートを出し、その中で温室効果ガスと気温の

上昇により、このままでは海面上昇、生態系の変化、氷河の減

少、砂漠化の加速などが進む恐れがあるという危険性を国際社

会に公表した。

それを受け、1992年には、ブラジルのリオデジャネイロで国

際環境開発会議（地球サミット）が開催され、各国の首脳が一

同に会して話し合い、ＵＮＦＣＣＣ（気候変動枠組条約）が採

択され、155か国が署名した。この条約では、１）締約国の共

通だが差異のある責任、２）開発途上締約国等の国別事情の勘

案、３）速やかかつ有効な予防措置の実施等の原則のもと、先

進締約国（「条約の附属書締約国」と呼ばれ、ロシア・旧東欧諸

国を含む）に対し、温室効果ガス削減のための政策の実施等の

義務が課せられている。具体的には、附属書締約国に対し、

1990年代末までに温室効果ガスの排出量を1990年の水準に戻

すことを目指していくこと（そのための政策措置をとり、その

効果の予測などを締約国会議に通報し、審査を受けること）、ま

た、開発途上国に気候変動に関する資金援助や技術移転などを

実施することを求めている。概要を図１に示す。

気候変動枠組条約の条約事務局は、ドイツのボンにあり、こ

の条約の交渉会議には、最高意思決定機関である気候変動枠組

条約締約国会議（Conference of Parties / ＣＯＰ）のほか、常

設の補助機関（ＳＢ）として、実施に関する補助機関（ＳＢＩ）

と、科学的、技術的な助言に関する補助機関（ＳＢＳＴＡ）の

２つがある。締約国会議は1992年に採択された気候変動枠組条

約に基づき、温室効果ガスの排出量を削減するために会議が毎

年開催されている。1995年にベルリンで開催された第１回締約

国会議、1996年にジュネーブで開催された第２回締約国会議を

経て、1997年12月に京都で開催されたものがＣＯＰ３（第３回

締約国会議）である。1997年12月に開催された第3回締約国会

国際的な取り組みの経緯

ＣＯＰ（気候変動枠組条約締約国会議）
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議（ＣＯＰ３：京都会議）において採択された京都議定書では、

地球温暖化問題に対して21世紀以降、人類が中長期的にどのよ

うに取り組んでいくのかという道筋の第一歩が定められた。

1997年に京都で開催された「気候変動枠組条約第３回締結国

会議（COP３）」で採択され、ロシアの締結によって2005年２月

に発効された議定書（地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素（CO2）

やメタンなど６つの「温暖化ガス」の排出抑制を締約国に義務

付けた国際的な取り決め）である。参考として2005年の各国の

温室効果ガス排出の割合を図２に示す。日本は1998年に署名し、

2002年には国内で確認、同意済み（批准）であった。2005年８

月現在の締約国は、152カ国と欧州共同体。2008～2012年の間

に達成する1990年と比較した排出抑制目標が各国ごとに定め

られている。（図３）、日本はマイナス６%、欧州共同体はマイナ

ス８%となっていて、先進締約国全体でマイナス5.2%を目指す。

またマイナス5.2%の目標達成を遂行するべく、柔軟に協調して

対応できるように温暖化ガスの排出量取引ができる「京都メカ

ニズム」などの仕組みもできてきている。二酸化炭素の最大排

出国であり、排出抑制目標がマイナス７%だったアメリカが、

経済への悪影響と発展途上国の不参加などを理由に2000年に離

脱。京都議定書の発効には、批准した先進国の総二酸化炭素排

出量が全世界の55%以上（1990年時点）なければならない取り

決めであったため、アメリカが離脱したことで発効が見送られ

ていたが、2005年にロシアが批准したことで発効することがで

きた。

京都議定書で定められたＣＯ2排出抑制目標達成を遂行する

べく、柔軟に協調して対応できるような仕組みである。国内で

の単なる排出量削減を除く植林活動や、国外での活動、削減量

の国家間取引など、温室効果ガスの削減をより容易にするため

の規定で、柔軟性措置とも呼ばれる。一般に、クリーン開発、

排出量取引、共同実施の３つのメカニズムを指すが、これに吸

収源活動を含めることもある。

先進国が開発途上国に技術・資金等の支援を行い温室効果ガ

ス排出量を削減、または吸収量を増幅する事業を実施した結果、

削減できた排出量の一定量を先進国の温室効果ガス排出量の削

減分の一部に充当することができる制度である。先進国は少な

いコストで削減が可能となり、途上国は技術や資金の供与とい

った対価が望めるなどの効果がある。

各国ごとに温室効果ガスの排出枠を定め、排出枠に対する温

室効果ガスの削減量に応じて発行される炭素クレジットを、排

出枠を越えて排出してしまった国や企業と取引する制度である。

「排出量取引」「排出許可証取引」「排出証取引」とも言う。４

種類ある炭素クレジットを取引し、炭素クレジットの受け取り

の際には対価として代金を支払う。温室効果ガス削減が容易で

はない国は少ないコストで削減が可能となり、削減が容易な国

は対価を求めて大量の削減が望めるという、２つの効果を念頭

に置いている。京都議定書は国家間での排出権取引のみを定め

ているが、より効果的な温室効果ガスの削減が可能な国内での

排出権取引も行われつつある。

投資先進国がホスト先進国で温室効果ガス排出量を削減し、

そこで得られた削減量を取引する制度。先進国全体の総排出量

は変動しない。

1990年以降の植林などでCO2の吸収源が増加した分を、温室

効果ガス排出量削減に換算し算入するもの。また、吸収源であ

る森林が同年以降に都市化・農地化などで失われた分は排出量

増加として算入される。京都議定書の第3条で定められており、

土地利用・土地利用変化及び林業部門（ＬＵＬＵＣＦ）活動とも呼

ばれる。これに加え、マラケシュ合意では「森林管理」「放牧地管

理」「植生の管理」を利用することも許容された（京都議定書３条

４項）。このため、既存の森林についても1990年以降に適切な

管理を行うことで、その森林を吸収分として算入できるように

なった。これは、義務達成を難しいと考え、しかも緑被率の比較

的高い国である日本、カナダが主張し、採用されたものである。

地球的規模の環境破壊を防ぐために、各国はさまざまな環境

負荷削減の取り組みを行っている。最近、話題になったニュー

京都議定書
排出権取引（ＥＴ）

共同実施（ＪＩ）

吸収源活動

環境負荷削減についての最近のニュース

京都メカニズム

クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）

図３　削減義務を負う国・地域の温室効果ガス排出量の増減割合 図２　世界全体の温室効果ガス排出量（2005年）
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第２回－環境負荷削減に向けた国際的な取り組み

スを以下に挙げる。

ＥＰＡ（米国環境保護庁）は2008年の再生可能燃料基準（Ｒ

ＦＳ）をさらに引き上げ、ガソリンへの混入率を7.76％とする

ことを発表した。これは、ブッシュ大統領が2007年12月に署名

した「エネルギー自給・安全保障法（ＥＩＳＡ）に対応したも

の。昨年11月の段階では、ＥＰＡは2008年の再生可能燃料基準

を4.66％としていた。これは、旧法が、少なくとも54億ガロン

の再生可能燃料を運輸燃料に混入するよう義務付けていたため

である。今回、エネルギー自給・安全保障法により、再生可能

燃料の量が最低90億ガロンとされたことを受け、再生可能燃料

基準も引き上げられた。同法では、混入される再生可能燃料の

量は年々増加し、2022年には360億ガロンになる。

（2008.02.20：ＥＲＡ）

日常生活における温室効果ガス削減の可能性をもっと身近に

感じてもらうため、ＥＰＡ（米国環境保護庁）は温室効果ガス

計算機を公表した。これはインターネット上で、１年間に運転

する乗用車の台数や、ガソリン消費量、電気消費量などを入力

すると、CO2換算での温室効果ガス排出量を推計するもの。さ

らに、削減したい温室効果ガス排出量や電気消費量などを入力

すると、削減のための手法（最大で13種類）を提示してくれる。

例えば、一般的な家庭で、全ての白熱灯をエネルギースターの

ついた蛍光灯に交換すると、照明用電気の約75％、すなわち約

1463kWhを節約することができる。これは、５年間で、CO2排

出量を１万289ポンド削減、ガソリンを530ガロン削減、苗木を

120本植林、またはゴミを1.6トンリサイクルに回すことと同等

の効果がある。（2008.02.07：ＥＲＡ）

イギリスのラドック気候変動担当大臣は１月16日、電子機器

メーカー等の団体であるIntellectが、エネルギー多消費型電気

製品の段階的廃止に向けた取り組みに参加することを明らかに

した。これは2007年11月より、政府とイギリス小売協会が進め

ているイニシアティブ。イギリスの主要な家電メーカーと会談

したラドック大臣は、年間最大１MtのCO2を削減するために、

性能基準を上げ、消費者がエネルギー効率のよい製品を選択で

きるよう産業界と協力していくことが重要だと強調した。この

イニシアティブでは、数カ月以内に明確な目標を設定すること

を目指しており、まずはセットトップボックスから家電製品の

エネルギー効率の分析方法について検討し、待機電源の大幅な

削減についても検討する。イギリス小売協会は、政府や省エネ

ルギートラスト、小売事業者、メーカーと協力しながら、エネ

ルギー効率のよい家電製品の促進に向けた提案を準備している

ところで、2008年初めにコミットメントを固める方針である。

（2008.01.16：イギリス環境・食糧・農村地域省）

イギリスのロンドン市は２月４日、粒子状物質（ＰＭ）の排

出基準を満たしていないディーゼルトラックに高額な課徴金を

課す「低排出ゾーン」を導入した。これはイギリスで、また欧

州でも最も大気汚染が深刻とされる状況を打開するための制度。

２月４日以降、低排出ゾーンに進入する、ユーロIII基準を満た

していないディーゼルトラック（12トン以上）は、１日当たり

200ポンドの課徴金を支払わなければならない。今後、3.5トン

以上のディーゼルトラック、バスやタクシーなども順次、課徴

金（200～100ポンド）の対象となる。低排出ゾーンは、グレー

ター・ロンドン地域をほぼカバーする大きさ。固定式・移動式

カメラで同ゾーンに進入する自動車のナンバープレートをチェ

ックし、基準適合車か、あるいは課徴金を既に支払っているか

データーベースで照合する。ロンドンのリビングストン市長は、

この制度により、2012年までに粒子状物質を７万～50万トン、

NOxを40万～130万トン削減できるとしている。（2008.02.22：

ロンドン市）

ドイツ連邦食糧農業消費者保護省のゼーフォーファー大臣と

連邦環境省のガブリエル大臣は、11月21日、バイオ燃料におけ

る気候・エネルギー政策に関する戦略「ロードマップ・バイオ

燃料」を発表した。ガブリエル大臣は、「バイオ燃料は、気候

保護に重要な貢献を果たしうる。しかし、今後、バイオ燃料の

輸入に当たっては、持続可能な方法で栽培された燃料のみ可能

にするように配慮する必要がある。パームオイルを生産するた

めに、森林が伐採され、湿地が干拓されることは許されない」

とコメントした。両大臣は、今年１月と７月に、自動車業界や

石油業界、農業、バイオ燃料業界と共に円卓会議「バイオ燃料」

を開催し、バイオ燃料の割合を引き上げるための共同戦略の策

定の必要性を確認した。その結果が、「ロードマップ・バイオ

燃料」であり、ドイツにおいてバイオ燃料の利用を拡大するた

めの展望がまとめられている。戦略における目標は、ガソリン

へのバイオエタノールの混合割合を、現在、最大５%であるの

を10％にまで高めること、また、バイオディーゼルの混合割合

を７%に高めることにある。連邦環境省は、バイオ燃料に関す

る研究・開発を支援しており、バイオ燃料は近いうちに、石油

ベースの燃料の唯一の代替手段になると考えている。バイオ燃

料生産におけるバイオマスの持続可能な生産を支援することは、

バイオ燃料の誤った発展の回避に繋がる。連邦食糧農業消費者

保護省と連邦環境省は、現在、バイオ燃料生産における持続可

能性について、認証制度を確立するための政令づくりに取り組

んでいる。（2007.11.15：ドイツ連邦環境省）

・アメリカ

・ドイツ

・イギリス
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フランスのエコロジー担当閣外大臣、農業省の食料局長およ

び漁業養殖業局長、保健・青年・スポーツ省の保健局長は、Ｐ

ＣＢ全国指導委員会を設置した。この委員会には、議員、環境

保護団体、漁業者、釣り愛好家、産業界、調査研究機関などあ

らゆる関係者が参加する。委員会は2部で構成されるが、まず、

現在のＰＣＢ汚染の正確な状況および国内で魚の消費を禁止す

る様々な命令について、情報を交換した。次に、政府がＰＣＢ

国家行動計画のポイントを説明した。この計画は、以下のよう

な６つの柱で構成される。

①ＰＣＢの排出削減の強化

②水環境内でのＰＣＢの変化に関する知見の向上

③消費用の魚の検査強化、適正なリスク管理対策

④健康リスクに関する知見の向上とリスクの防止

⑤禁止措置への漁業者、釣り愛好家の参加

⑥計画の進捗状況の把握と評価

（2008.02.06：フランスエコロジー・持続可能な開発国土整備

省）

オランダ政府とエネルギー、建設関係の業界団体は、１月23

日、住宅や建物の省エネを促進する協定「少ない努力で多くを

（Meer met Minder）」を締結した。「少ない努力で」とは、住

宅所有者や賃借人ができるだけ簡単な方法で、追加的な負担も

無く、省エネに取り組むことを目指す意味。2020年に、既存の

240万件の住宅・建物で、エネルギー消費量を30％節約するこ

とを目標とする。省エネ対策への投資コストは、エネルギー代

の節約で取り戻すことができるが、住宅所有者やビル所有者は

行動を起こすか悩む必要はない。新たな制度は、一つの行動で、

根本的な省エネに簡単に取り組むことができるよう状況を変革

する。この制度に参加する建物所有者は、財政的メリットのあ

る一連の対策パッケージを受け取ることができる。また、個別

の状況に応じたアドバイスやサポートを受けることもできる。

また、「少ない努力で多くを」というアプローチをテストするた

め、パイロット事業を開始する。2008年は、20件のパイロット

事業が実施される（約１万件の建物が対象）。今回の協定は、フ

ォーヘラー大臣（住宅・コミュニティ・統合担当）、クラーマー

大臣（環境・国土計画担当）、ファン・デル・フーフェン大臣

（経済担当）と、エネルギー事業連盟、インフラ・建設業連盟、

電設業協会等との間で調印された。（2008.1.23：オランダ住宅

・国土計画・環境省）

イギリスのチャールズ皇太子は２月14日、欧州議会で気候変

動対策および熱帯林の保護を訴える演説を行った。チャールズ

皇太子は、気候変動問題により、世界終末時計は真夜中に刻一

刻と近づいていると警告。また、地球の空調システムとしての

役割を果たしている熱帯林が年々破壊され、生物多様性も失わ

れていると訴えた。 そして、銀行や保険会社、年金基金が、

各国政府や世界銀行、欧州復興開発銀行と協力して、世界の熱

帯林の喪失を食い止める財政支援プログラムを開発するよう提

案。政府や企業、ＮＧＯの強大なパートナーシップを構築する

よう呼びかけた。（2008.02.15：欧州議会）

環境省が2008年４月から実施する第３期自主参加型国内排出

量取引制度のうち、補助金や排出枠交付は受けず、排出枠取引

にのみ参加する企業を08年２月21日までに採択した。この国内

温室効果ガス排出量取引制度への参加には、（１）目標保有参加

者タイプＡ：一定量の排出削減を約束し、CO2排出抑制設備の

整備に対する補助金と排出枠の交付を受ける参加者（「温室効果

ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」の採択事業者）、

（２）目標保有参加者タイプＢ：設備補助を受けることなく、基

準年度排出量に比べ、2008年度において少なくとも１％の排出

削減を約束する参加者、（３）目標保有参加者タイプＣ：設備補

助を受けることなく、基準年度排出量に比べ、2007年度におい

て少なくとも１％の排出削減、2008年度において少なくとも３

％の排出削減を約束する参加者、（４）取引参加者：排出枠等の

取引を行うことを目的として、登録簿システムに口座を設け、

取引を行う参加者。取引参加者に対しては、補助金及び排出枠

の交付はなされない。－－の４つ方法がある。今回決定した上

記４タイプのうち、（４）の取引参加を希望する25社で、2007年

５月に採択されている目標保有参加者タイプＡ，Ｂ，Ｃ61社を

含めた86社で排出枠の取引を行う予定。（2008.02.21：環境庁）

政府が進める温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナ

ス６％」事務局が募集を始めた、「１人１日１kgのCO2削減」

応援キャンペーンの協賛企業に、新たに５社が平成20年２月19

日までに参加を申し出た。このキャンペーンは、国民運動「１

人１日１kgのCO2削減」の一環として実施されるもので、多く

の一般市民に参加を促すため、「チーム・マイナス６％」内特

設サイトで、温暖化防止の取組みへの「私のチャレンジ宣言」

を行った人に対し、協賛企業が商品の割引、ポイント還元率ア

ップなどのサービスを行うとしている。今回協賛企業への参加

を申し出た５社は、アイライン株式会社、フジスタッフ株式会

社、マーケティングパートナー株式会社、株式会社三井住友銀

行、株式会社ヤマックス。このうち、株式会社三井住友銀行の

取り組みは、カーボンオフセット応援キャンペーンを平成20年

４月１日～平成20年９月30日まで展開、一定基準を満たす環境

配慮型住宅を購入する際、「私のチャレンジ宣言」により、温暖

化効果ガス排出削減の取り組みに賛同する三井住友銀行「住宅

ローン」利用者を対象（先着1,000世帯）に一世帯あたり、１t

分の排出権を銀行が購入し、その排出権を国へ移転することを

通じ、住宅ローン利用者の環境配慮の取り組みを応援するとい

うもの。

なお、キャンペーン期間終了後、住宅ローン利用者に対して

は、国への排出権移転手続きをしたことの証明書が送られる。

（2008.02.19：環境庁）

・フランス

・日本
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