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「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会 

グローバル化ワーキンググループ第 8回会合 

（議事要旨） 

 

 

日時：平成 16 年 12 月 6 日（月）15：00～17：00 

場所：合同庁舎第 4 号館 4 階共用第 2 特別会議室 

出席者： 

伊藤 隆敏      国立大学法人 東京大学大学院経済学研究科教授 

植田 和弘     国立大学法人 京都大学大学院経済学研究科教授 

田中 明彦      国立大学法人 東京大学東洋文化研究所所長 

大辻 純夫      トヨタ自動車（株）海外渉外部部長 

関  志雄     （株）野村資本市場研究所主任研究員 

白井 早由里    慶応義塾大学総合政策学部助教授 

十市 勉   (財）日本エネルギー経済研究所常務理事・首席研究員 

深川 由起子        国立大学法人 東京大学大学院総合文化研究科教授 

松永 明            経済産業省通商政策局情報調査課長 

兼 内閣府事務官（企画官） 

村井 正親          農林水産省大臣官房秘書課監査官 

兼 内閣府事務官（企画官） 

 

 

 

議事次第: 

（１）中間報告へ向けた討議 

（２）その他 

 

（配布資料） 

資料１  中間報告に向けた論点整理（グローバル化ＷＧ・経済分野） 

     （「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査会第３回会合配布資料） 

参考資料 「日本 21 世紀ビジョン」に関する専門調査第 3回会合(平成 16 年 12 月１日)配布資料 

 

［外交・安全保障について］ 

 

○ 中間報告の外交・安全保障分野の構成については、「現状の延長としての予想」、「より良い

シナリオ」として全体像を示し、個別分野としては、安全保障政策、援助政策、外交政策につい

て書くのが適当と思う。「現状の延長としての予想」では、このままにしておくと結構大変だと

いう調子を述べる。例えば、米国をはじめ、欧州、中国、ロシア、インド、ブラジル等の影響力

は高まる中で、日本のＧＮＰの世界に占めるシェアが低下するとすれば、他の要素が変化しなけ
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れば、世界における日本の影響力は低下する。「より良いシナリオ」の書き方は色々あると思う

が、「現状の延長としての予想」に比べ、米国、欧州、東アジア等で協調的な国際秩序ができる

とか、国際組織がより重要な役割を果たすようになることだと思う。さらに、この 21 世紀ビジ

ョンの提言が成功すれば、日本が魅力ある国づくりに成功し、世界の情報センターとしての機能

を果たしつつ、競争力あふれる人材を国際社会に投入することで、東アジアを代表し国際社会に

おける政治的リーダーシップをとるという姿がある。また、東アジアにおいて協調的な共同体形

成が進むこと、自由主義的民主制が広まることも含まれる。中東等の難しい問題については、国

際的な協調体制によって解決が図られるということが良いシナリオだろう。 

 

○ 安全保障政策については、近く、防衛計画の大綱が出るし、先般出された「安全保障・防

衛力懇談会報告書」はかなり詳細である。「安全保障・防衛力懇談会報告書」に示された戦

略のうち、総合性、意思決定実施における統合性、脅威の複雑さに合わせた多機能性、総合

的・統合的に行動するための情報、技術力の維持が重要。 

 

○ 援助政策については、グローバル化の観点から政府開発援助について書くのが適当。また、

安全保障との関連では、ＯＤＡは平和構築の一環という面もある。重点地域を明確にしなけ

ればいけない。卒業してもらう国は卒業してもらい、供与国として協力をしてもらう。援助

実施体制の問題としては、戦略を組み立てる仕組みや人材育成が必要だ。 

 

○ 外交政策については、基本的外交路線は、アメリカとの同盟関係、西ヨーロッパとの友好

関係を緊密に維持しつつ、平和で安定的な東アジア共同体を形成するということが日本外交

の基本路線であると思う。こういう基本路線を背景に国際社会全体の運営に積極的に関与し

ていく。そのためには安保理の常任理事国になるということも大事であり、首脳会議や他国

との外交関係でリーダーシップを発揮することや、国際機関に積極的に人材を投入すること

も必要だ。 

 

○ 米国については、日米関係を強化し、磐石なものとしなければならない。ただ、これも放

って良い状態が維持できるわけではなく、意識的に社会の様々なレベルでの深い人間的関係

を維持していく必要がある。東アジア政策については、普遍主義が大切。中国については、

健全な経済成長と安定的な政治改革、透明性の増大が重要。長期的には民間中心で議論し、

まとめていくことが必要であり、知的交流や人材育成のための日中共同基金を設立すべきで

あろう。東アジアのその他の諸国との関係については、スピード感をもった実施体制と、地

域政策を進める上での知的センターとしての役割を果たすことが重要だ。 

 

○ 文化・知的交流も重要だ。今までは文化交流とか知的交流において、日本理解が中心だっ

たのに対し、今後は世界的な問題解決のために日本と諸外国との間の知的共同作業を援助す

るという形の活動を重視した方がよい。これによって、日本が世界の知的センターの一つと

なる。 
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○ ロシアとの関係で、例えば、東シベリアのパイプラインや資源開発についても記載したらどう

か。 

 

○ ＯＤＡの定義では、平和構築などの安全保障関連は含まれないのではないか。中国に対するＯ

ＤＡは、円借款の部分は返還される金額が増えており、ネットで見るとかなり減っている。これ

から回収部分が多くなり、新規を超えるかもしれないという状況を見ると、実は心配するほどネ

ットで見た対中ＯＤＡの金額は大きくないと思う。言うとするなら、新規の対中ＯＤＡの中で２

割がグラントだが、例えばグラントの部分をなくすとか、グラントエレメントと言われる状況性

の部分を下げるという形では言えるとは思う。 

 

○ グラントの部分の資源や環境の話だが、中国との場合は環境面での経済協力の部分があり、こ

れは援助というよりは、日本の環境政策の一環として中国に協力してもらうための資金協力であ

るという面があり、直ちに環境面も含めてグラントもゼロというわけにはいかないと思う。 

  平和構築の一環としてのＯＤＡについては、政府開発援助の額が、国連で安全保障と見るかと

いうことよりも、政府開発援助というものが平和構築に重要な役割を果たしているという指摘で

ある。政府開発援助の今までの理念としてのベーシック・ヒューマン・ニーズや、経済開発とか

ということに加え、国づくりや内戦が起きないようにするとか、そのような面でも政府開発援助

は重要。 

 

○ 環境ＯＤＡとエネルギーの問題に関して、外交問題は理解できるが、日本のエネルギー供給を 

考えると恐らく中東一極依存でなく、色々なところからエネルギーを入れる戦略が論点として重

要だと思う。環境ＯＤＡについても、対中国戦略は重要。外交のところは外交のところとして記

述する一方、環境とエネルギーのところは環境とエネルギーのところで書くべきことがあり、調

整した方がよいと考える。 

 

○ 大きなフレームワークとして、東アジア共同体の話に加え、国際機関とある種のリージョナリ

ズムは今後どういう関係になっていくという記述があった方がよいと思う。 

  例えば、東アジア共同体というのが経済のファンクショナルな話を越えて安全保障レベルまで

行き、集団安全保障の話になってくると言う人もいる。そのような可能性が出てきた場合、ピク

チャーは変わると思う。 

 

○ 「現状の延長としての予想」としては、幾つかの地域主義の動きが大きくなることがあるが、

地域主義の動きが必ずしも国際的に調和のとれたものになるとは限らないといった、ある種の国

際秩序形成をめぐる矛盾等が発生するおそれをもう少し丁寧に書くということだろうか。「より

良いシナリオ」では、そうならないようなリージョナリズムを成立させるということになり、東

アジアの共同体を作って、それが反米地域主義になるのでは具合が悪いということになる。日本

の外交政策としては、基本的外交路線として、米国との同盟関係や、西ヨーロッパとの友好関係

を緊密に維持しつつ、平和で安定的な東アジア共同体を形成することが重要な課題である。 
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○ 中二階的なイメージの地域論が安全保障的な世界でも通用するかというイメージを持てない。

何か地域的なものが担う役割というのがフレームワークとして入っていると、北朝鮮や台湾に対

するビジョンも描きやすくなるような気がする。 

 

○ 安全保障面では、形式的に一番普遍的な安全保障のメカニズムは国際連合である。ただ安全保 

障理事会は、常任理事国は拒否権を発動できるため、安全保障面に関して自国が関与すると、こ

の国連のシステムは動かなくなる。そうすると、東アジアで地域主義といっても、中国と米国が

関与することに関しては国連のシステムは動かない。恐らく、この拒否権のシステムを越えたリ

ージョナルな枠組みを中国と米国が許容することはなく、そういう地域主義の枠組みはできない

のではないか。 

 

○ 地域主義という意味が、経済で使っている意味と違うのではないか。 

 

○ 通常、国際政治の関係者の中では２通りの安全保障共同体がある。１つは政治的統合を行い、

その中で戦争が起きないというタイプの安全保障共同体である。もう１つは、国家の統合はしな

いが、お互い紛争解決のために武力行使を考えない領域を成立させるものである。東アジアにお

いて目標とすべき安全保障のゴールは後者であり、国と国とが融合したり、集団安全保障の仕組

みを作らなくても、国際紛争を解決するために武力は使わないという状態にするのが、安全保障

議論における安全保障の共同体の形成の目的だと思う。 

 

○ 中東地域に対して、日本がどういう対応をすべきかということを少し書いた方がよいのではな

いか。 

 

［環境・エネルギーについて］ 

 

○ 2030 年という年は、それほど長期でもなく、すぐ先に来るような面もある。また、2013 年以

降の枠組みがどうなるかで影響される面があり、それをどう見るかという大きい問題がある。2

030 年は、今から 25、26 年後だが、例えば、温暖化の問題は、今から 25、26 年前は、全くイ

シューになっていなかった。これからの動き方を現状の延長として予想するのは難しい。 

 

○ エネルギー問題は、地球環境と併せて独自に重視する必要がある。エネルギーの場合は、気

候変動と深い関係があるだけではなく、枯渇とか供給制約のリスク、これは紛争等も含めてと

いうことだが、そういうリスクも踏まえて対処すべき。一種の安全保障的視点だと思うが、自

給率という議論もある程度出てくるのではないか。また、環境と資源の両面から地球規模で化

石燃料の生産、消費の抑制を図るという問題があり、現在の化石資源依存型のエネルギー需給

構造からの転換を準備するようなエネルギー戦略を確立しなければならない。 

 

○ ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の報告書は、どちらかというと、自然科学的な

知見を基本に置いたものであり、大幅な排出削減が必要だとしている。ところが、特にアジ
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ア・中国の成長は著しく、このままでは大幅に排出量は増えるので、気候変動防止と経済成長

の両立問題はその達成が容易ではなく、ますます重要な国際政治経済問題になっていくだろう。

この両立というのは、市場だけでも、現行の国際的枠組みだけでも達成できるものではない。

京都議定書が 2005 年 2 月に発効することになったことは、第一歩的な意味はあるが、現状では

米国が離脱し、中国をはじめとする途上国が排出削減に向けた具体的枠組みにまだ入っていな

い。もう一つ重要な点は、途上国が経済発展してきた場合に、どの段階で排出削減の枠組みに

入るかというルールも明確ではないことである。具体的な気候変動対策に関する義務を定めた

唯一の国際法は、京都議定書だが、2008 年から 2012 年の排出量に関する規定しかなく、2013

年以降の対策について、新たな交渉を開始する必要がある。これは 2006 年から本格的に始まる

と考えられる。 

 

○ 最も不確実かつ将来の国際的枠組のあり方に大きな影響を及ぼす要素として、１つ目は、排

出量取引制度が国際的にどの程度まで発展するかという問題があり、２つ目は、技術による気

候変動抑制にどの程度頼ってよいかということだ。排出量取引制度については、ＥＵが 2005 年

から始めるわけだが、それがどううまくいくのかいかないのか、あるいは民間セクターがどう

いう反応を示すのかが注目される。 

 

○ 京都議定書に合意したＣＯＰ３の議長国である日本は、省エネや環境技術の優位性を活かし

一層の技術開発を推進するとともに、国際制度構築にイニシアティブを発揮すべき。さらに、

日本は、アジア唯一の付属書Ⅰ国であり、アジアの中の日本という位置づけが必要。それから 

中国、インド、ロシア等の主要な排出源になっている国々が賛同すると共に、アジア及びその

他の多数の途上国が参加できる国際的な制度を提案し、その実現に努力することが基本だと思

う。ただ、そのシナリオに幅が出てきやすいのは、排出量取引制度の制度設計に関して、どこ

まで広範な参加のもとで制度がつくられるか、民間セクターのイニシアティブが大きいか、そ

れとも政府の関与が大きいか、あるいは技術がどこまで進んでいるかということにある。例え

ば、米国企業が技術開発に成功したら、米国は主導的にこういう制度を打ち出してくる可能性

は十分にあり得ると思う。 

 

○ 地球環境政策は、後継となる国際的枠組みに関して、日本が率先して提案し、実効性のある

ものを努力すべき。議定書の前の 92 年の気候変動枠組み条約には、「共通だが差異ある責任」

という言葉が入っている。この言葉が一番重要であり、これを果たすという原則に立脚し、全

員参加型の取り組みとなるよう努力すべき。 

 

○ 排出量取引については、2005 年にＥＵがＥＵだけで始める。排出量取引の本来的な魅力とし

ては、世界全体が一度にマーケットの中に入ることが能率がよく、意味もあるが、果たしてそ

のようにうまく行くかどうかは疑問。初期割当て問題等がある。例えば、日本のアプローチと

しては、そういう国際的なことにも留意しつつ、東アジア共同体というか、そういう経済圏化

するということの制度的基盤というような位置づけを排出量取引に与えて、日本国内で練習し、

制度構築の成果を踏まえながら、東アジア地域での制度設定を主導するというアプローチをと
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ってはどうか。国内的な制度については、日本も含め先進国の限界削減費用が高いので、安価

に削減約束を達成できる国内制度を構築し、トータルな削減費用が小さくて済む仕組みになる

ように工夫を凝らすべき。同時に、地球的規模では、費用対効果に優れた温室効果ガスの排出

抑制・削減の制度構築を提唱すべき。 

 

○ 公害対策と省エネルギーの推進といった経験を活かして、ノウハウや技術の移転、協力、開

発などを通じて、途上国の今後の経済発展が先進国のたどってきた経路よりも、より持続可能

性に配慮したものになるように、途上国への協力を強化すべき。「ミレニアム開発目標」をは

じめ、世界の持続可能な開発の実現に向けて、環境面の国際協力を強化して政策の再結合を図

ることが必要だと思う。 

 

○ エネルギー政策については、エネルギー供給源の多様化が必要。天然ガス、石炭等色々ある

が、安全保障的観点も入れて自給率の向上を目指すため、風力、太陽光、バイオマスといった

いわゆる新エネルギーとか、自然エネルギーとか呼ばれているものの利用促進をすべき。これ

には課題もあるが、温暖化対策にも役立ち、地域経済の活性化にも寄与するので、抜本的に導

入促進策を強化すべき。また、天然ガスの比率を増やすべき。また、東アジアについては、エ

ネルギー地域協力を推進すべきである。中東の産油国との相互依存関係の強化は難問だが、中

東地域の政治的・社会的な安定を図る協力関係を進めていくことが、エネルギーの観点からも

必要だと思う。 

 

○ エネルギーと環境については、政策を統合して進めとともに、政府の取り組み体制を強化す

べき。環境と交通、環境と森林というように政策統合を行うという体制が必要。さらに、経済

協力、エネルギーの地域協力・環境協力をも結びつけるべき。また、「エネルギー環境戦略会

議」のような省庁の壁を越えた体制が必要だと思う。 

 

○ このワーキンググループ全体として、様々な分野においての政府としての統合的な政策決定が

必要だという認識が出ている。ＦＴＡに関しても官邸で、安全保障も安全保障会議で、援助も戦

略的なものを、エネルギー・環境もエネルギー環境戦略会議をつくることを提言しているが、こ

れは、官邸にさらにアディショナルな会議や場を作るという提言をすることになるのではないか。

最近、官邸における審議会の数が多過ぎてリストラした方がいいという意見を言う人もいるが、

どのように全体として調整するのか。 

 

○ 審議会ではなくて、意思決定が実際にそこでできる仕組みにしようということだと思う。 

 

○ 実質的な政策決定の仕組みとして、どのようなメカニズムを作るべきと提案すべきか。 

 

○ 戦略的に国益を考えて利害調整がきちんとできる仕組みをつくるというものではないか。 

 

○ 通商交渉といったスピードを要するものと、援助方針といったそれほどスピードを要しないも
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のとで体制が違ってよいのではないか。 

 

○ 1990 年代以降は、石油は市場で値段が決められ、市場を通して流通するようになっていたが、

最近の米国や欧州、中国等では市場と関係なし取引をするという傾向が出ている。このような動

きは、今後の日本のエネルギー政策にはどういう影響を与えるのか。 

 

○ エネルギー自体が非常に政治的な手段に使われるようになってきた。例えば、中国は国が前面

に出て、国を挙げて資源確保に取り組んでいる。ロシアも、石油や天然ガスは国家の戦略産業で

あると位置付け、例えば日本や中国に対するアプローチも国がかなり前面に出てきている。日本

の方は市場メカニズムに乗っておりメジャーのような力のある企業がない中で、個別の企業では

対応できなくなってきている問題が現に起きている。韓国もエネルギーの自由化をストップして、

今は大統領府が直接資源確保に出ている。特に東アジアでは、中国、韓国、ロシア、それから中

東もそういう動きが出ているので、非常に政治商品的な色彩が極めて強くなってきた。これから

こういう傾向は強くなるがそれに対し日本の方は非常にフェーズがずれてきており大問題だ。 

 

○ それについて、どう対応すべきか。 

 

○ １つは、需要国、輸入国として、アジアの地域協力によってバイヤーとしての強みを持つこと 

が重要であり、それがロシアや中東に対するバーゲニング・パワーにもなると思う。また、ロシ

アや中東に対して、国と企業が協力体制を再構築していかなければならない。国だけでは実際の

プロジェクトは進まず、民間企業と国の連携を再構築することを産業政策としても見直す必要が

あるのではないかという気がしている。 

 

○ 国際商品である石油や天然ガスなどの確保を全部民間で行うというわけにはいかないと認める

ことは難しいのではないか。 

 

○ 食糧安全保障とエネルギー安全保障は似ている側面があると思うが、食糧とエネルギーではど

の辺が違うのか。 

 

○ 食糧とエネルギーの違いは、単純に言えば、食糧は完全競争に近くて、エネルギーは独占的競

争に近い。食糧というのは、別に牛肉でなくても豚肉でも豆でも代用でき、供給国もかなりたく

さんある。そういう意味では供給も需要も多くの場合バランスしている。エネルギーの場合には、

供給国の数がかなり限られていて、かつ純輸出国は減少傾向にある。独占的な供給者になって独

占的な価格がついてしまう可能性がないとは言えない。特に原子力が全廃されるようなことにな

れば、もっとそれが激しい形で起きてくるだろう。独占的競争の場合には、政府の介入を正当化

することができるということではないか。 

 

○ 食糧の場合は、アメリカ、カナダ、中国、アルゼンチン、チリなどいろいろなところから来る

ため、海上封鎖することは難しいが、エネルギーの場合は、例えばホルムズ海峡封鎖するだけで、
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かなりダメージがある。ホルムズ海峡を封鎖する能力のある国というのは、たくさんあるので少

し違う面がある。 

 

○ 石油は米国や北海の資源は完全に枯渇に入りつつある。そういう意味で、今ある確認されてい

る石油の埋蔵量の８割は、いわゆる国営企業にコントロールされている。これからそういう地域

へより依存するということは、寡占だとか、競争市場になっていないところに依存していくとい

うとことになる。 

 

○ 米国や、欧州では電力市場などはずっと自由化の方向で来た。いわゆる先進国全体としては自

由化に動いているが、これをどういうふうに見たらいいのか。 

 

○ 最近は欧州とか、米国も大停電が頻発したこともあり、自由化のやり方についてはかなり反省

も出てきている。例えば、欧州の場合は、ネットワークができていて、１つの国だけの安全保障

ではなくて、地域全体で多様化している。米国はエネルギーの供給が足らず、エネルギーの値段

が上がり大問題になっており。米国もこれから少し見直しされる方向に入っていると思う。日本

はそういう意味で一周遅れで来ている。 

 

○ カルフォルニア大停電の原因は、諸説あるが、要するに供給のインセンティブがなかったため

設備を作らなかったということ。卸の値段が上がっても、小売りの値段を上げることはできなか

った。だから、そういうところではリスクがあるため設備投資はしない。供給側のインセンティ

ブを作っておくことが自由化の大前提で、あとは国内のディストリビューションの自由化と、海

外から資源を調達は、国家政策の部分とその先の自由化できる部分に、分けることができるので 

はないかと思う。 

 

○ ＩＰＣＣの報告書のように本当に将来的には排出量を現在のレベルの半分以下にしていかなけ

ればならないのか。 

 

○ 各国の政府の代表的研究者の集まりの報告なので、一応、これに準じて議論をしていくことが

基本にはなっていると思う。技術革新がどこまで行くのかとか、どの程度のスピードでいくのか

という問題がかなり影響する。あるいは制度としても、排出権取引など、そういうことを促す仕

組みをどの程度組み入れられるかということが問題になってくる。 

 

○ 米国や中国等開発途上国が入っていないメカニズムの中で、日本と欧州だけが頑張って損をす

るというような危険性というのはないのか。 

 

○ それはすごく短期の議論。ここで 2030 年という議論という意味で言うと、基本のトーンは米

国とアジアが入ってくる仕組みを考えることが基本にならざるを得ない。議定書は 2012 年まで

の排出量の規定しかなく、2013 年以降の枠組についてどういう議論をしていくかということが焦

点。ここでは排出量取引制度が、国際的には中心的な制度になっていくのではないか。その上で、
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それがどんな仕組みになるかという不確実性がすごく大きい。例えば、米国が技術開発に成功し

ていたりすると、何かを出してくる可能性も十分ある。ＥＵがＥＵ内で制度を自主的に作るとい

う動きもあり、そうなると排出量取引制度というのは全世界で一挙にできるのではなく、各地域

単位で動いてくることがあり得るのではないかと想定される。日本も日本の国内で自主的な参加

型のものを推進しながら、もう少しアジアに広げていくという議論をやってみてはどうか。 

  全世界の格差は非常に大きいので、全世界で一挙に行うことは大変だが、逆に言うと、ＥＵで

できるとことであれば、アジアでもやってみてはどうかということもあり得る。それが制度をつ

ないで全世界に広がるという可能性もないわけではないと思う。 

 

○ ＥＵの場合、ＥＵに入っている国もたくさんあり、所得格差もあるため売りたい国、買いたい

国もある。ＥＵに入りたい国もたくさんあるため、ＥＵの言うことはなるべく聞く国もある。日

本が東アジアにという場合に、基礎になる経済統合もなく、政治統合もなく、彼らは議定書にサ

インをしているわけでもない。そういう意味で、日本が呼びかけて何か作れるのか。 

 

○ もちろん、ＥＵに比べるとインセンティブは弱いし、制度的な基盤も余りできていないため難

しい。しかし、一挙に世界で何かをするという議論だけ提案しても、それもなかなか難しいこと

ではないか。中国は国内で排出量取引制度自体を実験している。実験場をつくって既にやってお

り、実績はそれなりにある。だから、そういう可能性もないわけではない。売りたい・買いたい

という意味で言えば、限界排出・削減費用は随分違っており、一番高いのが日本で一番安いのが

中国なので、取引の潜在的な経済性は高い。 

 

○ 排出枠の購入、ＣＤＭ（クリーン開発メカニズム）、ＯＤＡなどを密接に絡ませて省エネの普

及を図るとか、温暖化ガスの排出量を減らすようなことをパッケージにして、東アジア全体で実

施するということはどのぐらい有望なのか。 

 

○ 大いにあり得るアプローチだと思うが、現状では、制度上ＯＤＡをそのようなものに使うと、

ＯＤＡが実質上減ってしまうという考えがあって、アディショナリティというコンデションがか

かっている。つまり、ＯＤＡを転用して何かやるということには国際上の枠組みがかかっている。

もちろん、そういう考えは大いにあり得る。現状ではＣＤＭはなかなか使いにくく、取引費用が

高い等の問題もあって、なかなかうまく推進されない。制度自体を使いやすくする必要がある。 

 

○ 例えば、具体的に中国とＣＤＭを行うとしたら、どういうことがあり得るのか。 

 

○ わかりやすい例で言えば、例えば中国は発電効率が悪く、発電所から出る硫黄酸化物等も多い。

硫黄酸化物対策のＯＤＡと、ＣＤＭとしてのＣＯ２対策との組み合わせの可能性は十分ある。 

 

○ 排出量取引について、欧州の場合は、キャップということで、日本に比べると達成が容易な目

標になっている。さらに従来のＥＵ15 か国に中・東欧 10 カ国を取り込んだので、ますますやり

やすい形となっている。キャップをかぶっているのは日本だけで、中国とアジアの国との共同Ｃ
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ＤＭみたいなことをやらないと、多分、日本は難しいと思う。日本で排出量取引をやることに対

して、産業界で非常に反対意見が強いのは、それによってキャップをかけられると統制経済にな

るため。日本が排出量取引を行う場合の大前提としてＣＤＭやＪＩ（共同開発）というような京

都メカニズムを使って、対応できるようにしておかないといけない。 

 

○ 日本の省エネ技術や、環境技術は買って貰うのが適当だと思う。お金がないところには援助も

あると思うが、環境問題が深刻になってくるのは工業地帯なので、そういうところは十分に購入

する余力はあり、対価を払って技術を買ってもらう等、民間ベースでやれることがあると思う。 

 

○ ＣＤＭについては民間ベースで言えば、排出権のクレジットの世界価格が上がってくれば、採

算性は上がってくるという可能性を持っている。今は非常に低いという想定があるため、なかな

か魅力が十分ない。それなのに、実施するためのコストが高いため、なかなか動かない。 

  民間ベースでの技術については、途上国も既にかなり買っている。例えば、日本の脱硫技術な

どはかなり買われている。ただ、硫黄酸化物の対策を行っても、ＣＯ２対策は行わない。日本に

とってはＣＯ２が重要だが途上国はそうではないため、そこをうまくマッチングさせれば可能性

は随分ある。 

 

○ 排出権を金で買えるということだが、日本だけが買い手で、世界中から買いあさっていると、

日本は金で環境を買っているなどという批判が出てくる可能性はないのか。 

 

○ 欧州もクレジットを買うため中南米などで、かなりプロジェクトをやっている。ロシアが入っ

たことにより、価格もかなり下がり、一応は買える条件ができた。逆に言えば米国は入っていな

いので、買い手が少ないため、日本に買ってもらわないと意味はないという、そういう側面も出

てきたと思う。 


