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付属書 1 

 
気候変動グループ 

 
タイトル：（1） アジアにおける持続可能な低炭素型発展 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

気候変動は、アジアの発展途上国に深刻な難問を突きつけている。この問題の原因は、大部分が

過去 2 世紀の間、先進国が排出してきた温室効果ガス（GHG）だが、アジアの開発途上国の GFG

排出量も急速に増え、現在の経済発展が続く限り途上国自身が 大の排出国になると予想され、

同時に、気候変動の悪影響に対し脆弱である。そのため、持続可能な低炭素型開発への移行がア

ジア各国にとって 大の利益をもたらすという合意が生まれつつある。ただし、その移行への方

法についてはまだ意見の一致を見ていない。  

 

2. 目的 

 

この研究プロジェクトの主な目的は、アジアが持続可能な低炭素型発展を遂げる上での機会、潜

在能力、および制約について評価を行ない、政策提言と選択肢の提示により政策決定に影響を与

え、アジアの開発途上国がかかる発展を遂げるよう支援することである。 

 

研究目的 

 国内の制度と政策が、持続可能な低炭素型開発をどのように促進、抑制するかについての調

査。  

 低炭素型技術へのリープフロッギング（かえる跳び）を促進する政策・制度環境の分析。  

 アジアの伝統的価値と慣習のうち、低炭素型開発を促進する価値と慣習の検討と確認。 

 国内制度、技術リーフフロッギング、および消費パターン（価値と慣習）に関する国際・国

内政策の提言、ならびに、問題を克服し持続可能な低炭素型開発路線が取れるよう開発途上

国の能力を強化する選択肢の提供。 

 

この研究は、アジアの開発途上国のうち、中国、インド、インドネシア 3 国を選び行われる。ま

た、韓国の低炭素政策も緑の成長に重点を置いているため取り上げる。  
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3. 主なコンポーネント 

 

この研究プロジェクトは、3 つのコンポーネントから成り立つ。 

 開発パターン  

 技術リープフロッギングのメカニズム 

 伝統的な価値と慣習  

 

4. 研究のための質問 

 

包括的質問 

 アジアは、持続可能な低炭素型発展を狙える位置にあるか。 

 

4.1 コンポーネント 1：開発パターン 

 

 全般的質問  

 アジアの現在の傾向、開発の道筋はどういう状態か。  

 アジアにおいて、持続可能な低炭素型開発への転換をどのように進めるか。  

 アジアにおける持続可能な低炭素型開発への転換に影響を与える、内的・外的原動力は何

か。国内の制度・政策はかかる転換に対してどのような影響力を持つか。  

 アジア各国にとって効果的で公平な開発への道筋とは何か。また、こういった公平な道筋

をたどるには、どのような政策や枠組みが必要か。 

 

 部門別質問  

 異なる社会・政治制度は、主要 GHG 緩和セクターにおける低炭素政策にどのような影響

を与えるか。 

 金融システムの制度の違い（例：間接金融と直接金融）は何を生み出すのか。 

 国内の財政システムによる、エネルギー効率向上のための投資を促進・抑制するメカニズ

ムはどのようなものか。 

 アジア各国にとって効果的で公平な開発の道筋とは何か。 

 

4.2 コンポーネント 2：技術リープフロッギングのメカニズム  

 

 全般的質問  

 低炭素技術はどのように現在のエネルギー・水・資源のインフラ・システムに取り入れる

ことができるか。また、インフラ・システムがかかる技術に対応するために、どのように

進化し、規制されるべきか。 
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 部門別質問 

 原料やエネルギーのフローを減らすために、エネルギーシステムが他のシステム（水・廃

棄物・資源など）と連動する機会にはどのようなものがあるか。このような前進を得るた

めにどのような技術が必要か。また、政策や市場の支援はどのようなものであるべきか。  

 クリーン・コール・テクノロジー（CCT）のような大規模規模発電の技術や地熱発電のよ

うに地理的な位置に左右される資源の可能性をどのように活用するか。 

 低炭素技術のリープフロッギングを支援する政策・制度環境と実際に実行された戦略は何

だったか。開発途上国で成功を収めた民間企業の経験を踏まえ、検討する。 

 知的財産権は、途上国における技術リープフロッギングにとって問題、または障害になる

か。もしそうなら、解決のためどのような政策改革が必要になるか。  

 低炭素技術の（リープフロッギングの一環としての）移転に携わる民間企業を支援するた

めの、国・地方レベルでの財政メカニズムにはどのようなものがあるか。 

 農業部門は低炭素社会にどのように貢献できるか。低炭素社会にとっての障害やその可能

性にはどういったものがあるか。低炭素社会への農業技術の適性を確認する手段は何か。

利用可能な技術の緩和能力を 大化する上での、政策・技術格差は何か。 

 

4.3 コンポーネント 3：アジアの価値と慣習  

 

 アジア各国の地域社会で持続可能な生活の基盤となる価値と慣習は何か。 

 持続可能な生計をもたらす価値と慣習を維持および（または）促進するために、どのような

政策的支援が考えられるか。 

 アジア各国の持続可能な低炭素開発に対し、このような価値と慣習をどのように活かすこと

ができるか。  

 

5. 方法 

 

5.1 コンポーネント1：開発パターン 

 

 文献調査とインタビュー  

 制度と政策の役割に焦点を当てた比較検討  

 AIM（アジア太平洋地域統合評価）モデル 

 

5.2 コンポーネント2：リープフロッギングのメカニズム  

 

 文献調査とインタビュー  

 ケーススタディによる研究  

 デルファイ調査・専門家からの聴取、多基準アプローチ  

 回帰分析、DER-CAM（顧客採用モデル）を用いたモデル分析 
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5.3 コンポーネント 3：伝統的価値と慣習  

 

 今回選ばれたアジア諸国固有の価値と慣習に関する観察、インタビュー、文献調査 

 調査を行なった価値と慣習について研究し、政策との関わりを検証するワークショップ 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

持続可能な開発の観点から、途上国の気候政策に関する多くの研究が行なわれ、アジアの途上国

が排出量を大幅に削減する技術的可能性が指摘されている。しかし、国内制度、技術リープフロ

ッギングのメカニズム、および価値体系の観点から、アジア各国が持続可能な低炭素型開発を行

なう可能性について評価を行なった研究はあまりない。今回の調査は、前述の観点から持続可能

な低炭素型開発の道筋を分析することで、前回の調査に欠落していた部分を埋めるものである。  

 

（IGESのコア・コンピテンスとの関係） 

IGES は低炭素社会のテーマに関連して下記のコア・コンピテンスを伸ばしてきた。  

1) アジア太平洋地域に関わる地球規模の環境問題に焦点を絞った研究。気候変動は同地域に

おける IGES の研究重点分野であり強みでもある。 

2) 一連のアジア太平洋地域協議を通じ、アジアにおける低炭素型開発の優先事項に対する理

解。こうした協議により、IGES はアジアの全体像に関する知識を取得し構築する機会を得

た。 

3) IGES は、研究者の幅広い専門知識と背景により、開発パターン、技術リープフロッギング、

および価値と慣習といった幅広いトピックに取り組むことができる。 

4) 気候変動に関する分野の政策立案者、研究機関、および国際組織によるネットワーク  

 
II. 人材、財源の配置 

 

(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

この研究は、2009～2011 年度に実施され、2 年延長される予定である。2009 年度はインドネシア、

2010 年度と 2011 年度は、中国とインドのケースを扱う。1報告書の原案は 2010 年 10 月までに書

籍として発表される予定である（中間評価）。 

 

                                                        
1 この 3 国以外の研究者（韓国の研究者など）は、この研究の過程で実施される地域ワークショップに招かれる

予定である。  
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2. 実施の枠組み 

 

IGES の研究活動は、下記の表が示すように、アジアにおける持続可能な低炭素開発に関するプロ

ジェクトの一部を成し、その研究活動では、アジアにおける持続可能な低炭素型開発の可能性に

ついて基本的な分析が行なわれる予定である。国立環境研究所（NIES）が全体の調整を行なうた

め、NIES との緊密な連携が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究は、ボゴール農科大学（インドネシア）、能源研究所（ERI、中国）、エネルギー資源研究所（TERI、

インド）など地域ならではの専門知識に富む提携機関と協力して行なう。  

2009 年度 2010 年度 2011 年度 

インドネシア 

中国とインド 

中間報告 終報告 

環境省（MOEJ） 

プロジェクト事務所 
国際環境研究協会（AIRIES） 全体会議での

報告と報告書

の提出 1) 地球環境研究総合推進

費を通じての資金拠出 
2) 研究結果の評価 

全体調整（NIES） 
甲斐沼美紀子（プロジェクト・リーダー）

サブテーマ 2 
都市開発メカニズム 
(広島大学) 
(座長：金子慎治) 

アジアにおける低炭素

型開発シナリオ 
(NIES､京都大学､ IEEJ
など) 
（座長：増井利彦） 

国内外の制度的

枠組み 
(TIT、NIES など)
（座長：蟹江憲史）

持続可能な資源

管理 
(NIES､名古屋大

学など) 
（座長：守口祐一） 

低炭素型輸送シ

ステム 
(名古屋大学な

ど) 
(座長：林良嗣) 

アジアにおける低炭素型開

発の基礎と可能性に関する

分析（IGES） 
（座長：西岡秀三） 

サブテーマ 1 
開発の基礎とそのメカニズム(IGES) 
a) 開発パターン 
b) 技術リープフロッギングとシステム 
c) アジアの価値と慣習 

S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5 
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(II) 人材の配置 

 

本プロジェクトの各コンポーネント（開発パターン、リープフロッギングのメカニズム、および

アジアの価値）に IGES の常勤研究者 2 名が携わる。開発パターン・コンポーネントでは、開発

と公平さの問題および制度的分析に詳しい研究者が必要になる。リープフロッギング・メカニズ

ムのコンポーネントでは、エネルギー分野の技術開発・移転・普及および輸送部門に関する政策

と制度的問題に詳しい研究者が必要である。アジアの価値に関するコンポーネントでは、社会学

的、観念的分析に関する専門知識のある研究者が必要である。このプロジェクトの財源により、

非常勤の補助員 1 名を 3 年間雇用できる。 

 
研究コンポーネント 人材に関する要件 前提条件 

1) 開発パターン 常勤研究者 2 名 
（努力評定：30％） 

開発問題と制度的分析に精通し

ていること 

2) 技術リープフロッギングの

メカニズム 
常勤研究者 2 名 
（努力評定：30％） 

エネルギー分野における技術開

発・移転・普及および農業部門

に関する政策ならびに制度的問

題に対する深い理解があること 

3) 伝統的価値と慣習 常勤研究者 2 名 
（努力評定：30％） 

社会学的、観念的分析に関する

知識を有すること 

4) その他 非常勤の補助員 1 名を 3 年間雇

用する財源あり 
- 

 

 

(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 15 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

環境省・地球環境研究総合推進費（2009年度～2011年度確定）  

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

下記の問題点に関する書籍、審査を経た論文、政策文書、討議資料、政策概要が発表される予定

である。  

• アジアで選ばれた各国が、主要な温室効果ガス緩和部門における持続可能な低炭素開発を行
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なう能力を高めるための政策提言  

• アジアにおける持続可能な低炭素型開発を支援するための、将来の気候レジームに関する改

革政策の選択肢  

 

2. 影響戦略  

 

この研究の成果は、IGES が主体となる下記の政策プロセスに役立つ。  

• IGES が国際事務局として活動する低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）の年次総

会は、この問題に関する地域の研究者が研究成果を交換するフォーラムとして機能する。

LCS-RNet の詳細は、別添のプロジェクト資料（6）国際低炭素社会国際ネットワークに示す。  

• 将来の気候レジームに関するアジア太平洋協議 

• 環境省および米国環境保護庁（EPA）による日米気候変動ワークショップ 

• 日本政府による、二国間気候変動対策プログラム・ローン（CCPL） 

 

この研究の成果が活かされる主要な政策プロセスには、下記のものが含まれる。 

• 気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）に基づく国際交渉 

• 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の科学評価特別研究グループ、および地球環境概況

（GEO） 

• 将来の気候レジームに関する環境省の作業グループ 
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タイトル：（2） 2013 年以降の気候変動枠組み 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  
 

コペンハーゲン合意には、アジア太平洋地区の持続可能な開発について重要な意味を有する規定

がいくつかある。第一に、非付属書 I 国（途上国）は、緩和行動に対し国内における測定・報告・

検証（MRV）を実行し、国際的協議と分析を行ない国別報告書（National Communications）で報

告する。国際的支援を求める緩和行動は国際的 MRV を実施しなければならない。しかし、具体

的な MRV システムの枠組みはまだ明確になっていない。アジアの開発途上国が 2012 年以降の気

候レジームに先がけて参加し、そのレジームへの帰属意識（オーナーシップ）を持つためには、

当該国における実行可能な MRV システムの設計が重要である。第二に、先進国は、2010～2012

年に 300 億ドルを拠出すると約束し、2020 年まで、共同で年間 1,000 億ドルを動員する。コペン

ハーゲン合意の信頼性は、先進国がこの財政上の誓約を果たすかどうかにかかっているため、新

しい国際財政メカニズムを設計し動かすことが非常に重要である。第三に、参加国は、技術の開

発と移転を促進する技術メカニズムの設立に合意した。しかし、そのメカニズムの詳細はまだ決

まっていない。第四に、脆弱な国に的を絞り、その適応を目指すため行動と協力を推進する緊急

性が認識された。しかし、ここでも支援の範囲とその実施を優先する制度的取り決めを行なう必

要がある。そのため、2012 年以降の気候レジームの制度的枠組みを設計する際、この地域の懸念

と開発に向けた努力を適切に反映し、気候に関する懸念を開発計画に盛り込むよう政策提言をタ

イムリーに行なうことが非常に重要になる。2 

 

2. 目的 
 

この研究の主な目的は下記のとおりである。 

• 将来の気候レジームの構成要素（緩和行動、適応、技術と財政、MRV など）に関し、アジア

の途上国3の交渉国としての位置づけを検討する。  

• 国内要因と対外的交渉がどのように関連しているか検討する。  

• アジアの途上国にとって、どのような国際機関（メカニズムと規則）なら受け入れ可能で実

行可能か検討する。 

• 2012 年以降の気候レジームが、この地域の懸念と開発に向けた努力を適切に反映し、気候に

関する懸念が開発計画に盛り込まれるよう制度設計に向けてタイムリーで実際的な政策提言

を行なう。 

                                                        
2 コペンハーゲン合意には、この 4 点の他に、この地域にとって大きな意味を持つ、適応および REDD（森林保

全による温室効果ガス削減）プラスに関する規定が盛り込まれている。この問題は、天然資源管理グループ

（Natural Resources Management Group）が対応する。別添 2 を参照のこと。  
3 対象国は主に中国とインドであるが、他の途上国の重要な政策も、協議に専門家を招いて検討することは可能

だろう。先進国の立場に影響を及ぼすため、提携組織と協力し主要途上国の交渉国としての位置づけも注意深

く観察する必要がある。 
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3. 主なコンポーネント 

 

この研究は 2 つのコンポーネントから成り立つ。 

 

 コンポーネント 1：中国とインドに関する比較研究・国別ケーススタディは下記のサブコン

ポーネントに分かれる。  

• 緩和行動、MRV、技術移転、財政、および適応など各分野に関する国内の制度設計の見

直し。 

• 上記の分野における主要な障害を特定し、かかる障害を克服するための手段の確定。 

• 国内制度が交渉国としての位置づけに与える影響に関する比較分析。  

 

 コンポーネント 2：MRV、技術移転、および財政に関する国際メカニズムに対する提案（こ

の提案はコンポーネント 1 の結果を反映する）。  

• MRV・協議および分析に関する国際システムの制度設計。 

• 技術メカニズムに関する制度設計。 

• コペンハーゲン・グリーン気候基金に対する資金調達とガバナンス構造  

 

 コンポーネント 3：国内外の政策プロセスに対する貢献  

• 将来の気候レジームに関する IGES 作業グループ（国内政策プロセス）の事務局 

• 将来の気候レジームに関するアジア太平洋地域協議（国際政策プロセス） 

• 気候変動に関する日米ワークショップ（国際政策プロセス） 

 

4. 研究のための質問 

 

• 緩和行動、適応、技術・財政、MRV に関し、アジアの途上国の交渉国としての位置づけは、

過去の交渉を通じどのように変化したか。  

• どのような要因が交渉の位置づけと優位性に影響を与えたのか。  

• 途上国が将来の気候レジームで求められる緩和と適応の行動を国内で実施する際、何が障害

になるだろうか。このような障害を克服するにはどういう措置があるか。  

• 財政の国際メカニズムを動かす制度設計は何か。どのように基金を調達し、管理するか。何

に資金を提供するか。またどのように提供するか。財政に関し、どのように測定・報告・検

証（MRV）を行なうか。  

 

5. 方法 

 

• 文献調査とインタビュー 

• 国別のケーススタディ、および国際比較分析 

• 専門家との協議  
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6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

IGES はアジアの懸念事項を国内外のフォーラムに伝える機関として実績がある。特に、2012 年

以降の気候レジームにおけるアジアの全体像の分析に関しては、アジアの他の組織に先がけて行

なっている。今までは IGES の調査研究はテーマ重視だったが、今回の研究は国別のケーススタ

ディが主体なので、政策提言について微妙なさじ加減ができるだろう。  

 

（IGES のコア・コンピテンスとの関係） 

これまでIGESが培ってきたコア・コンピテンスは、アジアから見た将来の気候変動レジームの分

析である。これは、第2次IGES白書に十分反映されている。  

 
II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

この研究は 2009～2011 年度に実施される。4 

 

 
 

2. 実施の枠組み 

 

コンポーネント 1 と 2 に関し、全体的な調整は NIES と龍谷大が行ない、IGES は中国とインドの

ケーススタディを行なう。 

                                                        
4 タイムフレームはコペンハーゲン後のシナリオにより左右されることに留意すること。 

2009 年度 

コンポーネント 1 

2010 年度 2011 年度 

国別ケーススタディ 
（中国とインド） 

国際レジーム設計 

比較分析 

作業グループ・ 
ワークショップ・ 

協議 

イシュー・ノート 問題概要資料 
学術論文 

終報告 

国別ケーススタディ 
（中国とインド） 

コンポーネント 2 

コンポーネント 3 

イシューノート
問題概要資料 
学術論文 

国際レジーム設計 

作業グループ・ 
ワークショップ・ 

協議 

作業グループ・ 
ワークショップ・ 

協議 
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コンポーネント 3 に関し、IGES はワークショップと政策対話を開催するため、能源研究所（ERI）、

エネルギー資源研究所（TERI）、および米国環境保護庁（EPA）と緊密に連携している。 

 

(II) 人材の配置 

 

コンポーネント 1 および 2 について、国際関係、政治学、法律学、開発学に精通した常勤スタッ

フ 2 名と非常勤スタッフ 1 名が必要である。気候変動関連の知識があり、官僚制度、外交などの

観点から見てアジア人の特徴を有する必要がある。努力評定はそれぞれ 30％である（天然資源管

理グループから適応に関する専門家 1 名を予定している）。  

 

コンポーネント 3 に関し、将来の気候レジーム問題をよく理解し、国際ワークショップの開催の

経験がある、常勤スタッフ 4 名と非常勤 1 名が必要である。管理スタッフも 1 名必要である。そ

れぞれの努力評定は 30％である。 

全体 
サブテーマ 1（NIES）：2012 年以降のレジームにおける主要国の位置づけを決定する要因に関する比較分析 

サブテーマ 2（龍谷大）：2012 年以降のレジームに関する法的分析 

米国 ヨーロッパ 中国･インド ロシア 

政策、 
経済、 
外交 

エネルギー政策 

排出権取引 

森林政策 

サブテーマ 3 
(東京大)： 
国内政策 

サブテーマ 4 
(上智大)： 

エネルギー政策 

サブテーマ 8 
(西南学院大)： 

国内政策 

サブテーマ 9 
(北海道大)： 

エネルギー政策 

サブテーマ 6
(TIT)： 
地域政策

サブテーマ 7
(IGES)： 
国内政策

サブテーマ 5（兵庫県立大）： 
国内排出権取引 

サブテーマ 10（早稲田大）：森林政策 
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(III) 財源 
 
1. コスト見積もり 
 

2010 年度活動予算 27 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

コンポーネント1、2に関し、2011年度まで環境省の地球環境研究総合推進費が確定している。コ

ンポーネント3に関しては、環境省委託事業の獲得を目指す。  

 

(IV) インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 
 

下記の問題点に関する書籍、審査を経た論文、政策文書、討議資料、政策概要が発表される予定

である。  

• 将来の気候レジームをアジアの懸念と開発利益に対応させるための政策の選択肢 

• アジアの観点から 2012 年以降の気候レジームに関する法的、政治的、制度的枠組みを強化す

るためのガイドライン  

• 交渉国としての位置づけに関し、国内外の要因の関係性を分析  

 

2. 影響戦略 

 

この研究の結果は、IGES が主体となる下記の政策プロセスに活用される。  

• 将来の気候レジームに関するアジア太平洋地域協議 

• 環境省および米国環境保護庁（EPA）による日米気候変動ワークショップ 

 

この研究の結果が活かされる主な政策プロセスには下記のものが含まれる。 

• UNFCCC の後援による国際交渉 

• 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の科学評価特別研究グループ、および地球環境概況

（GEO） 

• 将来の気候レジームに関する環境省の作業グループ 
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タイトル：（3） アジアの途上国のための効果的な市場メカニズム  

 
I. 研究の概要 
 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 
 

気候緩和のための市場メカニズム（MMs）5は、アジアを含む世界中のほとんどの国に対し設けら

れた新しい政策枠組みである。 
 

アジアは、 大排出地域と同様、温室効果ガスの排出増加率が も高い。アジアにおける GHG 排

出緩和は世界全体にとって重要である。同時に、アジアは京都議定書に基づき設計され実施され

ているクリーン開発メカニズム（CDM）プロジェクトが も多い。第 5 段階は、京都議定書の第

一コミットメント期の 後の 3 年間に当たるため、現在の MMs の完全実施は、京都議定書の成功

のため特にアジアでは非常に重要である。しかし、第 5 段階は同時に、2012 年以降の気候レジー

ムにおける新しい MMs に向かっての準備段階になる。アジア各国が地球規模の GHG 緩和に有意

義な形で貢献できるよう、新しい MMs の設計が重要である。 

 

2. 目的 

 

主要な目的は下記のとおりである。  

第一は、京都議定書の第一コミットメント期において、現在の MMs の実施と改善をアジアで進め

ることである。 

第二は、2012 年以降の気候レジームに向け、新しい MMs を提案することである。 

第三は、新しい MMs の実施に向け、アジア各国の準備を進めることである。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

プロジェクトの提案者と政策立案者との協議を通じての、現在の MMs に関する問題の特定。 

現在の MMs に関するデータベースの更新の継続・開発およびこのデータベースに基づく分析。 

上記の作業に基づく現在の MMs を改善するための提言、および、現在の MMs の状況から生まれ

る教訓に基づく新しい MMs が効果的に働くための提案。 

 

4. 研究のための質問 

 

(i) 新しい MMs は、現在アジアで実施されている CDM と比較して、この地域の持続可能な開発

にどのように貢献するか。 

                                                        
5 この計画書における MMs には 2 つの定義がある。現在の MMs は、京都議定書に基づく京都メカニズムを意

味し、新しい MMs とは、2012 年以降の気候レジームに向けての国際交渉において議論されている市場メカニ

ズムのことで、具体的には、セクター別クレジットメカニズム、セクター別トレードメカニズム、NAMA（国

家による適切な緩和行動）トレード、NAMA クレジットである。 
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(ii) CDM の経験を踏まえ、新しい MMs の管理は、効果的な規則手順を導入することでどのよう

に強化されるか。 

(iii) 各途上国政府は、国際交渉により設立された新しい MMs をどのように利用すべきか。 

(iv) アジアは、GHG 排出量をコスト効率に優れた方法で減らし他の政治的目的を達成するために、

プロジェクト・ベースの MMs だけでなく、セクター・ベースのメカニズム、政策ベースの

メカニズム、排出権取引の枠組みを利用できるか。 

(v) 特にアジアの途上国が新しい MMs を利用する上での障害は何か。そしてその障害を克服す

るための措置には何があるか。 

 

5. 方法 
 

プロジェクト開発プロセスを直接含む、アジアにおける実際の CDM プロジェクトの実証的分析。 

アジア諸国の CDM 担当政府職員との協議。 

IGES の CDM 関連データベースを利用した統計分析。 

気候に関する国際交渉プロセスへの直接・間接関与。 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む）  

 

IGES は、国際政策の立案、国内政策の立案、そしてかかる政策の実行という 3 つの方向から触媒

的役割を果たす。これに必要なのは、政策に関する知識、実際のプロジェクトに対する理解、中

立的立場の 3 つである。 
 

IGES は、MMs の国内政策を策定するために、MMs に関する国際交渉について国内の政策立案者

に理解されるよう説明し、また、MMs に基づくプロジェクトを実施するために、国内外の MMs

に関する政策が民間団体に理解されるよう活動する。他方、IGES は MMs に関するプロジェクト

の実施から得られた経験に基づき、新規または修正した MMs の政策を国外の交渉者および国内の

政策立案者に提案する。 
 

（IGES のコア・コンピテンスとの関係）  

IGES の研究者は、CDM に関してトップレベルの知識を有している。それは IGES が実施する CDM

の能力構築プログラムにより積み重ねてきたもので、このプログラムは世界一長い歴史を持つ能

力構築活動である。 

 

IGES はさまざまな CDM/JI（Joint Implementation:共同実施）関連のデータベースを構築し、更新

と改良を継続している。こうしたデータベースが分析に有効活用されている。 

IGES は、過去 7 年にわたる CDM に関する能力構築活動の蓄積を基に、制度と人材のネットワー

クを作り上げた。 
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II. 人材、財源の配置 

 
(1) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

2010 年度 現在の MMs の実施に向けての能力構築活動、現在の MMs に関する問題の特定 

現在の MMs に関するデータベースの更新継続、このデータベースに基づく分析 
 

2011 年度 現在の MMs を実施するための能力構築活動、MMs に関する新規または修正した政策

の提案 

現在の MMs 関連のデータベースの更新・開発の継続、このデータベースに基づく分析 

アジアにおける新しい MMs の準備支援 
 

2012 年度 現在の MMs を実施するための能力構築活動、現在の MMs の状況から生まれる教訓に

基づく、新しい MMs が効果的に作動するための提案 

新しい MMs を含む MMs 関連のデータベースの更新・開発の継続 

アジアにおける新しい MMs の準備支援 
 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 
 

全体のチーム構成：ディレクター1 名、研究者 2 名、客員研究員 3 名、研究補助員 2 名、プロジ

ェクト補助員 2 名 

提携機関：Yayasan Bina Usaha Lingkungan（YBUL）、Carbon and Environmental Research Indonesia

（CERI）、Winrock International India（WII）、エネルギー資源研究所（TERI）、Carbon Finance Solutions 

Inc（CaFiS）、Ateneo de Manila University、Ateneo School of Government（ASoG）、タイ環境研究所

（TEI）、清華大学、カンボジア環境省、Lao PDR’s Water Resources and Environmental Administration 

of the Prime Miniser’s Office など 

IGES の役割：提携機関との協議の上、全体を設計し計画を実行する。提携機関と共に計画を実行

する。 
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(II) 人材の配置 
 

CDM や排出権取引といった市場メカニズムに関する知識 

プロジェクト遂行に求められる種々雑多な任務を引き受け、ていねいに実行する柔軟性 

統計分析を行なうため、エクセルを用いた行列計算を含む計算実行能力 

 

(III) 財源 
 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 211 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 
 

環境省委託事業により実施予定 

 

(IV) インパクトの創出 
 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 
 

現在の MMs を推進するインフラとなる、MMs 関連のデータベース、小冊子、ツール。これらは、

新しい MMs に関する新しい考えを提案する基本的なツールとして開発される。 

現在の MMs、新規・修正した MMs に関する論文。 

 

2. 影響戦略  

 

政策に関する考えを国際交渉のフォーラムや国際ルール策定プロセス（例：UNFCCC、CDM の執

行理事会）に直接提案する。 

政策に関する考えを直接アジア各国の政策立案者（例：指定国家機関（DNA）、関係省庁のスタッ

フ）に提案する。 

政策に関する考えの普及、アウトリーチを組織会議やセミナーを通じて行なう。また IGES のサ

イトを利用して行なう（例：CDM ワークショップ、COP セミナー、排出権取引セミナー）。 

学術雑誌、IGES の出版物（例：Climate Policy Journal、IGES 政策概要資料（IGES Policy Brief））

に論文を書く。 
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タイトル：（4） MRV（評価、報告、検証）システムの制度設計 (保留） 

 
I. 研究の概要  

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

バリ行動計画では、途上国における適切な国内緩和行動と先進国による支援は、測定・報告・検

証（MRV）を行なうよう定めている。コペンハーゲン合意では、非付属書 I 国（途上国）は、緩

和行動を実施し、それについて国内で MRV を行ない、2 年に一度、国別報告書（National 
Communications）で報告し、国際的協議を行ない、国家の主権が尊重され明確に規定されたガ

イドラインに基づき分析される。国際的支援を求める緩和行動は、国際的 MRV を受けるものと

する。MRV の概念は、2012 年以降の気候レジームにおける国際交渉の中核を成す。ただし、MRV
システムの具体的な枠組みは、まだ明確になっていない。アジアの開発途上国が 2012 年以降の

気候レジームに先がけて参加し、そのレジームに進んで帰属するためには、当該国における実行

可能な MRV システムの設計が重要である。  

 

2. 目的  

 

この研究プロジェクトの主な目的は、MRV システムがアジアの懸念と利益を適切に反映し、アジ

アの開発途上国が MRV に基づく緩和行動を実施するよう支援し、MRV に基づく方法で先進国の

財政的技術的支援を受けられるようにすることである。ケーススタディでは、途上国を大量排出

国、中間国、後発開発途上国の 3 グループに分ける。  

 

この研究の主な目的は下記のとおりである。 

• 国際交渉において MRV システムについて意見が一致する部分とそうでない部分の特定、取

り組まれていない問題の特定、次の段階について交渉者に対する提言。（ただし、2010 年 4

月までに具体的な 終合意に至らない場合に限る。） 

• MRV システムの実施面の分析、特にアジアの開発途上国に関して、国際、国内、地域レベ

ルでの MRV システムの実施方法に関する提言。 

• インベントリが開発途上国での緩和行動を支援し促進するという方法の分析。  

 

3. 主なコンポーネント  

 

提案する研究は 3 つのコンポーネントから成り立つ。 

• MRV システム関する交渉ポジションの説明  

• MRV システムの運用・実施面 

• MRV システムにおけるインベントリの役割 
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4. 研究のための質問と活動  

 
• MRV システムに関する交渉ポジションの説明 

 MRV システムの設計要素に関する交渉ポジションは何か。  

 意見が一致する部分とそうでない部分はどこか。  

 MRV システムの主要な要素についてどのように妥協するか。  

 
• MRV システムの運用面と実施面  

 どのような行動が MRV の対象になるか。そしてその方法は。 

 支援はどのように測定・報告・検証（MRV）されるか。 

 国際レベルの MRV システムの機能と管理体制（緩和行動と財政支援を MRV の観点か

ら調整する作業）は、どのようなものであるべきか。  

 MRV システムを国内・地方レベルで実施するのに必要な制度的調整は何か。選ばれた

国でこのシステムを実施する際、障害と課題は何だろうか。  

 

• MRV システムにおけるインベントリの役割  

 途上国において、NAMA など緩和行動を推進するのにインベントリはどのように使わ

れるか。  

 おおむね正確な国別インベントリを作成するのに何が大きなギャップになるのか。そ

のギャップを是正する方法は。 

 

5. 方法  

• 文献調査 

• ステークホルダーへのインタビューに基づくケーススタディ  

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む）  

 

MRV システムに関して合意ができると、MRV システムを国際、国内、地方レベルでどのように

運用し実施するかについて、政策研究に対する需要が生まれるだろう。IGES がアジアの開発途上

国の立場から、新たに生まれる政策分野をリードできるようになると考えられる。  

• MRV の概念に基づくインベントリの役割の明確化は、アジアの途上国のステークホルダーに

とって、2012 年以降の気候合意の有効性に重大な意味を持つ。  

 

（IGES のコア・コンピテンスとの関係） 

• これまでIGESが培ってきたコア・コンピテンスは、アジアから見た将来の気候変動レジーム

の分析である。  

• また、IPCCの国別インベントリ技術支援チームがIGES内にあるので、IGESはこの種の研究を

実施するのによいポジションにいる。 
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II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 
 2010 年度 2011 年度 2012 年度 
交渉のポジション  ●（交渉の進捗状況に

よる） 
  

運用面 ● ● ● 
インベントリの役割  ● ● ● 

 
2. 実施の枠組み 

この研究は、NIES など日本のインベントリ作成を行なう日本の研究機関との協働が必要になるだ

ろう。  

 

(II) 人材の配置  

この研究は、研究者 3 名（努力評定 30％）と非常勤の研究補助員 1 名が必要である。研究者のう

ち 2 名は、2012 年以降の気候レジームにおける国際交渉と特に途上国における緩和行動について

十分理解している必要がある。残りの 1 名は、GHG インベントリに関する交渉プロセスと GHG

インベントリの技術面について十分理解している必要がある。非常勤の研究者は、日本語と英語

について文章能力とコミュニケーション能力があり、気候変動の交渉全般に通じている必要があ

る。  

 

(III) 財源  

 
1. コスト見積もり 

 

将来の研究費用の見積もりはまだ行なわれていない。  

 
2. 既得・応募予定の外部資金 

 

財源確保はまだ行なわれていない。予備研究が、2009年度に上述の「2012年以降の気候レジーム」

の研究において主に外注契約ベースで行なわれているが、十分な外部財源はまだ確保されていな

い。そのため、研究は第5段階の初めからスタートさせることができない。しかし、GHG国別イン

ベントリ作成のためIPCCのTSUをIGES内に置き、ASEAN事務局と協力して日・ASEAN統合基金

（JAIF）に対しMRVの研究を提案している事実を踏まえると、研究は第5段階の2年目から始めら

れそうである。その時点では、外部資金の調達が確実になり、実施のための調整が行なわれだろ

う。 
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III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

下記の論点に関する政策論文、討議資料、政策資料が作成される予定である。  

• 選ばれた途上国におけるインベントリを正確かつ頻繁に更新するとき生じる障害の分析と

克服。 

 

2. 影響戦略 

 

この研究の成果は IGES が主体となって取り組む下記の政策プロセスに活用される。 

• 将来の気候レジームに関するアジア太平洋地域協議 

• 環境省および米国環境保護庁（EPA）による日米気候変動ワークショップ 

 

この研究成果が活用される主な政策プロセスには下記が含まれる。 

• UNFCCC の後援による国際交渉 

神戸イニシアチブに基づくインベントリに関する能力構築プログラム 
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タイトル：（5） アジアにおけるコベネフィト・アプローチ 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

アジアの途上国の政策立案者の多くは、同じ問題に直面している。温室効果ガス（GFG）の大幅

な削減を達成するために早期の気候行動が必要だと認識しているが、その一方で、もっと差し迫

った開発課題があるため、こういった行動への投資をためらう。ここ数年、一つの解決法として

取り上げられるようになった研究に、相乗便益アプローチがある。相乗便益アプローチとは、GHG

を削減しつつ、同時に、都市の大気汚染削減のような他の開発上のニーズに取り組むプロジェク

トや政策を指す。また、この相乗便益アプローチでは、開発上の問題に取り組むために将来の気

候レジームからの支援を確保したり、気候問題に取り組むために開発支援の方向を変更したりす

る。 

 

アジアの途上国で急速に増えるGHGと開発上の問題に密接な関係があるため、相乗便益アプロー

チはこの地域で注目を集めている。こうした注目は、気候変動を国の開発計画に盛り込む要求や、

GFG削減の相乗便益を見積もる研究に反映されている。しかし、こうした要求や相乗便益の見積

もりは、望む成果の前に立ちはだかる障害をていねいに分析してはいない。このコンポーネント

では、（1）相乗便益の見積もり、（2）こうした便益の実現を阻む技術的、財政的、制度的障害の

分析、（3）こうした障害を克服する、さまざまなレベルでの改革の提言など、政策に重点を置い

た研究を行なう。このコンポーネントは、相乗便益アプローチの可能性とその便益にとっての障

害の観点から、輸送、廃棄物処理、および建築部門に焦点を絞る。 

 

2. 目的 

 

このコンポーネントの主な目的は以下のとおりである。 

• 輸送、建築、廃棄物処理部門の政策とプロジェクトについて、開発と気候に関する相乗便益

を見積もる。 

• 上記部門における相乗便益を阻む、技術的、財政的、制度的障害を分析する。 

• こうした障害を克服するため、制度的取り決めと奨励構造についてさまざまなレベルでの改

革を提言する（将来の気候レジームと開発支援に特に注意を払う）。 

 
3. 主なコンポーネント 

 

• 輸送、建築、廃棄物処理部門の相乗便益 

• 相乗便益と将来の気候レジーム 
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4. 研究のための質問 

 

• アジアの途上国での、輸送、建築、廃棄物処理に関する主要なプロジェクトと政策について、

その相乗便益はどのような価値があるか。 

• こうした相乗便益を阻む主な技術的、財政的、制度的障害とは何か。 

• こうした障害の克服のため、制度的取り決めと奨励構造に対し各レベルでどのような改革を

行なうとよいか（将来の気候レジームと開発支援に特に注意を払う）。 

 
5. 方法 

 

• 費用便益分析（CBA） 

• ステークホルダーへのインタビューや現地調査によるケーススタディ 

 
6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関連を含む） 

 

相乗便益アプローチは、GHG を削減し、他の開発利益をもたらす可能性に富むとのコンセンサス

が生まれつつある。こうしたコンセンサスにより、組織は気候変動を開発計画に盛り込むように

なり、研究者は GHG 削減の相乗便益を見積もるようになった。しかし、相乗便益の実現を阻む障

害について、十分に調査した研究は少ない。この研究の付加価値は、相乗便益を見積もるだけで

なく、障害を特定しさまざまなレベルでの措置を提案するところにある。  
 

（IGES のコア・コンピテンスとの関係） 

ほぼ 3 年間、IGES は相乗便益について研究を行なってきた。輸送、廃棄物処理、越境汚染物質（短

期の温暖化物質を含む）に関する相乗便益の研究を、現在進行中の研究も含め行なっているチー

ムがある。こうした研究は、気候変動と持続可能な開発との複合的なつながりに関する白書の研

究と重複するだろう。 

相乗便益を見積もるためのツールと技術について前進が必要となるだろう。またそうした前進は、

うまく行けば、 近始まった日本大学との輸送に関する相乗便益のプロジェクトにより得られる

だろう。 

 
II. 人材、財源の配置 

 

(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

• この研究は 2009～2011 年度に、輸送、廃棄物、建築それぞれにおおよそ 1 年かけて行なわれ

る。3 年で研究の成果が気候に関する国際交渉と開発援助の進展に結びつくだろう（下図を参

照）。 
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2. 実施の枠組み 

 

コンポーネントは専門知識が豊富な他のプロジェクトの研究者と連携して進められる。また、ホ

スト国内の提携機関との協力、日本の研究者の技術支援（例：日本大学で現在進行中のプロジェ

クト）を基に共同作業で進められる。  

 

 
 

(II) 人材の配置 

 

このプロジェクトは、下記の条件を満たす研究者 2 名（努力評定 30％）、非常勤の研究補助員 1

名がいれば理想的である。 

 

研究者 1 

1. 相乗便益、政策分析、気候変動交渉（特に市場メカニズム）、および開発支援に精通し

ていること。  

2. アジアにおける気候、開発、他の関連政策分野で現地調査の実施経験があること。 

輸送 

廃棄物処理 

建築 

将来の気候レジーム 

2009 年度 2010 年度 2011 年度 

コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト

1 
コ
ン
ポ
ー

 
ネ
ン
ト

2 

アジア太平洋地域相乗便益ネットワーク 

IGES 関西 
（技術） 

IGES-PMO
（越境問題）

IGES-WMR IGES-CP IGES-PMO
（輸送） 
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研究者 2 

1. 費用便益分析、多基準分析などの推算技術に精通していること。  

2. エネルギーと GHG のモデリングに精通していること。 

 
非常勤の研究補助員 

1. 文章能力とコミュニケーション能力（日本語と英語）に優れていること。 

2. 気候変動交渉と持続可能な開発に精通していること。 

 

(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 15 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

• 環境省からの受託により実施予定 

環境省および米国環境保護庁（EPA）による相乗便益ワークショップの継続により実施予定 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット 

  

下記の問題点に関する書籍、審査を経た論文、政策文書、討議資料、政策概要が発表される予定

である。  

• 主要セクターの相乗便益を阻む障害の分析と克服 

 
2. 影響戦略 

 

この研究の成果は以下の政策プロセスに活用される。  

• 将来の気候レジームに関するアジア太平洋地域協議 

• 環境省および米国環境保護庁（EPA）による日米気候変動ワークショップ 

 

この研究の結果が活かされる主な政策プロセスには下記のものが含まれる。 

• UNFCCC の後援による国際交渉 

 

さらに、IGES は現在、アジア地域の主なステークホルダーを交えたアジア相乗便益フォーラムの

設立を提唱している。この研究の成果はこの新しいフォーラムで活用される見込みである。 
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タイトル：（6） 低炭素社会国際研究ネットワーク （非研究活動） 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

GHG の大気中濃度を許容レベルで安定させるのに必要となる大規模な GHG 削減の長期目標を実

現するためには、現在の社会経済構造を変え、低炭素型社会への移行が必要である。その過程で、

各国がそれぞれの低炭素型社会の明確なビジョンを持つことが必要である。こうした認識の上で、

低炭素社会国際研究ネットワーク（International Research Network for Low Carbon Societies：

LCS-RNet）が G8 およびアウトリーチ国により設立され、低炭素型社会の研究を推進している。

なお、これは 2008 年 5 月 24～26 日、神戸で開かれた G8 環境大臣会合（G8 EMM）で合意された

神戸イニシアチブの一環である。 

 

このネットワークは、気候に関する も緊急な問題を解決することを目指す国際イニシアチブの

一環として設立された。また、神戸では、IGES にネットワーク事務局を設立する合意が成立した。

IGES は日本からこのネットワークに参加している研究機関の一つである。 

2009 年の G8 の議長国を務めるイタリアのトリエステで、2009 年 4 月、研究者の 初の会合が開

かれた。この会合のサマリーは G8 プロセスの一環として開催された G8 フォーラムに提出され、

その後、2009 年 4 月に開かれたイタリア G8 EMM に提出された。G8 EMM はネットワークの立

ち上げを歓迎し、今後 G8 EMM プロセスで成果と進展を報告するよう求めた。LCS-RNet の発足

会合（第 1 回総会）は、地中海気候センター（CMCC）の主催、イタリア環境省の後援で、2009

年 10 月 12～13 日に開かれた。主な成果と討議内容の 終報告書は、LCS-RNet 向けに OGES によ

り出版され、2009 年 12 月の COP15 のサイドイベントで発表された。  

 

2. 目的 

 

LCS-RNet の全般的な目的は以下のとおりである。  

• 低炭素型社会（LCS）に関するさまざまな問題について情報の交換と研究の協力を行なう。 

• LCS に関し、政策立案者、業界、市民などさまざまなステークホルダーと研究者との対話を

促進し、低炭素型社会に関する国ごと、地方ごとのビジョンを共有する。 

• 研究成果を提供し提言を行なうことで、G8 など気候変動に関する高レベルで国際的な政策決

定プロセスに貢献する。 

LCS-RNet の事務局はネットワークの円滑で効率的な運営を目指す。また、ネットワークの活動の

スケジュールを監視し、作成物をタイムリーに配布する。  

LCS-RNet に直接関係する活動とは別に、LCS-RNet は途上国において、低炭素型社会（LCS）に

関連した研究に必要な能力構築の機会を提供する。  

また、日本にある LCS-RNet 事務局は、LCS に関連した世界中の情報の収集と分析を目的とする。
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ただし、必要な資料が入手できる場合に限る。  

 

3. 主なコンポーネント 

 

1) LCS-RNet に直接関係する活動 

• LCS-RNet の活動、出版、広報活動 

• G8 および UNFCCC など気候変動に関する国際的政策プロセスへの貢献  

• LCS-RNet に重要な情報を提供するための、業界など幅広い団体とステークホルダーとの対

話機会の設定  

 

2) アジアおよび他の途上国における LCS 関連の研究の促進 

 

3) LCS 関連の研究とさまざまな国と地域の関連情報の収集と分析  

 

4. 主な活動 

 

1) LCS-RNet に直接関係する活動 

• LCS-RNet の年次総会 

• LCS に関連する国際シンポジウムとステークホルダー会合 

• 上記の会合での成果の G8 EMM への報告、UNFCCC COP のサイドイベントでの発表 

• LCS-RNet の運営グループ会合 

• 出版：年次総会、シンポジウム、LCS 研究に関する特別号 

• LCS-RNet のサイトの維持管理   

• LCS 研究のデータベースの開発と維持管理 

• ニュースレターなど LCS-RNet の広報資料 

 

2) アジアにおける LCS 関連研究の推進 

• 途上国における LCS に関する現地開催ワークショップ 

• LCS に関する研究の方法論を学ぶ、研究者と途上国の政府職員向けの LCS-RNet のインター

ンシップ 

 

3) 世界中の途上国における LCS に関する研究の推進 

• LCS-RNet に参加する世界中の途上国の研究機関と研究者の増加につながる働きかけ 

• アジアおよび他の途上国の研究機関と研究者との対話など共同研究の推進 

 

4) IGES/NIES や LCS-RNet の研究機関におけるインターンシップなど、途上国における研究協

力と能力構築  
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II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

LCS-RNet の活動：5 年（2009 年度～2013 年度） 

 
2. 実施の枠組み 

 

提携機関：  

政府を通じ登録した研究機関 

2009 年 4 月時点での加盟機関：ADEME、IDDRI、Academie de Technologie（フランス）、ENEA、

CMCC（イタリア）、Wuppertal Institute（ドイツ）、NIES、IGES（日本）、NIER（韓国）、UKERC

（英国） 

一部の加盟研究機関で構成される LCS-RNet の運営グループ 

 

運営グループ： 

G8 など加盟国を代表する研究の中心が LCS-RNet の運営グループを形成し、活動の管理を行なう。

運営グループには 2 人の共同議長を擁する事務局がある。  

 

IGES の役割： 

IGES は LCS-RNet の事務局員を提供する。仕事の内容は、円滑な活動運営とタイムフレームの管

理、運営グループと共同議長の補佐である。  

 

(II) 人材の配置 

 

LCS-RNetの事務局は、事務局長（非常勤）、研究者（常勤1、2名、半日勤務1名）で構成され、

下記の能力が求められる。 

 

• GHG削減の技術分野および政策関連分野に関する専門知識 

• 気候変動研究に関する国際協力および研究活動の技術支援の経験 

• 気候変動と国際プロセスに関し政治的感性を要する案件の知識と経験 

• ウェブ上で運営するデータベースに関する技術的知識 

さらに、下記の任務を行なうか補佐する客員研究者（常勤）1名、研究補助員（常勤）1名が必要

である。 

• 会合の開催  

• 報告書、広報資料の原案作りまたは作成  
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• データベースおよびサイトの開発、維持管理  

• 予算関係、旅費の手配など管理事務 

 

(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 
2010 年度活動予算 56 百万円 

 
2. 既得・応募予定の外部資金 

 

中核資金: 

環境省からの受託により実施予定 

年次総会など、途上国において行なわれる予定のLCS-RNet活動に必要な費用は、開催国が負担す

る。  

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（議長要約、総括文書、データベース、優れた慣習など） 

 

年次総会報告書 

ステークホルダー会合報告書 

LCS-RNet 年次報告書 

LCS 研究に関するデータベース 

2011～2012 年発行予定の LCS 研究に関する特別号 

LCS-RNet のインターン 

 
2. 影響戦略 

（ネットワーク・プロセス関係の活動を IGES 研究プロジェクトに関連づける方法、提案した活

動を重要な地域・国際プロセスに関連づける方法） 

 

LCS-RNetは、IGESの研究プロジェクトなど、特にGHG削減や低炭素型社会への道筋に取り組むプ

ロジェクトに、情報や知識を幅広い団体と交換する機会を提供する。また、LCS-RNetは、G8/G20

のような国際的政治プロセスへのアクセスも確保している。 
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付属書 2 
自然資源管理グループ 

 
タイトル：（1） 生態系サービスへの支払い 

 
I. 研究の概要 

 

1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

世界の気候変動をはじめとする世界の生物多様性の保全や持続的活用は、 も難しい課題である。

生物多様性が脅かされている地域（ホットスポット)は多数の固有種を抱えているが、どのホット

スポットも大きな危機に直面しており、既に原植生の少なくとも 70 パーセントを喪失している。

世界の植物種の 50 パーセント以上および全脊椎動物種の 42 パーセントは、生物多様性ホットス

ポット 34 地域の固有種である。 

 

アジア太平洋地域は、世界で も豊かな生物多様性を持つ地域の一つである。同地域は、多くの

独特かつ豊かな動植物相を有し、ヒマラヤ、日本、太平洋を含むホットスポット 14 地域、世界の

ホットスポット 34 地域を網羅する。この地域には多くの生物多様性の危機が存在する。生物多様

性に悪影響を及ぼすとして知られているものも、ミレニアムエコシステム評価（Millennium 

Ecosystem Assessment; MEA)や生態系と生物多様性の経済学（The Economics of Ecosystem and 

Biodiversity; TEEB）等の報告書が指摘するように、研究報告やデータの不測による氷山の一角に

すぎないという可能性がある。 

 

生物多様性の保全の点から、各国は多くの種類の保護地域を指定し、世界中で多数の種を規制し

ているが、これまでのところ、種や生態系の喪失には歯止めがかからない。その原因は、主に、

政府予算とガバナンスの不足、政府内での政策優先順位の低さ、保全に経済的インセンティブが

ないこと等が挙げられている。民間セクターによる現在の世界の生産と消費のパターンは、世界

中の生態系の上に成り立ち、依存している。生物多様性、そのサービスによる公共財・サービス

の多くは市場を持たず、そのコストや利益は、あらゆる（環境）外部性により、関係者やレベル

の程度に左右される場合が多い。自然を守れるのは、今のところ主に公共部門か地元住人である

ため、天然資源の維持と保全に費やされる補償と再投資はわずかなものでしかない。生物多様性

に利害を持つ世界中の人々に、社会的、経済的な不公平が根強く存在することが認識されている。

生物多様性保全のための規制およびその他の政策と併せて、革新的な経済的手段は、こうした「不

公平」を少なくとも「偏り」に修正できる可能性がある。 

 

CBD プロセスでは、生物多様性保全のための多くの政策ツールが提案され、協議されており、上

述の課題解決に向け、革新的な経済的・財政的メカニズムが模索されている。第 5 段階で提案さ

れた本研究も、CBD の下に行われる国際的取り組みの一部となるであろう。名古屋で 2010 年に
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開催される CBD/COP10 に向け、グリーン開発メカニズム（Green Development Mechanism；GDM）

と生物多様性オフセット（Biodiversity Offsets）が有効であると考えられる。COP10 のあらゆる主

要な利害関係者の間で、「2010 年以降の目標」等、複数分野の戦略と併せて革新的な経済メカニ

ズムが協議され、政治的、社会経済学的、科学的決議がなされる予定である。 

 

2. 目的 

 

全体目標は、CBD 等の国際会議を通じて、国際的に適用される革新的な経済制度を策定すること

により、生物多様性の喪失と悪化に対応し、国際 CBD および他の MEA プロセスの下に保護区域

の指定および種の規制を行うことである。 

 

研究目標は、以下の通りである。 

 持続可能な生物多様性の保護を推進する経済的手段等の政策を特定する、および 

 主に CBD プロセスにおける経済的手段の利用おいて、生物多様性の保全に対する協力メカニズム

を明確化する。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

• 主なコンポーネントは、以下の通りである。 

 

コンポーネント 1： 日本、アジア太平洋における生物多様性の状況の基礎研究、生態系サービスの評価

による経済的手段の利用。 

 

コンポーネント 2： 生物多様性の管理改善政策に関する詳細な研究 （詳細な研究のテーマは政府や

地方自治体との協議に基づき選定・決定される。） 

<テーマ 1> PPP や BPP に基づく生物多様性の保全改善のための、規制や自主的ツールといった

経済的ツールおよびその他のツールの比較。 

<テーマ 2> 生態系サービスへの支払い、生物多様性オフセット、認証システム等の国際的/地域

/国内の革新的財政メカニズム。 

<テーマ 3> 生態系サービスへの支払いとして、上流域・下流域の飲料水を確保し、水資源を保護

する優れた管理およびアジア諸国への適用可能性 

<テーマ 4> 貧民層への影響評価なども含めて（タイにおける事例研究等）、バイオ製品の持続可

能な生産・消費の促進のための経済的手段の活用。 

<テーマ 5> 都市と生物多様性： 都市と海外を含むその他の地域との生態系提供者の越境移

動。 
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4. 研究のための質問 

 

コンポーネント 1 

1. 世界、地域、国内、地方等、それぞれの地理的規模における重要な生態系の機能およびサー

ビスとは何か。 

2. 世界、地域、国内、地方における生態系保全の優れたガバナンスにおける重要なコンポーネ

ントとは何か。 

* JISE は豊富な経験、知識を有する。 

 

コンポーネント 2 

1. 中・長期的な生物多様性の政策および目標の中で、適切と考えられる指標にはどのようなも

のがあるか。（例：2010 年以降の生物多様性目標等） 

2. 生態系の機能と生態系のサービスをどのように測定、評価、価格設定したらよいか。 

3. GDM 等の国際的、革新的な財政メカニズムなどの経済的手段が、生物多様性の保全を向上さ

せ、生物多様性、生態系サービスによる利益の公平な分配を可能にするか。こうした経済的

手段の実施に必要な条件とは何か。 

4. 生物多様性の保全とその持続可能な利用において、どのような経済的手段が有効か。 

5. アジア太平洋における生物多様性に適した、地域間/小地域間の協力とは何か。東アジアサミ

ット、ASEAN 環境大臣会合等、地域合同政策フォーラムにおいてどのような提案が有用であ

ると考えられるか。 

 

5. 方法 

• 文献調査 

• 国際/全国/地方の専門家とのインタビュー/アンケート調査 

• 事例研究と状況分析 

• メタ分析 

• 費用便益/経済分析（必要に応じて） 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

国内の経済政策はもとより、国際政策についても、生物多様性に関連した外部不経済は他の生態

系サービスに取り込まれていない。このことは、炭素排出/隔離のために京都議定書が実現を目指

す、少なくとも一部の国際化と対照的である。この不均衡を考慮した、CDMのような革新的な財

政メカニズムが、現在、CBDプロセスで検討されている。本研究は、このような新しい政策を検

証することを目的としており、日本とアジアにおける研究 前線とみなされる。 
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(IGESコア・コンピテンスとの関係) 

地球環境戦略研究機関（IGES）－現在の FC、FW、EA および JISE は、生物多様性および生物多

用性経済の知識と経験を有している。 

 
II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

2009年度：文献調査、 

国外/全国/地方専門家とのインタビュー/アンケート 

湿地評価の事例研究 

TEEB活動とCBDプロセス 

 

2010 年度：事例研究（継続） 

中間報告 

事例研究ファクトシートの作成(CBD/COP10 用) 

 

2011 年度：編纂、統合 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

IGES チーム (5～6 人) 

• アジア諸国における生物多様性経済問題に関する十分な知識を有する者/ EAグルー

プとの協力によるIGES補助研究員1名 

• 法学/政治学の専門知識を有する者数名 

• 経済の知識を有する者（特に価格設定問題）：EAから1名 

• 財務経済の専門知識を有する者1名：採用予定 

• 対象諸国において短期に現地コンサルタントを数名、基礎調査のため初年度に採用：

サブコントラクト予定 
 

提携研究機関： 

• 名古屋大学、京都大学等 

• TEEB事務局 

• CBD事務局 

• IUCN 

• UNU/IAS 
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• ASEAN生物多様性センター  

• TEIおよびその他のアジアの研究機関 
 

(II) 人材の配置 

 
生態系サービスの経済的価値、および、天然資源の健全な管理のための経済的手段に関する専門

性を有するシニアスタッフ 1 名。森林管理、淡水管理、退行生態系を専門とする他の専門家も数

名必要。 

 

(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 14 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

環境省「環境経済研究」受託により実施予定 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

• 学会および国際社会に発表する研究論文 

• 政策論文 

• 統合報告（研究報告） 

• 事例研究ファクトシート 

 

2. 影響戦略 

 

さまざまな国外/国内の関係者と研究成果を共有する。TEEBおよびCBD事務局に提出し、関連の

国際計画を策定し、考察する。研究結果は、東アジアサミットや日本アセアン環境大臣会議等、

他の国際会議およびプロセスに有用な示唆を与えることが期待される。 
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タイトル：（2） 気候変動適応策： 適応政策、適応メトリクス、相互便益のある適応オプショ

ンの特定 

I. 研究の概要 

 
1. 背景 (アジア太平洋地域との関連)  

 

アジア太平洋地域は、広範囲に及ぶ気候変動の影響、特に、農業、水、森林、海岸地域への影響

に直面している。この地域が気候変動の影響を受けやすい要因には、以下が含まれる。 

 

• 農業、水、森林、畜産等、気候変化に影響を受けやすい第一次産業への家計の極度の依存 

• 作物等の安全ネットや気候変動に対する資産保険の不備 

• 生活、住居等への質の高い土地、水等の資源を利用できない 

• 地理的に脆弱または構造基準の不備により脆弱な、都市および田園部のインフラ。または、

気候変動の影響についてほとんど考慮しない構造 

• 政策および措置を計画し、実行するガバナンスおよび制度的メカニズムの不備 

• 信頼性のある気候予測、早期警報情報、脆弱性評価のための意思決定ツールの不備、意思決

定の非適用 

 

このような脆弱性因子は、災害による高度の経済的損失、人命の損失、予測のつかない変動への

対応、または予防措置における調整力の低さ、正常な発展過程への復帰までの時間の長さなどを

反映する場合が多い。こうした複数分野にまたがる問題には、同じく複数分野にまたがる着実な

取り組みにより適応能力をつけることが求められる。 

 

UNFCCC の気候枠組みの内外で、適応能力をつける機会がある。将来の気候的枠組みは、リスク

拡散手段、技術移転、制度的メカニズム等、適応力の特定化、優先化により、適応のための資源

の効果的な活用の支援、財務等の大きな機会の提供が可能となる。バリ活動計画は、国際協力に

よってこうした機会を模索し、高めることを強調している。リスク保険、水および生態系サービ

ス価格設定などの価格インセンティブなどの各手段、特に、革新的な官民の協力、その他の手段

を通じ、適応に関連するサービス等、その他の機会を利用することも考えられる。ナイロビ作業

プログラムで強調されたように、たとえ財政的、技術的支援が得られたとしても制度的、人的資

源がないアジア太平洋地域では、飛躍的に増大する適応の機会を効果的に活かす能力に欠けてお

り、こうした支援を有効に活用することはほぼ不可能であると考えられる。 

 

適応の機会は多いが、それには同時に、適応の進捗を追跡し、特定の適応オプションの有効性な

どの問題に対処し、特定の政策を一部に有効化し、一部には非有効化する、効果的なモニタリン

グと評価システムが必要となる。適応に投資した莫大な財源およびその他の資源は、目標測定お

よび必然的な結果としての進捗報告を必要とする。 
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2. 目的 

 

(a) 適応メトリクス:農業用水等、農業部門における 高の適応行為の特定に役立つメトリクスを

優先化する。 

(b) ウィン―ウィン適応オプションの特定のための枠組み決定:適応行為の特定のための意思決定

に役立つ上述のメトリクスを用いた意思決定の枠組みを策定する。 

(c) ネットワーク化: UNEP アジア太平洋適応ネットワークを活用して得た知識を普及させる。 

 

目的との関係:適応メトリクス（目的 a）の優先化は、意思決定の枠組み（目的 b）の策定に役立

つ。この知識を、ネットワークを通じて普及させる（目的 c）。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

a) コンポーネント 1：適応メトリクスを通じて、適応策の主流化の進捗を測定する。 

- Gangetic 盆地における気候変動の適応を評価する事例研究（S8（推進費）申請承認過程にお

いて、事例研究の場所が変更される可能性あり）。 

- これら政策の条件を実現する適応政策を特徴化および特定する。 

- 気候変動の適応の主流化および主流化指針策定の障壁を特定する。 

b) コンポーネント 2：予想される気候変動の影響における不確定な側面を考慮することにより、

気候変動リスクを軽減するウィン―ウィン解決策の特定（適応政策と措置）。 

c) コンポーネントネットワークを通じて政策支援と関連サービスの採択を普及させる。 

 

4. 研究のための質問 

 

a) どの程度の主流化が実施されているかの評価等、適応策の進捗度を測定する手段にはどのよ

うなものがあるか？どのような方法が実施され、どのように運用化されているか？ 

b) ウィン‐ウィン適応オプションの特徴とは何か？ ウィン‐ウィン適応オプションをどのよ

うに特定するか？こうしたオプションの特定に役立つ枠組みとは何か？このような枠組みを

どのように策定し、運用化していくか？このようなウィン‐ウィン適応オプションの特定に

はどのような限界があるか？ 

c) 適応政策の特徴は何か？これらの政策はどのように実施されるか？現在、どこまで理解し、

どのように進めていくか？ 

d) 農業および水の部門別計画における適応策の主流化における技術的、制度的および規制的な

障壁は何か？ 
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5. 方法 

 

1) 参加評価を含む文献研究、調査 

2) ネパール、バングラデッシュ、Gangeic盆地のインドにおいて事例研究の実施（事例

研究の場所はS8(推進費)申請承認プロセス中に変更される場合がある）。 

a) 比較事例研究を通じた水貯蔵オプション等の適応政策および措置の比較評価 

b) 必要な場合、多基準分析/分析的・階層的プロセス/デルファイ調査/適応策の費用便益

分析/プロジェクト/プログラム 

c) 適応措置の費用便益分析(CBA)（多くがプロジェクトおよび個々の技術）は、各レベ

ルの適応オプションの特定にCBAを多基準方式として用いることができるかを評価

する。適応政策のCBAについては、部門規模の分析を実施する必要がある。 

d) ウィン‐ウィンオプションの特定とアウトプットの普及のための、専門コンサルタン

トとの研究政策の対話 

e) 適応の取り組みを調査し、ウィン‐ウィン適応オプションの枠組みが評価できるかを

検討する。 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

1) 本プロジェクトは、適応策のボトルネックを特定し、有効な主流化の解決策を特定すること

により、部門レベルにおける適応策の主流化に関する理解を深めようとするものである。 

2) 上記に必要な適応策および条件の主流化の進捗度の測定は、これまで同地域でそれほど注目

されていない。同プロジェクトは、それに貢献しようとするものである。 

 

(IGES コア・コンピテンスとの関係) 

IGES は、世界銀行の適応メトリクスに関する 近の事業をはじめ、2012 年以降の事業の一環と

して、適応の症併記を特定する作業を行っている。関係スタッフは、天然資源の適応策の主流化

および災害リスク軽減部門について理解を深め、専門性を有し、この件に関するいくつかの出版

物を含めて、地域の適応の意思決定、適応策の主流化を阻害する多岐にわたる問題について理解

している。 

 
II. 人材、財源の配置 
 
(I) 実施内容 
 

1. タイムフレーム 
 

コンポーネント1：適応メトリクス:適応の有効性および適応策の主流化における進捗度の測定 

初年度：事例研究の場所の特定および適応措置の特定 

• 西部（インド）、中央部（ネパール）、東部Gangetic 盆地（バングラデシュ）の各場所で
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の三つの事例研究（事例研究の場所は、S8(推進費)申請承認プロセス中に変更される場合

がある）を特定した。6事例研究の場所がこのように広範囲に及ぶことは、幅広い社会的、

経済的、環境的条件のもとに特定したメトリクスの妥当性を検討する研究上、重要である。 

• 適応状況、地元協力者の有無、農業技術の改善の有無などの特定の条件、農業用水の確保

の有無などの基準を用いて、東部、中央部および西部Gangetic盆地の事例研究の各場所（事

例研究の場所は、S8(推進費)申請承認プロセス中に変更される場合がある）を特定する。 

• 適応措置の特定:各研究場所において農業および農業用水について実施する適応措置のリ

ストを作成する。 

 

次年度：メトリクスの優先化 

• 上述の適応策として、文献研究、専門家とのコンサルテーション、現地調査の技法を用い

て、費用便益分析を含む、経済的、社会的、経済的メトリクスのグループを特定する。 

• Decision Labなどのツールを用いて、分析的階層プロセス（AHP）などの多基準意思決定

分析（MCDA）により、これらグループのメトリクスをさらに優先化する。NVIVOや必要

な場合は類似のコンセプトのツールを用いて、フォーカスグループディスカッション

(FGD)などの参加プロセスによる質的データを分析する。利害関係者との協議、専門家に

よる諮問プロセスを採用し、優先化プロセスにおける各メトリクスの重要度を特定する。

三つの事例研究場所において優先化したメトリクスを比較し、三つの場所に共通するメト

リクスが存在するか検討する。これにより、Gangetic盆地で見られるような多くの条件を

持つ、有効な共通メトリクスの特定に役立つ。 

 

3年目：メトリクスの運用化 

• 運用化では、制度的な能力、報告手順を含めた意思決定プロセス、定常的なモニタリング

に必要なデータ収集能力などの条件の普及度を考慮することが含まれる。 

• 運用化プロセスでは、地方行政や開発専門家との協議の下、すでに特定されたメトリクス

をさらに単純化していくことが含まれる。 

 

コンポーネント2：ウィン―ウィン適応オプションの特定のための意思決定の枠組み 

 

• 初年度：文献研究を行い、適応の意思決定の取り組みについてそれぞれ特定する。主な適

応意思決定の枠組みとして利用可能なものには、UNDP適応政策枠組み（UNDP Adaptation 

Policy Framework）、英国気候変動影響プログラム適応意思の枠組み（United Kingdom 

Climate Change Impacts Program Adaptation Decision Framework）などがある。 

 

• 次年度：長所と短所の特定： 

                                                        
6 Gangetic 盆地の各区域は、農業技術の普及と利用度、制度的な能力、農業基盤、経済発展、淡水などの生産資

源の利用可能性の点で異なっている。西部 Gangetic 盆地は豊かな地域であり、東部 Gangetic 盆地は、貧困地域

である。中央部は移行過程にある。こうした多くの条件は、Gangetic 盆地に見られる多くの条件の下に有効な、

類似のメトリクスの特定に役立つ。 



 

80 

o 利用可能な枠組みを比較し、その持続可能性を評価し、事例研究場所の決定を行う。

対応するターゲット・グループ、実施能力ニーズ、財務ニーズ、情報ニーズ等、各側

面を含む基準を設定し、枠組みの比較を行う。 

o デルファイ調査等、専門家による諮問/協議プロセスを活用し、同地域に適した枠組み

コンポーネントに関する判断、合意を行う。この目的上、これらの枠組みの策定に関

与する者や同研究内容についてさらに深い理解を有する者で編成したピアパネルを結

成する。 

 

• 3年度：既存の意思決定の枠組みに基づき、意思決定の枠組みをさらに改善する。:上記に

特定したメトリクスを活用し、意思決定の枠組みの改善を提案する。これには、研究地域

の状況について、上記に特定した長所と短所をマッチさせ、枠組みを修正していくことが

必要である。次に、 終的な枠組みを意思決定者、フィードバック作業部会に紹介し、そ

の運用性についてフィードバックを受ける。 

 

コンポーネント3：ネットワーキング（UNEPアジア太平洋気候変動適応ネットワーク） 

 

• 初年度から3年目:同プロジェクトの3年目および5年目において、地域の適応フォーラムを

実施することにより、ネットワークを通じて研究成果を普及させる。 

 

2. 実施の枠組み 

（全体的なチーム構成、提携機関、IGES の役割等） 

 

本研究は、適応に関する総合研究の一部である。この総合研究とは、(i)気候変動影響の緩和、(ii)

日本の地方行政による対応戦略、(iii)アジアの一定の小地域における対応戦略で構成される。第 3

の構成コンポーネントは、日本の茨城大学との協力により行う。茨城大学は、メコン小地域との

類似研究を行う予定である。IGES の具体的な責務については、以下に概述する。 

 

事例研究対象国:提案した諸国には、バングラデシュ、インド、ネパール等の Indo-Gangetic 平原諸

国が含まれる。（本事例研究は、S8(推進費)申請承認プロセス中、変更される場合がある）。 

 

1. 部門:水および農業部門 

2. 協力:潜在的な協力者には、ICIMOD（ネパール）、茨城大学（日本）、TERI（インド）が挙げ

られる。（これらの協力者は、推進費申請承認プロセス中、研究の地理的場所が変更される場

合、変更される可能性がある。） 

 

(II) 人材の配置 

 

• 3 人の政策研究者 
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• 適応メトリクス、農業および水部門、災害リスクの軽減、機関分析に精通した研究員 1 名。

また、適応オプションの経済部門/部門別費用便益分析等、適応メトリクスコンポーネン

トの経済的側面を支援する別の研究員 1 名。7 

• ヒマラヤ山脈水貯蔵オプション事例研究（淡水グループが実施予定）を実施・調整する、

水管理問題に十分な専門性を有する研究員 1 名。詳細は、外部資金を確保するプロセスで

さらに検討していく。 

• APN プロジェクトでは、3 年間のうちの一時期、パートタイムの補助者を雇用する機会を与

える。また、パートタイム補助者が雇用できない場合には、プロジェクト補助者/インターン

が必要となる場合もある。 

 

注： 博士課程修了フェローを採用し、JSPS 博士課程修了プログラムを利用し、日本の大学在学中

の学生が提案の一部のコンポーネントについてテーマ研究できるように努める。 

 
(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 8 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

• APN は、データ収集、分析、研究政策対話により、3 年間で約 7,100,000 円、IGES を支援す

る。APN 資金コンポーネントの下では、常勤スタッフの費用は賄われない。APN プロジェク

ト 3 年目の資金調達、AP 地域研究作業部会の編成のため、APN プロジェクト提案で約束され

た 15,000 米ドルかそれ以上の別の財源が必要となる。 

• 地球環境総合推進費の獲得を目指す。 

• ヒマラヤ地域の水貯蔵オプション関係事例研究については、財源を検討する。 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

- 適応メトリクス:農業用水等、農業部門における適応オプション選択のためランキングした一

連のメトリクス 

- Win-win 適応オプションの特定のための意思決定の枠組み 

- 策定した方法論の適用のための、政策決定者、非政府組織等のガイドライン 

- ピアレビュー論文誌（例:気候変動、気候政策、地球環境変化の緩和と適応戦略、自然災害）、

                                                        
7 同エコノミストも、他の適応関連の提案に関与し、一部共益関連の業務に関与することが期待される。 
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小冊子、会議論文、政策冊子、環境報告書などを発行する。 

 

2. 影響戦略 

 

本研究の所見を、IGESが全体的な調整役を果たしているアジア適応ネットワークに提供する。ア

ジア適応ネットワークは、UNEP世界適応ネットワークにリンクしている。 
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タイトル：（3）REDD 及び木材流通を通じた森林保全 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 
FAO は、世界で年間約 1,300 万ヘクタールの森林が失われていると推定している。その結

果、生活、文化的資産、知識の損失；森林資源が少数の手に集中することによる不平等の

拡大；国の発展のための森林資源のベースの損失；気候保護、生物多様性、農業と人間の

定住のための安定した地形等、広範囲の生態系サービスの損失が生じている。 

 

どのような場所でも、森林伐採の推進要因（例：貧困、脆弱なガバナンス）とそれに近い

原因（例：土地開発による森林伐採、農業の転換）があり、政策決定もそれに合わせるこ

とが必要である。森林保全のインセンティブを、少なくとも他の土地利用目的で森林利用

または伐採するインセンティブと同程度に引き上げない限り、森林管理の持続可能性は引

き続き困難であることが一つの基本的な見方である。森林伐採は、森林を農地に転換する

しか経済的選択肢がない地元の人々や、森林地をパーム油、パルプ木材、ゴム・プランテ

ーション、畜産、その他の産業農業タイプに転換することによって経済的な利益を得る開

発者の双方によって行われている。森林劣化は、土地利用が完全に変化している多くのア

ジア太平洋国にとって重大な環境問題であるが、これは生活のために林産品用に過剰伐採

する地元民や、年間伐採可能量を上回る伐採を行うことにより利益を得ようとする材木会

社が引き起こしている問題であり、環境的に難しい分野となっている。 

 

インセンティブという手段は、森林保護や持続可能な森林管理に貢献するが、それだけでは

不十分である。インセンティブは、しっかりした法的枠組み、政策の枠組みの土台の上に成

り立つ場合はもっとも効力を発揮すると考えられる。これには、林業部門と部門間の政策の

一貫性、権利配分の透明性確保、有効な森林法の執行、林野と資源の慣習的請求に対する公

平な措置、地域レベル・全国レベルの説明責任、分野横断的な計画立案等が含まれる（図 1）。 

 

これは、(i)新たなグローバルスキームのコンセプト－途上国における森林伐採と森林劣化

による放出ガスの削減（REDD)、－気候変動の緩和における森林の役割の推進、および(ii)

法的な林業運営と持続可能な森林管理の維持のための林産品取引の改革に焦点を当ててい

る。 
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図 1：優れた森林ガバナンスの「ピラミッド」8 

 

 

REDD 

森林管理の他の取り組みが失敗した場合、REDD が成功するという楽観論がある。それが、

REDD が(i)広範囲な実績重視の融資を保証し、(ii)直接、問題に政治的に着目し、(iii)世界銀

行が定義するところの「森林劣化に対する関心の集中」のバランスを取り、多くの機関の

利害の調整を約束するためである。9しかし、自然の森林を単に炭素の貯蔵源・吸収源とみ

る見方は、森林を単に商業的な木立としてみる視野の狭さと同様に、非常に危険である。

炭素隔離と貯蔵だけを目的とした森林管理は、森林に地域社会のアクセスを許さない、要

塞タイプの保護を推進し、より大きな経済的な困窮を強い、違反行為に走らせる可能性が

ある。その結果、社会的摩擦の増大、力のある利害関係者に偏った、歪んだ報酬の分配も

予想される。REDD は、このような条件下では持続可能性の見込みはなく、もっと幅広い、

持続可能な森林管理という視野の中で位置づけ、ポジティブな風土、保全、開発成果を達

成しようとするものである。 

 
研究課題 

REDD の研究課題は、森林管理がいかにして（1）真に測定可能、検証可能、報告可能な長

期の排出ガスの削減、炭素貯蔵量の改善を実現するか、（2）REDD がコミットする森林が、

広く環境的、社会的、経済的な機能を発揮するよう確保するか、その方向性を示すことであ

る。 

 

                                                        
8 Higman, S., Mayers, J., Bass, S., Judd, N. and R. Nussbaum, 2005  The sustainable forestry handbook. London, Sterlin, 

VA: Earthscan.   
9 Chomitz, K.M., P. Buys, G. de Luca, T.S. Thomas, and S. Wertz-Kanounnikoff. 2006. At loggerheads? Agriculture 

expansion, poverty reduction and environment in the tropical forests. Washington, DC: World Bank. 

土台 
物権・保有権と制度的保証 

市場と投資状況 
過剰な部門影響（extra-sectoral）の関与メカニズム 

主要な森林機関の認識（政府、市民団体、民間部門） 

1 役割 森林手および土地利用の制度的役割の検討と策定 

2 政策 森林政策、SFM 基準および法令の実施 

3 手段 一貫した「アメとムチ」の実施 

4 拡大 消費者および全森林関係者に対するSFMの

広報活動 

5 SFM の検証 監査、認証または参加者レビ

ューの実施
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林産物の取引 

森林保護の目的は、林産品の取引が大幅に改革されない限り、達成困難である。10 一部に

は、取引が森林損失につながった理由となっている。第一に、消費者の知識は「不完全な」

であり、持続可能な森林産品と非持続可能な森林産品を区別することはできない。第二に、

国際市場は製品だけで森林の価値を決めがちであり、広範な生態的、経済的、社会的機能

で決めようとしない。第三に、熱帯地方の生産諸国では、ガバナンスの脆弱さと不適当な

執行力により、森林法が機能しにくい場合が多い。こうした観察は、特にアジア太平洋の

領域に関連する。すなわち、 

 

• 豊かな森林資源を有する国では、無秩序な森林伐採率や違法な伐採率が引き続き高く

なっている（例：2000 年から 2005 年の期間で、インドネシアで失われた森林は、特に

違法侵入、認可を得ての非持続的なレベルの伐採、小規模・大規模な違法伐採などに

より、120 万 ha/年と推定される。11 

• 人口や経済成長に促進される林産品の消費は、現在、国内で大半の材木が加工（2007

年、89.9%）されるにつれ増加しており、材木の世界取引の 60％はアジアで行われてい

る。12 

• 中国は林産品の世界 大の輸入国となり、2008年の ITTOにおける熱帯木材輸入の 61％

を占めた。13 

• EU、米国および日本、特に中国およびベトナムにおいて、 終産物の輸出用加工のた

めの木材の輸入量が急速に拡大している。14 

• 材木取引の重要な利害関係国として、他の国も浮上している。例えば、インドは ITTO

の熱帯木材の 2 番目の輸入国である。 

 

研究課題 

林産品取引の研究課題としては、森林および森林管理において行われる取引で、転換の意

味を定義し、政策と手段の策定に寄与することであり、こうした転換が、森林破壊を推進

するものではなく、持続可能な森林管理を推進するものであることを確保する。 

 

2. 目的 

• 既存のREDDデモンストレーション活動による教訓を抽出し、アジア太平洋の状況に適

した気候森林管理モデルの作製のために、現地調査からの分析的インプットを提供す

る。 

                                                        
10 フィリピンは、林産品の取引がいかに森林伐採を招いているかの好例である。森林面積は、1950 年の 1500 万

ヘクタールから、1987 年には約 700 万ヘクタールと、急減した。輸出用木材は、こうした森林伐採の大きな原

因となっている。フィリピンは、1965 年に木材の 30％を国際市場に提供したが、1986 年以降は木材の純輸入

国となっている。 
11 森林研究開発機関（Forestry Research and Development Agency）。2009 年、R-プラン;インドネシア農林省 
12 ITTO,2008 年。2008 年世界木材状況の年次レビューおよび評価。ITTO,横浜 
13 Ibid 
14 中国は今や、世界第 2 位の加工木材製品の輸出国である。また、ベトナムは 2006 年から 2007 年、同産品の輸

出額が 31％増加した（ITTO,2008 年）。 
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• 効果的、効率的、公平な国家REDDの運営戦略を策定するため、重要な分析的インプッ

トを提供する。 

• 持続可能な林産品取引に向け、中国、ベトナム、他の新興消費者国における林産品改

革の課題と機会を特定する。 

• 消費者国の規制イニシアチブの長所と短所に関する理解を深め、違法な林産物の輸入

を削減する。 

 
3. 主なコンポーネント 

 
(i) REDD デモンストレーション活動 

 

UNFCCC2/CP.13 決議は、以下のために、関係当事者による森林部門の能力開発を推奨

する：i)データ収集、ii)放出ガス評価およびモニタリング、iii)デモンストレーション活

動。アジア太平洋地域における REDD デモンストレーション活動の設計、実施、影響

の比較分析、(ii)分析インプットをアジア太平洋の状況に適した REDD モデルを設計す

るための、実地研究を含む現地調査。現地調査を提案された研究場所は、機械による

森林伐採、農業転換により脅かされているパプアニューギニアの低地の森林や、巨大

な炭素の貯蔵源であり、ギネアアブラヤシ、材木プランテーションの開発、換金農耕、

転換農業などによって脅かされているインドネシアの泥炭森林などである。 

 

(ii) 全国 REDD レディネス 

世界銀行の森林カーボンパートナーシップ基金、国連REDD、両者のドナーの支援によ

り、熱帯国は現在、全国REDD計画を策定中である。一部、進展も認められるものの、

これらは、現在の森林管理戦略と運営の実績に関するクリティカル分析に欠ける場合

が多く、排出ガス削減のために提案された解決策の背景分析が不十分である。また、

森林部門における全国レベルでの排出ガスの削減には、あらゆる政府省庁の協調的な

対応が必要となる。そうした政策は、一部の国の森林（林業、農業、その他）に影響

を及ぼす。森林部門は、REDD問題の制御を求めている。このように、包括的な、全国

レベルのREDD戦略の策定において、省庁間での協力が不十分となり、それによって、

森林に関係のない部門が、森林伐採に至る決定を継続するというリスクが生じる。ど

の政策が成功し、どの政策が不成功であるか、また、それぞれの実績レベルの違いの

理由について理解を深めるための、国有林経営政策のクリティカルレビュー、および

(ii)各国が森林部門の排出ガスを全国レベルで持続的に削減するために必要な分野間に

またがる政策および運営の枠組みの設計のための国有林、土地運用のクリティカル評

価。レビューを提案した国は、インドネシア、パプアニューギニア、ラオス、カンボ

ジア、ベトナムである。 

     

(iii) 林産物の取引 
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Eliasch レビュー ― 気候変動：グローバル森林の役割と財務（2008）－世界生産の持

続可能なシステムを達成するためには、大幅な政策変更が必要であることを強調。「例

えば、 持続可能に生産された産品の優先調達と消費者意識の向上などによる、消費者

国における需要サイドの政策」等。提案された研究では、中国およびベトナム企業・

業者による世界の林産品取引への関与、違法な林産品の輸入削減のための消費国の規

制的手段、特に米国レイシー法と提案された EU のデューディリジェンスに焦点を当て

ている。森林認証、関税当局、公的な木材調達政策に関する前の IGES 研究の統合、構

築についても、機会の拡大とともに考慮するようにする。 

 

4. 研究のための質問 

 
REDD デモンストレーション活動 

• どのような排出ガス削減の森林管理モデルがアジア太平洋の状況に適しているか？ 

• REDD プロジェクトの範囲内で森林伐採と森林劣化を軽減するにはどのようなプロセ

スが有効であり、地元で実施可能な措置の策定につながるか？ 

• プロジェクトレベルで、どのような技術的問題（基準排出ガスレベル;排出ガス削減の

測定、モニタリング、報告および検証）への対応アプローチが確実であり、費用効率

が良いか？ 

• 地元の状況に応じた、透明性および説明責任のある REDD プロジェクト管理をいかに

して確立するか？ 

• 家計への正味ポジティブインパクトと、REDD プロジェクトに基づく平等な報酬の分

配を確保するために、どのような手段を講じるべきか？ 

 

全国 REDD レディネス 

• 全国レベルの排出ガス削減のために現在提案されている森林行政と政策は、過去どの

ような実績であったか？行政と政策をどのように強化すべきか？ 

• 土地利用の変化と林業による全国的な排出ガスを削減するために、森林および土地利

用管理に関する効果的な国家管理の枠組みをどのように確立すべきか？ 

 

林産品の取引 

• 木材の合法性と持続可能性の問題に中国およびベトナムの産業を関与させる上で、何

が課題となり、機会となるか？中国およびベトナムからの加工木材の再輸出に影響を

及ぼす合法的、持続可能な木材を推進するために、 終消費国はどの程度まで政策を

策定しているか、また、その影響を強めるどの程度の可能性があるか？ 

• 消費国はどのような条件下で、違法林産品の輸入を削減するための適当な措置を規制

的手段として講じているか？有効と考えられる現在のイニシアチブ、その長所と短所

は何か？ 
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5. 方法 

 
REDD デモンストレーション活動 

既存のデモンストレーション活動のレビュー 

• 文書および文献研究（例：プロジェクト設計文書、政策文献、計画、プロジェクトを

実施する社会的、経済的、環境的状況）; 

• 主要課題、問題、優れた実践を特定するための半構造化インタビュー（プロジェクト

推進者、地方および中央政府、地域社会、その他の重要な利害関係者）; 

• 初の知見を共有し、フィードバックを推奨するグループ会議; 

• プロジェクト設計、設計プロセス、影響の比較分析; 

• REDD デモンストレーション活動のオンライン・データベースの保守。 

 

REDD 森林管理モデルの現地調査 

• パプアニューギニア ― 低地の森林 ― 

o 森林の炭素貯蔵量に及ぼす影響を定量化し、3 つの森林管理と土地利用計画の経済

的、社会的影響を評価するためのアクション・リサーチ:(i)企業による大規模、機械

化伐採、および農業転換に対する地域社会の非制御、(ii)地域社会による低伐採量認

定の森林管理、農業転換に対する地域社会の制御、(iii)野生生物管理区域として保護

状態下にある、森林の一部としての地域社会の場所。 

 

• インドネシア ― 泥炭森林 ― 

o インドネシアの泥炭地の多くを占めるカリマンタンとスマトラにおける、既存の地

域別の泥炭森林保全、回復、管理の評価; 

o インドネシアの REDD 戦略が泥炭地の保護かつ/または回復に地元農業従事者を関

与させる可能性があるか否かの分析; 

o 現在の土地利用政策がどのようにインドネシアでの泥炭森林の破壊を招いているか

に関する評価。 

 

全国 REDD レディネス 

• 文献研究および文書レビュー（R-PIN、R-プラン、森林および土地利用管理戦略、全国

気候ロードマップ他）; 

• 森林、計画、農業、および関連省庁、および重要な専門家との半構造化インタビュー。 

• 調査国間における比較分析。 
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林産品の取引 

• 中国およびベトナムの産業 

o 地域の林産品の取引に関するトレンドレビューと予測; 

o 輸入－加工－輸出のための産業傾向に関する文献研究と第 2 データ分析（木材の種

類と供給源、重要産品、市場）; 

o 政策分析（例：材木産業の公共政策、例:民営化、SOE 改革、国内のプランテーショ

ンの推進、他）; 

o 産業調査（調達政策と CSR）; 

o 検証手段の策定、分析（法制度の起源、法の遵守、持続可能な森林管理）およびそ

の取り入れ; 

o 影響評価（例：（1）規制手段や政治的な関与を含む消費国政府の活動が中国および

ベトナム産業に及ぼす影響、（2）バイヤーの要求による影響、中国およびベトナム

の産業に消費国の木材取引組合が木材取引に及ぼすイニシアチブ; 

o 比較分析（中国およびヴェトナム）。 

 

• 消費国における規制的手段 

o 文献研究; 

o 既存および提案された規制的手段に関する文書の分析; 

o 比較分析（米国のレイシー法と提案された EU デューディリジェンス規則） 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

REDD デモンストレーション活動と全国 REDD レディネス 

IGESは、同地域においてREDDデモンストレーション活動の包括的、構造的評価を行い、

全国REDDシステムの開発において、アジア太平洋の進捗を評価し、比較する、アジア太平

洋で唯一の政策機関である。 

 

林産品の取引 

IGESは、既存の研究に基づき、課題と機会の包括的なレビューを提供し、合法で持続可能

な森林産品の貿易、法的、持続可能性の検証に向けた動き、持続可能性の検証、その原因

因子において、中国およびベトナムの産業を関与させようとするものである。消費国にお

いて、違法な木材の輸入を削減するため規制的な手段を策定することは、新たな展開であ

る。こうした手段の確実性、その実施に伴う課題を検討することが明らかに必要である。 

 

(IGESコア･コンピテンスとの関係e) 

IGESは、REDDデモンストレーション活動、全国REDDレディネス活動、国際交渉に関する

専門知識を確立するために戦略基金（Strategy Fund)を活用し、REDDに関する複数の作業部

会を日本国内、国外で調整している。IGESは、革新的な森林認証モデル、公共の木材調達
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方針、保護の連鎖(chain-of-custody)ガイドラインをはじめ、違法な木材取引を削減するため、

税関との協力に関する枠組みについて、主要な研究を行っている。    

 
II. 人材、財源の配置 
 

(I) 実施内容 
 

1. タイムフレーム 

 
2010 年度 2011 年度 2012 年度 

REDD デモンストレーション活動 
デモンストレーション活動に

関する地域調査;契約提携者;オ
ンライン･データベースの保守; 
PNG およびインドネシアにお

ける現地調査  

現地調査;オンライン･データベース

の保守; PNG およびインドネシアに

おける現地調査 

現地調査の完成;比較分析;オ
ンライン・データベースの保

守; PNG およびインドネシア

における現地調査出版 

全国 REDD レディネス 
全国 REDD システムの開発の

モニタリングと分析 
全国 REDD システムの開発のモニタ

リングと分析 
比較分析;出版 

林産品の取引 

中国およびベトナム:文献研究

と予備調査 
産業および公共政策調査;消費国の分

析   
各国研究の完成;比較分析;出
版 

規制的手段:文献研究と文書分

析 
比較分析と出版  

 

 

2. 実施の枠組み 

（全体的なチーム構成、提携機関、IGES の役割等） 

 

IGES 
調査設計、資金調達、協力調整、研究参加、比較分析の実施、編集、出版、報告書の普及、REDD

デモンストレーション活動に関するオンライン・データベースの保守を担当。 

 
協力 

REDD デモンストレーション活動/プロジェクト：京都大学、人民地域社会開発基金（Foundation for 

People and Community Development）、地域コミュニティー森林訓練センター（Regional Community 

Forestry Training Centre）、地域社会炭素森林 PNG（Community Carbon Forestry PNG）、PNG エコ森

林フォーラム（PNG Eco-Forestry Forum）、協定カンボジア（Pact Cambodia）、アチェ特別州（Eye on 

Aceh）、Lembaga alam tropika Indonesia (LATIN) 
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全国 REDD: 

筑波大学、地域コミュニティー森林訓練センター（Regional Community Forestry Training Centre）、

インドネシア森林ナショナル会議（National Council of Forestry of Indonesia）、南太平洋地域環境プ

ログラム（South Pacific Regional Environment Programme）。 

 

林産品の取引： 

フレンズ・オブ・アース・ジャパン（Friends of the Earth Japan）、地球環境フォーラム（Global 

Environmental Forum） 

 

その他の提携機関: 国際熱帯木材機関（International Tropical Timber Organisation）, 国際森林研究

センター（Centre for International Forestry Research）, チャサム・ハウス（Chatham House）、フォレ

スト・トレンド（Forest Trends）、自然保護国際連合（International Union for the Conservation of Nature）、

自然保護（The Nature Conservancy）, TRAFFIC、欧州森林研究所（European Forest Institute） 

 

全体的なチーム構成 

リーダーシップ ― 指定された研究者（リーダー１名は必要なし）によるコンポーネントのリー

ダーシップ 

 

調査の実施と管理－全トピックにわたる専門知識を提供する研究者 4 名（一人当たり平均 70%の

時間契約）; IGES シニアフェロー事務官１名  ― プロジェクト・アシスタント (50%までの時間

契約を要する） 

 

(II) 人材の配置 
 
人/月概算 
コンポーネント 人/月 

REDD デモンストレーション活動 スタッフ 2 名 (時間 50%) 

全国 REDD レディネス スタッフ 1 名 (時間 50%) 

規制的手段 スタッフ 1 名 (時間 20%) 

 
(III) 財源 
 

1. コスト見積もり 

 
2010 年度活動予算 15 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

三井環境基金及び地球環境総合推進費の獲得を目指す。 
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III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット(研究論文、政策論文) 

 
コンポーネント アウトプット (仮題および実施時期) 

REDD 
デモンストレー 

ション活動 

• 政策報告書:「REDD デモンストレーション活動－アジア太平洋地域の教訓」 

• 調査報告書:「PNG における代替的な森林および土地管理モデルの気候的な意味」 

• 調査報告書:「気候変動緩和、資源保全および持続可能な管理のためのインドネシアに

おける効果的な泥炭森林管理戦略」 

• 政策要約:「REDD デモンストレーション活動の優れた実践」 

• オンライン・データベースの更新 

全アウトプットは、第 18 回 UNFCCC COP の前に発表予定とし、オンライン・データベ

ースを継続的に更新する。 

全国 REDD 

レディネス 

• 政策報告書:「一定のアジア太平洋国における LUCF セクター排出量減少のための効果

的な政策と運営」 

• 策の要約:方針要約: 

「アジア太平洋地域における REDD の進展と仮題」アウトプットは、第 18 回 UNFCCC 

COP 前に発表する。 

林産品の

取引 

中国、 

ベトナム 

--政策法告書:「持続可能な熱帯木材製品の取引を行う中国とベトナムの関連産業」 

第 48 回国際熱帯木材会議（International Tropical Timber Council） 前の刊行 

 

規制的 

手段 

--政策報告書:「違法な木材製品の輸入を制限するための制御手段：EU と米国からの教訓」

--政策要約:「違法な非持続可能な木材製品の取引を削減するための消費国の措置」 

アウトプットは、第 47 回国際熱帯木材会議の前に発表する予定である。 
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2. 影響戦略 

（方針プロセス、ネットワーク、フォーラム等における IGES の主な役割、重要な地域/世界的

政治プロセスへのリンク。IGES 調査の影響を発生させるためにプロセスにインプットする方

法。） 

 

デモンストレーション活動と全国REDDレディネスに関する調査として、研究対象国において

全国レベル、準全国レベルで森林当局と密接な連絡を維持し、調査結果を作業部会、会議等を

通じて報告させる。調査結果は、アジア森林パートナーシップ（Asia Forest Partnership)および

持続的な森林管理のためのアジア太平洋ネットワーク（Asia-Pacific Network for Sustainable 

Forest Management）を通じて、地域および海外のオーディエンスに発表し、サイドイベントを

CBD、第10回COP、UNFCCC COP、AWG-LCA、SBSTAに向けに行う。 

 

林産品の取引に関する調査については、調査結果をASEANイニシアチブと共有する（例：

（ASEAN Social Forestry Network、Pan-ASEAN Certification Initiative、ASEAN税関ネットワーク）; 

東アジア森林法の執行とガバナンスのプロセス;東アジア森林法の執行とガバナンスのプロセ

ス;中国とグローバル林産品取引のフォーラムを年2回開催;チャサム・ハウス、違法伐採、多層

関係者プロセス; FAOアジア太平洋森林週間。 
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タイトル：（4） 持続可能な開発のための地下水ガバナンス 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

特にアジアの途上国において、地下水は生活のための重要な資源であり、数十億人の食糧安全を

支えている。各国の抽出・利用傾向に関する詳細な情報は入手できないが、世界において、地下

水は現在の飲料水供給の約 50%、自己供給産業の水需要の 40%、潅漑による水利用の 20％を占め

る。 

 

アジア太平洋では、人口の約 32%は、飲料水源（モーリスら、2003 年）として地下水を使用して

いる。地下水も、灌漑のために水供給が行われるインド、バングラデシュ、ネパール、中国北部

の平原などの地域や工業生産により、経済発展に貢献している。アジア太平洋では、2002 年に農

業用に採取された水の多くが、全採取量の 79％を占める。市街化区域では、地下水は人間の消費

用途よりも工業的な用途のために使用される傾向がある。全地下水採取における工業的用途は、

バンドンで 80％、バンコクで 60%を占める。これらの都市には、地下水使用と国内総生産（GDP）

間に強い相関がある（IGES 2007 年）。表層水と比較して、地下水の使用は、単位ボリュームあた

りの経済利益が大きくなる場合が多い。これは、地域レベルの入手可能性、渇水の信頼性、 低

限の処置を要する高い品質によるものである。 

  

アジアにおける持続可能な発展のための地下水の意義は大きいが、水は必ずしも適切に管理、利

用されておらず、そのことが往々にして資源の減少、劣化、未開発という結果を招いてきた。現

在、地下水使用に関する主な懸念は以下の通りである：i) 採取しすぎによる減少; ii) 不十分な排

水と不十分な接続使用により、水浸し、衛生に対する懸念；iii) 農業、産業、その他の人間の活動

による汚染の懸念；および iv) 貧困軽減、地下水可能性の存在する田園部の開発のための地下水

資源開発のニーズ。これらの既存の問題に加えて、地下水の管理は現在、新たな課題に直面して

いる。すなわち、気候変動である。地下水資源に対する既存の圧力に加えて、以下による気候変

動の影響が加わると考えられる：(i)一部の区域における地下水の涵養能力低下、(ii)降水量の変動

性の増加により、結果的に生じた表層水量の差を埋めるために利用。 

 

世界が現在直面している も深刻な地下水問題は、資源の持続性、森林を含む土地等の、他の資

源の管理/開発の統合性を考慮しないで行われる資源の開発行為である。旧態依然のシナリオでい

くと、地下水問題は年々さらに深刻化、拡大化し、目に見える形で悪化していくであろう。従っ

て、目の前の課題は、問題が解決不可能となる前に、予防的メカニズムを発動させることである。

これには、現在の資源開発戦略から、統合され、持続可能な資源管理へと転換することが必要で

ある。 
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制御できない地下水開発から、資源の持続可能な利用へと転換していく際、それを妨げる大きな

障壁は情報の不足である。多くの発展途上国は、資源計画に有用なフォーマットの有効性、品質、

中止、他の変数等、地下水資源に関する背景情報を、きわめて限定的にしか有しておらず、また

はまったく有していない。資源管理の第一段階は、地下水モニタリングの適当なシステムを通じ

て、質・量ともに定期的に地下水を理解し、このモニタリングデータを、この有益で限られた資

源利用に組み込むことである。この問題を解決する第一段階として、地下水関連情報の入手可能

性を特定することが必要である。 

 

現在の地下水管理において、直接的、間接的な経済的手段は地下水使用の効果的な管理かつ／ま

たは合理化に有効な手段と考えられる。また、これらの経済的手段は、地下水の合理的な分配を

実現するものとして認識されている。しかし、経済的手段の導入および実施は、地元経済に負の

影響を及ぼし、実施制度が不適当になるなどとして、水利用者の反対にあい、難航する場合が多

い。経済的弱者である社会的グループ（低所得者層、零細農家、中小企業）に負の影響を及ぼす

ことも大きく懸念されている。持続可能な地下水利用を促進する手段として、経済的手段を実行

可能かつより効果的なものとするために、知識の深化が求められる。経済的手段を有効化するた

めには、地下水のガバナンス・システムにも対応すべきである。 

 

IGES は、2009 年 6 月にアジア太平洋水フォーラムにおいて 地下水管理のナレッジハブとして承

認された。地下水管理のナレッジハブとして、IGES は地下水管理調査の強化において主導的な役

割を果たすことが期待されている。IGES 地下水調査は、アジア太平洋水フォーラムとの太いパイ

プを有し、地域の水に関連した 大の政策プロセス、所見、アウトプットを提供し、同地域にお

ける持続可能な水管理に貢献している。本調査のコンポーネントは、IGES のナレッジハブ活動の

統合的な一部として実施される。 

  

2. 目的 

 

知識の醸成、利用、蓄積により、政策立案者による地下水管理戦略の策定/推進における改善を可

能にし、それによりさらに平等かつ持続可能な地下水利用を確保する。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

コンポーネント 1: 

アジアにおける地下水利用の基線研究とガバナンス：アジアで、今、何が地下水に起こっている

か？ 

 

集中的な文献研究、アジア各国の政府当局と地下水管理に携わる専門家に対するアンケート調査

により、基準情報とデータを収集する。また、一部の国ではインタビューも実施する。対象国数

は、財源の入手可能性に基づいて決定されるが、少なくとも、各小地域（北東アジア、東南アジ
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ア、南アジア）につき 2 カ国で実施する。調査の設計段階では、潜在的な気候変動の影響につい

ても考慮する。 

 

また、特定の地下水盆において、2、3 の事例研究を実施し、地下水資源とその管理の現状につい

て調査を進める。 この事例研究は、コンポーネント 2 と密接にリンクして行う。 

 

コンポーネント 2.  

持続可能な地下水管理を目指した環境への経済的手段の導入/有効な実施に関する詳細研究 

 

事例研究と比較分析を通じて経済的手段がどのように合理的な地下水利用を推進するかを模索し、

以下の要素を研究する。ナレッジハブ・パートナーおよび資金提供組織とのディスカッションを

通して、事例研究の場所を模索する。 

  

a. 地下水の抽出/利用の管理を目的とした既存の経済的手段の概要 

b. 経済的手段の環境への導入/実施 効果的な環境とは、以下等を含む： 

- 規制的枠組み 

- 地下水の権利 

- ガバナンス・スキーム（意思決定と実施における水利用者の参加メカニズム） 

- その他の水涵養スキームとの調整 

- 分野間にまたがる政策（例：土地利用、農業、貿易政策） 

c. 社会に対する経済的手段の導入による影響評価、特に低所得者層の水利用者に及ぼす影響 

d. 導入する経済的手段の有効性。中長期的効果の費用便益分析を実施する。 

 

その他 

 ナレッジハブ活動の管理と調整  

上述の調査活動において、地下水管理に関する水ナレッジハブ活動は、この調査グループが実施

すべきである。調査に加えて、能力開発や知識管理、情報普及等は、潜在的なナレッジハブ・パ

ートナーとの密接な協力のもとに実施する。このような活動計画の詳細について策定する。地下

水管理ハブ・パートナーとの定期的な連絡、アジア太平洋ナレッジハブ関連会議への参加も、地

下水ナレッジハブの活動として求められる。 

 

4. 研究のための質問 

 

コンポーネント 1  

今、アジアで地下水に何が起こっているか？ 現在の地下水管理政策は、地下水問題に対応し、将

来の問題を解決するか？ 
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コンポーネント 2 

1. 経済的または法的手段は、地下水資源の合理的な利用と公正な分配を促進するか？経済的手

段を導入した地域では、どのような経済的手段の影響が認められるか？ 

2. 経済的手段の利用によって、どのような因子/要素が地下水管理を促進すると考えられるか？

経済的手段の利用によって、どのようなガバナンス・システムが地下水の公平な消費を促進

すると考えられるか？ 

3 どのような措置が経済的手段の負の影響を 小限に抑制すると考えられるか？ 

  

5. 方法 

文献研究 

海外/地元の専門家とのインタビュー 

事例研究と状況分析 

作業部会 

費用便益分析（必要に応じて） 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

現在、国際的、地域の水に関する交渉で地下水は議題に上がっていないが、地下水は重要な水源

として広く認識されている。本研究では、地下水の地域ネットワークを通じて地下水の現状とそ

の政策問題について探究する。 

 

（IGESコア・コンピテンスとの関係） 

地球環境戦略研究機関（IGES）-地球環境戦略研究機関（IGES）－淡水（FW）プロジェクトは、

2004 年以降、アジア地域の地下水関連研究に関与し、すでに有意義な製品・サービスを提供して

いる。同プロジェクトの達成により、IGES は、アジア太平洋地域における地下水管理に関するナ

レッジハブとして承認された。 

 
II. 人材、財源の配置 

 

(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

2010 年度 

• 基準調査（地下水利用可能性、使用、ガバナンス構造、他の水資源の利用、その他） 

• １国の複数地域における事例研究設計と実施（可能なら） 
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2011 年度 

• 必要に応じて、基準調査と追加調査の概要 

• 事例研究（つづき） 

• 中間報告と事例研究データ・ファクトシートの作成（世界水フォーラム用） 

 

2012 年度 

基準調査と比較研究の編集と統合。 終報告書を作成する。 

 

2. 実施の枠組み 

 

IGES チームは、調査の実施において主要な役割を果たす。 

 

潜在的なパートナー:  

• 国際水管理研究所（IWMI） –南アジア、特に田園部における研究パートナー 

• 能力開発と比較研究のための水資源管理国際研究拠点センター（ICE WaRM）パートナー 

• アジア工科大学（AIT）–地下水の技術面に関するパートナー 

• 日本地下水学会–地下水の技術面に関するパートナー 

 

研究ニーズに応じて、パートナー研究機関を追加する予定。 

 

(II) 人材の配置 

 

IGES 研究スタッフ 
所属 職務内容 人/月 

シニア研究員 • 研究チームの管理 
• ナレッジハブ・ネットワークの管理 
• 研究員に対するガイダンスの実施 
• 特定テーマのリサーチ実施（分析と統合） 

時間 50% 

研究員 • 分析、統合、報告書の執筆（経済学の専門知識） 時間 50% 

研究員 • 分析と統合、報告書の執筆水管理の専門知識) 
• ハブ・ネットワークのコーディネーターとして勤務 

常勤 

 

[外注] 

基準調査初年度に、短期の地元コンサルタントを雇用する。 

必要に応じて、情報・データ収集のための地元パートナーを選定する。 
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(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 43 百万円 

 
2. 既得・応募予定の外部資金 

 

資金については、ナレッジハブ事務局（ADB、ユネスコ）と交渉中。 

 
III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

研究論文（2 年目、3 年目） 

事例研究と基準調査の中間報告 (2 年目) 

アジアの地下水に関する報告 (基準調査のアウトプットとして) (2 年目) 

終報告書（研究報告書）（3 年目） 

事例研究ファクトシート（2 年目） 

 

2. 影響戦略 

 

調査の成果は、アジア太平洋水フォーラム 水ナレッジハブ・ネットワークを通じて、各利害関係

者の間で共有される。調査の成果は、アジア太平洋水フォーラム水ナレッジハブ・ネットワーク

を通じて、各利害関係者の間で共有される。本調査の所見をADBの「アジア水開発概要」や国連

の「世界水発展報告書」等の国際組織の刊行物に盛り込むことが期待される。 
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タイトル：（5） アジア水環境パートナーシップ 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景 (アジア太平洋地域との関連)  

 

農業用水、工業用水、家庭用水から発生する汚染負荷の増加により、アジア地域の多くの地域の

水質・水生態系は厳しい圧力に曝されている。アジア水環境パートナーシップ（WEPA)は、FY2004

に設立された日本政府の協力プログラムであり、知識、情報の共有、能力開発を通じて、アジア

諸国の水環境ガバナンスの強化を目的としている。WEPA は、知識共有の情報プラットフォーム

として WEPA データベースを開発し、一連のシンポジウムやワークショップを開催した。2009 年

度、WEPA 第２期がスタートした。今回は、パートナー各国間での政策対話をより重視し、パー

トナー国間の知識共有が必要な新たな分野として、気候変動の適応と統合的な水資源管理に焦点

を当てた。 

 

IGES は、2004 年度設立以来、WEPA の事務局となっている。IGES は、IGES のパートナー国の支

持を受け、第 2 期 WEPA（2009~2013 年度）も引き続き WEPA 事務局となった。 

 

2. 目的 

 

WEPA の全体目的 

• 知識開発と共有を通じた、アジア諸国における水環境ガバナンスの強化。 

•  

WEPA 事務局は、WEPA 活動の円滑かつ効率的な運営を目指し、事務的機能を提供する。事務局

は、両者の対話、地域作業部会、パートナー国との密接な連絡などの WEPA 活動を調整、管理し、

世界水フォーラム等の WEPA 作業部会や、他の現地/国際会議に向けた必要な出版物を刊行する。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

1) WEPA と直接関連した活動 

• 会議文書の作成等、WEPA 関連会議の開催 

• WEPA データベースの保守（更新） 

• 事例研究の調整と実施（3 ヶ所） 

• E-メールによる WEPA ニュース配信（年 5 回） 

• WEPA 報告書草案 

• WEPA 活動を通じて収集した情報に基づき、WEPA 諸国における水環境ガバナンス問題の

収集と分析 
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WEPA 関連活動 

• JICA により日本で訓練コース（2 週間）を実施。この訓練コースは、JICA と WEPA の協力

により策定。 

  

4. 主な活動 

 

(1) WEPA 関連会議 

• 日本におけるアドバイザー会議の実施（年 2 回）（会議文書の作成を含む） 

• 年次会合の開催 

• 作業部会の開催（年 1～2 回） 

• 2 国間会議の開催（年 1～2 カ国） 

• WEPA シンポジウム（日本開催） 

 

(2) 事例研究の調整/実施 

• WEPA パートナーと日本のアドバイザーとの事例研究の調整 

• 事例研究の編集 

• 概要報告書の作成 

 

(3) 知識の管理 

• WEPA データベースの管理（更新） 

• E-メールによる WEPA ニュース配信（年 5 回） 

• アジアにおける水環境のその他の対話に関する関連情報の収集 

 
II. 人材、財源の配置 

 

(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

WEPA 第 2 期（2009 年度～2013 年度） 

 
2. 実施の枠組み 

 

アドバイザー会議（日本人専門家で構成）: WEPA 活動に関するガイダンスと助言を提供。 

WEPA パートナー国:カンボジア、中国、ラオス、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ミャ

ンマー、フィリピン、タイ、ベトナム：各国窓口担当者を指名。 
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IGES の役割 

IGES は、会議報告書の草案作成、統合等、あらゆる WEPA 活動のために、WEPA 事務局として

の役割を果たす。 

 

(II) 人材の配置 

 

• 全体管理につき研究員 1 名 (時間の 30％)  

• 事例研究に研究員 1 名 (時間の 20％) 

• 常勤プログラム・コーディネーター (雇用。時間の 100％)  

 
(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 38 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

環境省のアジア水環境パートナーシップ事業により実施予定 

 

(V) インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（議長の要約、他の統合文書、データベース、優良事例等） 

 

作業部会概要および報告書 

国間会合要約書 

事例研究統合 

事例研究プロファイル報告書 

WEPA データベース（更新） 

委託作業報告書 

 

2. 影響戦略 

 

WEPAはアジア諸国のネットワークであり、各国の水ガバナンスに直接的な影響を及ぼすことが

期待される。WEPAは、水環境ガバナンスの新たな課題について率先して協議することにより、

アジアの水環境の改善のために地域の政治対話における主導的役割を果たすことを目的とする。 
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タイトル：（6）アジア太平洋地域適応ネットワーク 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

アジア太平洋地域は、高人口密度、気候関連部門への高依存、低次な開発計画、能力開発により、

世界で も気候変動の影響を受けやすい地域の一つである。このため、同地域では多くの途上国

で、適応研究と政策決定能力を強化する必要がある。適応策の強化とネットワーク開発の重要性

が認識されるにつれ、UNEP の主導により、アジア太平洋やその他の地域において、世界気候変

動適応ネットワークが設立、実施された。 

 

このアジア太平洋適応ネットワークは、アジア太平洋における気候変動の影響を受けやすい国を

支援し、知識と技術を動員することによって、適応能力を強化することを目的とする。 

 

2. 目的 

 

ネットワークの全体目標は、脆弱な人工システム、生態系、経済において、知識と技術を動員し、

適応能力、政策立案、計画立案および実施能力強化を通じて、気候への対応力を構築することで

ある。この目的は、以下に提案するコアネットワーク機能の実施を通じて達成される。 

 

• 適応策に関連する知識の有効性、アクセス性の改善、優れた適応行為に関する情報の普及。 

• 目標とする知識の支援、政府、計画立案者、為政者への助言強化。 

• 適応策を策定する発展途上国の研究機関の能力強化。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

i) 研究機関によるネットワークの設立 

ii) 研究活動（例：「優れた適応行為」を評価するツールおよび方法の開発） 

iii) 能力開発活動（例：政策立案者のための訓練トレーナー） 

iv) 知識共有活動（例：ウェブポータル、刊行物、セミナー） 

v) アウトリーチ活動 

 

4. 主な活動 

 

• 活動予定（2009～2010 年開始期） 

ネットワーク機関とガバナンス組織の設立に加えて、開始期では次の 6 つの優先活動に焦点

を当てる。 
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＜調査活動＞ 

1) 気候に対する脆弱性、適応能力評価の枠組みおよび決定をサポートする製品の開発。 

2) 小地域レベルまたは全国レベルでの知識のギャップ分析とニーズ評価。 

 

＜能力開発活動＞ 

3) アジア太平洋におけるトレーナーの科学的能力開発と政策立案者の気候変動適応計画。 

 

＜知識共有活動＞ 

4) 地域または小地域レベルでの知識産物の生産と普及 

5) 地域および小地域のセミナー、ワークショップ、トレーニングを通じた知識の共有、共同学

習の強化。 

6) 地域の知識共有メカニズムとしてのオンラインによるアジア太平洋気候変動適応ポータルの

設立と運用。 

 

＜アウトリーチ活動＞ 

7) ネットワークのパンフレット作成とその他の関連活動の実施 

 
II. 人材、財源の配置 

 
実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

• 開始期 (2009 年 10 月～2010 年 12 月) 

• 実施期 (2011 年) 

• 本格的運用期(2012 年以降) 

 

2. 実施の枠組み 

（全体的なチーム構成、パートナー研究機関、IGES の役割等） 

UNEP RRC のアジア太平洋適応ネットワーク地域ハブ・コーディネーター1 名。そのコーディネ

ーションの下、バンコクの AP、IGES はネットワークに知識も提供する。 

 

パートナー研究機関 

UNEP、AIT/UNEP RRC AP、日本の環境省、ストックホルム環境研究所、スウェーデン国際開発

機関、アジア開発銀行。 

 

IGES の役割 

IGES 地域ハブに対して 1 名（常勤スタッフ 1 名）を派遣し、ネットワークへの情報を提供する。 
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(II) 人材の配置 

 

• コーディネーター1 名（AIT/UNEP RRC AP） 

 
財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 56 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

コア基金 

• 開始期における地域ハブの設立、運用費として、環境省からの資金獲得を目指す（予定）。 

• 開始期における研究知識共有活動費として、ADB から 350,000 米ドル（予定）。 

• 開始期における能力開発活動として、APN から 30,000 米ドル（提案中）。 

• 開始期における知識共有活動費として、ストックホルム環境研究所から 60,000 米ドル（予定）。 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（議長の要約、他の合成文書、データベース、優れた実践等） 

 

• 気候適応の理解に関連する調査結果報告書 

• 統合報告、技術論文、政策概要（例：IPCC 第 5 回評価報告書に基づく小地域レベルの情報パ

ッケージ） 

• 適応策に関する知識のオンライン・ポータル 

 

2. 影響戦略 

 

IGES は、アジア太平洋地域適応ネットワークの運用、活動に完全に関与する。IGES はネットワ

ーク活動を推進するのみならず、重要な研究所見および成果を提供し、適応政策に関連する知識

および情報の共有に努める。 



 

106 

付属書 3 

 
持続可能な消費と生産グループ 

 
タイトル:（1） アジアにおける持続可能な消費 （保留） 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

2009 年 6 月に開催された ISAP における専門家の二つの提言は、IGES の研究が持続可能な消費を

めぐる論議に有益な貢献をなすためには、次の 2 点が必要であると改めて指摘している、すわな

ち、ひとつには「社会・技術的システム革新」を支持するための「急進的改革」を働きかけるよ

うな計画・政策立案推進するというトップ・ダウン方式のアプローチであり、もうひとつはたと

えば地域社会のようなミクロ・レベルの社会変革をマクロレベルのものに転換させるというボト

ムアップ方式のアプローチである。とくに、急速な変化を遂げライフスタイルの矛盾が拡大しつ

つある発展途上アジア諸国では、アジアと言う文脈の中で持続可能な消費を捉え、繁栄と生活の

質についての既成概念を人間的・社会的な福利に再定義することに役立つ研究でなくてはならな

い。さらに、持続可能なアジアの伝統的慣行に注目したり、資源消費による成長というパラダイ

ムに対する疑念から生まれ始めている持続可能要素を内包した地域的活動に焦点を当てたりする

こともあるだろう。 

 

このコンポーネントでは一般的に持続可能な家計消費への移行を促進する政策について検討する。

より具体的には、食品とエアコンという二つの事例研究を採用する。これら二つの研究を組み合

わせることにより、持続可能な消費が、分野（食料）と個別製品（エアコン）のそれぞれにどの

ように適用可能なのか、そして消費者層と貧困層の間の緊張関係が生活必需品（食料）とライフ

スタイル製品（エアコン）の消費パターンにどのように反映しているのかが浮き出される。  

 

アジア太平洋地域に見られる人口、都市化及び消費者層の連続的かつ相互関連的拡大という傾向

は、同地域の食料需要と消費パターンに大きな影響を及ぼすであろう。UNESCAP はアジア太平

洋地域の開発という文脈及び環境面での持続可能性問題を検討して、「食料消費パターン」を一つ

の優先分野に挙げている。15 それに先だつ研究において、国際食糧政策研究所（IFPRI）は高度成

長中のアジア太平洋地域諸国では過去 30 年の間に主食としての穀物の人口当たり直接消費量が

減少し、反面、肉類、魚類及び乳製品の消費量が劇的に増大したと記している。16 一方では、

UNESCAP やアジア開銀が報告しているとおり、食料入手の困難、不均等なアクセス及び流通の

                                                        
15 報告書“Greening Growth in Asia and the Pacific”, UNESCAP, 2008 を参照のこと。言及されている他の優先分野は、

グリーンな移動性、持続可能な住宅、資源利用におけるエコ効率、公共部門の持続可能なグリーン調達である。 
16 “Structural Changes in the Demand for food in Asia”, Jikung Houang and Howarth Bouis, International Food Policy 

Research Institute, 2020 Brief 41, 1996 
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未整備といった問題に起因する「貧困地域の極貧化、資源の枯渇・劣化及び環境汚染」が存在し、

人口の相当な部分に影響を与えている。17 2008 年前半に米、トウモロコシ、小麦と言った主食の

価格が突然上昇したが、それは世界の何箇所かで暴動や買い溜め騒動を引き起こした。この事態

は自給自足という問題を浮き彫りにした。 他方、経済成長と都市化に伴うライフスタイルの変化

は、アジアの途上国のトレンドを西側先進工業国で見られるトレンドに大きく近づけている。よ

り手軽な食品のニーズはより多くの食品加工を必要とし、より多くのエネルギーを必要とする。

また、包装も必要となり廃棄物の問題が増える、そして逆説的なことに、食品加工によって保存

期間が長期化することで、別の種類の廃棄物問題も生じている。社会や環境に対するマイナスの

影響を軽減しつつ消費者ニーズを充足させる方法の例として、消費者教育、フェア・トレード製

品、有機食品などがある。現行の食料政策の多くは食料の確保、安全、栄養及び品質という問題

を取り扱うばかりで、「持続可能な食料消費」として独立した政策はほとんどないと OECD では

指摘している。18 しかし、いくつかの国々では食料安全保障と環境劣化に対する懸念の増大から、

伝統的な栄養指導と消費者安全と環境政策の間のリンクが強まってきている。同様に、アジアは

家電の普及によって家計のエネルギー消費が増大している。経済成長、都市化の伸長及び高湿・

高温な気候に伴って、アジアではエアコンによるエネルギー消費の増大が今後見込まれている。

日本冷凍空調工業会（JRAIA）が 2009 年 4 月に行った調査では、2000 年から 2008 年までの間に

エアコン需要は 37.6％増大したとされている。日本電機工業会（JEMA）の 2006 年の調査でも、

アジアのエアコン需要は世界全体の 53％を占めるとされており、JRAIA の調査結果を裏付けてい

る。このようなパターンに関する持続可能な消費という観点からの懸念としては、家計部門のエ

ネルギー総消費量の増大、非効率なエネルギー利用、廃棄製品からのフレオン、そして使用済み

エアコンの粗大ゴミとしての処理の問題がある。こうしたことから、エアコンは持続可能な消費

のための政策のアジアにおける適用可能性を解析するのに適した事例研究対象なのである。この

研究には、第 4 期統合的戦略研究計画の中の廃棄物管理・資源の研究のうち、廃家電と電子製品

に係る拡張生産者責任についての研究成果が役立つだろう。 

 

そこで持続可能な消費の観点から言うならば、発展を遂げつつあるアジアの食料消費並びにエア

コンの普及に伴う家計部門でのエネルギー消費の増大その他様々な環境問題に対する政策は、相

互に対立する二重構造、すなわち、①貧困層の不健全な消費という生命維持の問題と、②増大す

る消費者層の自己主張的な消費パターンというライフスタイルの持続可能性の問題の双方に同時

に対応するものでなくてはならない。政策と政策手段について細心のバランスが図られるならば、

消費者は持続可能な形で行動しながら、その消費行動が環境に与える影響を軽減し、生産様式に

前向きの変革をもたらす刺激を生むことが可能となる。 本コンポーネントはそれだけで独立した

研究として設計されたものではあるが、家計部門消費のその他の分野に係わる外部の研究者との

協同も想定したものとなっており、本研究と相俟ってアジアの持続可能な消費についてより広範

な全体像が示されることを意図している。 

                                                        
17 報告書 “State of the Environment in Asia and the Pacific 2000”, United Nations, New York, 2000 を参照のこと。 
18 報告書 “Towards Sustainable Household Consumption? Trends and Policies in OECD Countries”, OECD, 2002 を参照

のこと。 



 

108 

2. 目的 

 

この研究コンポーネントは次の三つのテーマに分かれている。これらは独立しているが相互に密

接に関係している。すなわち、(i) 消費パターン、傾向、原動力の現状（消費が環境に及ぼす影響

を含む）、(ii) 持続可能な消費に対する現行の政策及び広くは消費者行動についての政府の政策の

影響度、(iii) 持続可能なライフスタイルに向けた草の根運動及び市民社会の動きの 3 テーマであ

る。これらのテーマの目的は次のとおりである。 

 

i. 消費者の態度、行動、パターン  

拡大する消費者層と貧困人口の増加という二重構造が発展途上アジアにおける消費パターン

と環境に与える影響にどのように反映されているか把握する。 

 

ii. 持続可能な消費のための政策と政策手法  

消費者がその行動を通じてより持続可能な生産と製品を促し、消費行動が環境に与える直接

的影響を軽減できるようにするエンパワーメントのための政策手法と手段を特定する、また、

持続可能な消費のための大規模な（システム的な）革新を可能にする政府の政策を提言する、

そして世界の他地域における持続可能な消費に係る研究成果や概念の発展途上アジアにおけ

る適用可能性を検討する。 

 

iii. 持続可能な消費のための地域活動  

福祉の向上が環境劣化と資源消費から切り離された新たな開発パラダイムを呈示しているア

ジア太平洋地域における地方の持続可能性追求の取り組みを検討する。そしてこれらの取り

組みの他地域への普及及び規模的拡大を可能にするようなその特徴を解析する。  

 

3. 主なコンポーネント 

 

i. 消費者の態度、行動、パターン  

発展途上アジア諸国では、西側諸国で見られるのと同様の消費傾向を示す消費者層が急速に

拡大している。可処分所得の増大、小家族化、時間に追われる生活様式、身体を動かすこと

が少ないライフスタイル、都市化等々、いずれも消費パターンに影響し、それが環境にもマ

イナスの影響を及ぼしている。他方これと対照的に、 貧困地域も拡大し、多くの人々が提唱

された 低生活水準以下の消費で生活している。このことは、消費のパターンと原動力の両

面において、格差が存在していることを端的に示している。こうしたパターンを把握し、具

体的な格差・乖離の状況を検討するため、家計部門の食料消費を分野別研究の一例として取

り上げ、生データを収集する。そして、製品別研究の一例としてエアコンを取り上げ、持続

可能な家計消費を実現するための様々な誘因について解析する。消費のパターン、傾向及び

シナリオに関して、気候政策グループの低炭素社会コンポーネントと協同する可能性も検討

する。 
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ii. 持続可能な消費のための政策と政策手法  

ここでは発展途上アジアにおける家計消費に影響する政策的枠組みと政策手法について、経

済的、法規的及び社会的手法を含め検討する。持続可能な消費についてこうしたマッピング

を行うことにより、同地域でこれまでどのようなことが行われてきたか、欠けているもの（ミ

ッシング・リンク）と格差は何か、そして効果的な政策的働きかけはどんなものがあるかが

明らかになるであろう。さらにこのコンポーネントでは、世界の他地域、主として欧州連合

で行われている持続可能な消費に関する研究と政策手法のアジアに対する有意性について冷

静に検討する。適用可能性、適応性及びリープフロッギング（途上国が一足飛びで 先端技

術を採用すること）の問題は慎重に検討されなくてはならない。ヨーロッパが持続可能な消

費に関する研究の 先端を走っているのは事実だが、研究成果や政策の「丸写し」移転では

なく、選択的・適応的方法が採用されるべきである。利用可能な政策手法の一つに教育があ

るので、PMO の「政策ガバナンス」コンポーネントと持続可能な消費に関する教育について

の協同を想定している。 

 

iii. 持続可能な消費のための地域レベルの活動  

消費者行動が大規模な変革にどのように貢献できるかという観点から、本コンポーネントで

は開発の新たなパラダイムを示している地域的な持続可能な慣行を研究して、それを世界の

他地域において規模拡大又は普及を図ることによってアジア太平洋地域から世界に貢献する

ことの可能性を検討する。伝統的なライフスタイルによってであれ、近代的な技術集約的な

形であれ、はたまたこれらの様々な混合形態であれ、極めて低い環境負荷で高水準の生活の

質を実現している地域社会に本コンポーネントは注目していく。この作業は既に地域レベル

の持続可能性関連活動のいくつかの事例を収集している APFED チームとの協同により行う

ことを想定している。その事例集のうち、とくに持続可能な消費の観点から興味深い若干の

事例について、このような研究プロジェクトで通常行われる程度よりも深いレベルまで掘り

下げた解析を行うこととする。 

 

 消費者の 
態度､行動､

パターン､

傾向 

政策と 
政策手法 

地域レベル

の活動 

家計消費 
全体 

   

事例研究：

食料 
   

事例研究：

エアコン 
   

持続可能な消費コンポーネントの研究の枠組み 

他地域での研

究・ツール・事例 
適応性とリープ

フロッギングに

ついて 

発展途上アジアでの

持続可能な消費 

トップ・ダウン：政策と政策手段

システム的革新を可能にするため

ボトムアップ：地域レベルの消費者

の取り組み 
規模拡大と普及の可能性について 
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4. 研究のための質問 

 

i. 発展途上アジアの消費パターンはどのようなものか？そしてかかる消費活動の量と質に影響

している主な政策は何か？急増する消費者層と貧困の拡大という二面性は消費活動のパター

ンと特徴にどのように反映されているか？ 

 

ii. どのような政策とツールを用いれば、システムの好ましい変革について「川上」にも「川下」

にも波及するような持続可能な消費パターンを促すことができるか？どのようにしたら、持

続可能な消費のための政策がもたらす便益を際立たせ、政策決定者たちに持続可能な消費の

ための行動について関心を抱かせることができるか？富裕層の持続不可能な消費パターンの

問題と貧困層の未充足の消費ニーズの問題に退所するための適切な政策アプローチとはどの

ようなものか？ヨーロッパをはじめとする世界他地域の研究成果や手段は発展途上アジアに

持続可能な消費を根付かせる上でどの程度の適用可能性・適応性を有しているか？ 

 

iii. アジア太平洋地域において持続可能な消費についての地域社会レベルの取り組みにはどのよ

うな事例があるか？そしてそれらの他地域への普及と規模拡大を可能にするのに必要な特徴

とは何か？ 

 

5. 方法 

 

消費者の態度、行動、パターン  

家計消費の実態調査を 4 ないし 5 カ国で実施する。暫定的な調査対象国は、日本（工業国）、イン

ド（急成長中の途上国）、タイ（中位所得途上国）及びカンボジア又はラオス（低所得途上国）で

ある。対象国は本地域の様々な発展段階を代表し、かつ IGES の研究チームが既にプロジェクト

ないしはパートナーを有している国々とする。持続可能な消費に影響を与えるツールは、対象と

する市民の状態と意識に即したものでなければ有効となりえない。調査項目には、その他の項目

と並んで、消費者の意識、実際の消費パターン及び消費が環境に与える影響についての状況把握

の程度を含めることとする。そして信頼できるソースからの補完データを用いて、国別に調査標

本集団に影響しているマクロ要因、すなわち、政策（情報開示、安全法規）、人口（世帯人数・家

族構成、雇用、教育）、文化（性別、宗教等）、経済、技術（食料生産、食品加工、保存、廃棄慣

行）について把握する。OECD が指摘したとおり、所得と価格は、消費者の行動を動機づける上

で、利用可能な技術、社会慣行、文化的信条など、いくつも存在する要因のうちの一部にすぎな

い。調査結果と二次情報源からのデータの解析結果を組み合わせることによって、消費者意識、

実際の行動パターン及び消費に影響する要因に関して、より広範な全体像を描くことが可能とな

るだろう。ここまでの調査研究は異なる社会的集団の消費行動について一般的な知見を得ること

を目指している。 
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そしてさらに各家庭がなぜそのような消費行動を取るのか、より具体的理解を深めるべく、3 カ

国において対象世帯の追跡実地調査を実施する。調査標本は 初の全体的地域的調査に参加し、

政策分析を行った国に在住するものの中から選定するものとする。政策研究は生データの欠如が

制約となる場合が多いが、政策が有効なものとなるためには消費をめぐる実情を考慮する必要が

あるので、データを採集し、現行の政策に照らし合わせて吟味し、政策の有効性の分析と持続不

可能な消費パターンに介入するための効果的な政策とツールの提案を行うことが重要である。こ

のコンポーネントでは発展途上アジア諸国の様々な状況にある中流家庭及び低所得世帯の消費パ

ターンに関する生データを収集する。案としては、対象国は 3 カ国（インド、タイ、ラオス？）、

対象世帯数は各国 5～10 世帯（低所得層、中流層、消費者層を代表）、世帯当たりの調査期間は 4

週間として、消費とゴミ処理のデータを収集する。データを補完するため家族全員との面談を行

う。この実地調査はおそらく大学生などの調査員に委託して実施することを想定している。 

 
このチームは消費の質的解析に「NOA モデル」（ニーズ・機会・能力解析法）を用いる。19 この

モデルは消費者行動を消費者のニーズとそのニーズを充足するための機会及びその機会にアクセ

スできる能力の 3 要素から解析する手法である。事例として食料を取り上げることから、この分

析ではおよそ次のような調整を行う。 

 

• 対象標本集団のニーズ：栄養と健康（例、基礎的滋養食品、「機能食品」又はライフスタイ

ル食品）、利便性及び多様性（調理時間、勤労女性、生活時間配分） 

• 機会：食品価格（補助金、基礎食品種類間のバランス）、食料供給（流通、利用可能性、ア

クセスを含めて）、広告宣伝 

• 能力：1 人当たりの可処分所得（食品消費の占める百分率を含めて）、教育及び情報 

 

食品に関しては、品目を適切に選択することによって、消費の質と量を把握することができる。

調査する主な食品分野の例：肉類、卵類、油脂、果物、野菜、米、小麦粉・シリアル、甘味類。

こうして得られるデータは、低所得層と消費者層との間の消費パターンの格差を明らかにするだ

けでなく、マクロ要因が消費者の選択にどう反映されているかを示すことが期待される。 

 

この詳細な家計消費データの集計結果は、全般的調査の結果と照らし合わせて、消費者の態度と

行動の関係の比較及び一般的消費パターンの摘出を行う。その上で次の段階として、現行の政策

が消費の現場の実情をどれだけ反映したものであるかを分析し、またこれまでの政策ツールが効

果的だった（あるいはそうでなかった）理由を把握するために、これらの結果を活用する。そう

した知見はより的確な政策を提言するために貴重なものとなるだろう。 

                                                        
19 Gatersleben, B and C Vlek 1998. “Household Consumption, Quality of Life and Environmental Impacts”. In Noorman, KJ 

and AJM Schoot-Uiterkamp (eds.) Green Households? Domestic Consumers, Environment and Sustainability. London: 
Earthscan, 141-183 
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発展途上アジアにおける持続可能な消費のための政策とツール 

消費者の態度、消費パターン及び消費に影響しているマクロ要因を理解することに加えて、文献

調査とヒアリングにより、上記の調査対象国の政策を取りまとめ、消費行動に影響しているツー

ルについて解析する。こうした政策は明確に持続可能性の目的で設計されたものではないかも知

れないが、消費に影響を与え、消費が行われるインフラの一部となっているのは事実である。既

に述べたとおり、消費、誘因、消費者の態度及び行動に影響する要因をまず理解してこそ、問題

が存在している個所や政策の狙いが 大効果を生む個所に対して的確な政策を施すことが可能に

なるのである。持続可能性という目的が達成されるための枠組み条件を準備するのは政府の役割

である。 

 

政策分析の枠組みとしては、次の諸側面のうちのいくつかに注目することが考えられる。20 

• 持続可能なライフスタイル、貧困層の食料とエネルギーに対するアクセス及び家計部門の食

料・エネルギー消費パターンから生じている環境負荷の軽減に係る一般的な政策目的 

• 食料輸送から生じる環境負荷の軽減：食料輸送の形態（私有車か公共輸送機関か）、食料入

手地点・商店までの距離、「フード・マイレッジ」、食品配達やネット購入など流通システ

ムを含む 

• エネルギー源からの環境負荷の軽減：都市部での再生可能エネルギーの推進や公共施設での

太陽光発電などを含む 

• エネルギー効率の向上：省エネ規準、省エネ表示、金銭的及びその他の誘導策、啓蒙活動な

ど 

• 容器包装の簡素化とリサイクリング 

• 廃棄物の発生抑制・減量化・リサイクリング：経済的及びその他の誘導策、啓蒙活動、法規

的措置、技術など  

• 貧困層の食料・エネルギーに対するアクセスと入手可能性 

• 家計部門の行動に起因する GHG（温室効果ガス）の発生抑制 

• 食料消費パターンの川上部門及びエアコンの環境配慮設計（DfE）に対する情報提供手法によ

る働きかけ：表示義務、広報キャンペーン、有害化学物質放出管理データ集、広告宣伝など 

 

この部分の研究は既に行われた類似の調査や持続可能な消費に関するツールを用いた実験に学び、

それを活用することが可能である。そのうえで、世界の他地域で採用されている政策手段と今回

の調査対象アジア諸国のそれとを比較分析する。アジアについては上記の方法での政策分析が完

了した国のうち 3 カ国を選定する。欧州経済地域の持続可能性政策ツールについては OECD と欧

州環境庁が広範な分析を既に行っており、加えて「持続可能な消費研究交流ネットワーク

（Sustainable Consumption Research Exchange Network）」が持続可能な消費を目指す国別の政策やツ

ールを分析した学術的論文集をストックしている。これらの文献は今回の研究のため容易にアク

セス可能である。こうして、有効と客観的に実証されているツールを中心に分析の枠組みを定め、

                                                        
20 ここに掲げたリストはやや長大であるが、分析の初期段階において、どの側面が 重要であり今回の研究で焦

点を当てるべきかが明らかにされるはずである。 
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欧州とアジア太平洋地域の文脈を解析して、選び出した政策手段の適応性を吟味する。 

 

持続可能な消費のための地域レベルの活動 

このサブコンポーネントについては、地域レベルの持続可能性関連活動を調査する上で、APFED

チームと協同するものとする。大規模なシステム的変革、マクロ的な変革のための下地づくりは、

地域レベルのシステムに導入された大胆な革新のようなミクロ的変革によってなされる。 こうし

たミクロ的変革を察知・観察することにより、われわれはこれらの変化から生まれ育っていくか

もしれない新たなシステムの萌芽を間近に覗き見ることができるのである。21 詳細検討を加える

選定 3 カ国における事例を APFED との協同で抽出し、チームはさらに地元の協力者とともに、資

源消費というパラダイムに束縛されることなく人類の福祉を増進させるような地域レベルの（斬

新なものであれ伝統的なものであれ）持続可能的慣行を発掘していく。これらの慣行は持続可能

社会のモデルとなるような急進的システム改革の潜在的可能性を秘めたものとして、活動内容別

に分類する。22 

 

• 消費形態の変革・新たな消費の仕方：制度的インフラ・物質的インフラの変更と新たな選択

肢の創出（例、幸福度のような別の開発指標や製品システムサービスを通じて） 

• 賢い消費：より賢明な選択をするための情報と教育の利用、地域社会サービスの利用、賢い

利用方法についての技能開発 

• 適正水準の消費：消費の水準と原動力に対する反省、生活の質という問題への関心など 

 

そして、これらの活動がどのように運営されているか観察し、共通パターンを分析し、他地域へ

の移植や規模拡大を可能にするような特徴的属性を摘出する。 

 

付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

このコンポーネントで実施される研究は、社会開発（人間のニーズと希望の充足）がどのよ

うにしたら環境保全と両立するかという問題を検討するものなので、持続可能な開発の一つ

の主要課題に応える研究である。提案されている研究は第 4 期研究計画の廃棄物管理・資源

チームが実施した作業の延長線上にあり、IGES の他のユニットとリンクする可能性も秘めて

いる。 

• 「アジア 3R 推進フォーラム」に IGES が参画していることから、アジアの政策立案者たちと

持続可能な消費の一部の側面について討議する機会が得られる 

                                                        
21 Ezio Manzini, Francois Jegou, Lara Penin, “Creative Communities for Sustainable Lifestyles: Promising Cases of Social 

Innovation for sustainable ways of living in Brazil, India, China and Europe” in SCORE conference proceedings, 2007 
22 UNEP の報告書 Consumption Opportunities – UNEP; “Consumption opportunities: Strategies for Change, A Report 

for Decision Makers” UNEP, Geneva, 2001 から作成したもの。同報告書はシステム変革に向けた戦略的アプロー

チとしての時速可能な消費のための実際的な機会に光を当てている。同書は持続可能な消費活動を、脱物質化

と 適化という二つの戦略的類型に区分している。「脱物質化」とは製品又はサービスのライフサイクルの全

段階において資源投入と廃棄物排出を低減させようとするものであり、生産活動と強く関連している。急進的

システム変革の可能性を秘めた消費者行動は｢ 適化｣の範疇に属するものであり、その枠組みは持続可能社会

のモデルとなり得る地域レベルの取り組みを分析する際に活用可能なものである。 
 



 

114 

• IGES では電子製品の各ライフサイクルにおける材料の利用やリサイクルを中心に研究した

実績があるが、家計部門での消費は対象外であった。今回エアコンの家庭での持続可能な消

費について事例研究を行うことにより、家電製品の中古品取引や使用済み製品の処置に関し

て行われている研究を補完することになる。 

• IGES は北九州イニシアチブや APFED など持続可能な開発や地域レベルの活動に関する既存

の幅広いネットワークを活用することができる。 

• 「ガバナンス・キャパシティ」グループは「持続可能な消費推進のための能力開発と教育の

ための政府機構」というコンポーネントを有しているが、同グループとの協同を予定してい

る。 

• 容器包装廃棄物の問題は白書の廃棄物管理・資源に関する章でも言及されている。 

• エネルギー問題とエネルギー消費については、IGES は気候変動ユニットとの協同及び低炭素

社会ネットワークを通じて蓄積された知見から、いくつかの教訓を得ることが可能である。 

 

本案に概説したこの研究は、持続可能性に関するアジア地域の研究機関としての IGES の地

位を強化するのみならず、アジア全体にとっても以下のような形で、様々な価値を創出する

と期待される。 

 

i. アジアにおける持続可能な消費に関する統合的な枠組み：アジアにおける持続可能な消費に

関する研究は都市部での廃棄物管理やエネルギー消費についてのものに限定される傾向があ

る。したがって、EU を除いては研究の明確な方向付けがまだ開発されていない。そこで、IGES

がアジア地域という文脈の中での持続可能な消費についての統合的理解を提供すれば、アジ

ア太平洋地域の国際機関と協力しつつ、持続可能な消費に関する対話で主導的役割を果たす

機会が得られることになる。 

 

ii. 既存の協同関係：IGES はアジアにおける持続可能な開発に関する主要な政策立案過程におい

て消費の問題を文脈に取り入れることにきわめて影響力のある複数の政策関連ネットワーク

に参画している。 

 

iii. 「持続可能な生産と消費に関するアジア太平洋ラウンドテーブル（APRSCP）」との協力の

高い可能性：「持続可能な生産と消費に関するアジア太平洋ラウンドテーブル」は持続可能

な生産と消費に関する域内協力を促進する目的のフォーラム・専門家会合として意図されて

いる。地域における持続可能な生産と消費についての明確な政策的方向付けを呈示するとい

う面ではやや限界があるものの、APRSCP は従来から IGES と密接な関係にあった。 近の

ことであるが、APRSCP の議長は、質が高く統合的で効果的な政策を目指す地域協力のベー

スとして、同組織の活動を再活性化させるための討議に IGES が参加するよう要請してきた。 

 

iv. 我々の予備的検討では、この地域の消費者行動に関する実際のデータは限定的であることが

判明している。食料とエアコンを例としてデータを採集することにより、消費の傾向と原動
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力を浮き彫りにすることができるであろう。かかるデータは IGES にとっても他のステーク

ホルダーにとっても、いくつもの研究や政策設計に価値あるものとなろう。 

 

v. 事例研究により優良慣行（good practices）と適応モデルが抽出されるが、それらは APFED シ

ョーケースのような IGES の既存のネットワークで利用することができる。 

 

vi. 地域レベルの持続可能な生産と消費の成功要因が特定されたならば、IGES はアジア開銀のよ

うな資金援助機関や IGES の既存ネットワークを通じて特定した地元 NGO との協力により、

地域レベルのプロジェクト実施のためのフィージビリティ・スタディを実施することができ

る。 

 
II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

2010 年度 パートナーシップ・コンソーシアムのアレンジ 

消費一般調査に関する設計と国別パートナーとの協同 

調査 

家計消費に関する詳細データ収集のためのツール設計  

協力者とデータ収集の訓練 

家計消費データの収集 

2011 年度 消費データの解析 

政策分析のための解析枠組みの策定 

持続可能な消費のための国別政策と政策手段の概観 

類型化と第 1 次分析 

EU とアジアのツールと概念の比較、EU のツール・手法の発展途上アジアへの適応

性分析 

2012 年度 地域レベルの持続可能活動の発掘と観察 

普及ないしは規模拡大のための特徴のとりまとめ 

政策提言 
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2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 
• IGES の持続可能な消費に関する活動については、持続可能な消費に係わる研究者と協力機関

による学際的なコンソーシアムを設置して、アジアにおける持続可能な消費に関する専門家

間の対話を促進する。IGES の持続可能な消費に関する研究は、共同研究の一部となる可能性

はあるものの独立的に実施するが、上述の目的と類似の目的を持つ他のステークホルダーが

持続可能な消費のコンポーネント（例、住宅、移動性）を展開・検討するようなコンソーシ

アムを想定しており、そうすることによって IGES のコンポーネントと相俟ってアジア地域の

持続可能な消費についてより全体的な姿を描き出すことが可能になる。他の研究機関との協

同提案も検討する。 

 

• 「国際消費者機構 Consumers International （CI）」は消費者団体の国際的連合体として 大の

ものであるが、消費政策と消費者行動の両面において関連している。CI を通じることにより、

IGES は対象諸国の加盟団体と協同することができる。 

 

• 国連環境計画（UNEP）・ヴッパータール研究所の持続可能な消費と生産協力センター（CSCP）

は、政策的、制度的及び個人的な様々なアプローチを提唱して、生産と消費の持続可能なパ

ターンへの転換を積極的に推進している。また、同センターは EU の資金援助による SWITCH 

Asia と称するプログラムのネットワークの母体となっているが、これはアジア太平洋地域に

おける多数の持続的消費と生産のプロジェクトをカバーしている。政策分析と提言に関して、

本コンポーネントのパートナーとなるであろう。 

 

• われわれは欧州委員会が資金援助している「消費者市民ネットワーク・責任ある生活につい

ての教育研究パートナーシップ（PERL）」に関係している。この組織は持続可能性問題、と

くに持続可能な消費問題に関してアジア、欧州及び北米の数百人に上る研究者を結集した世

界的にも数少ないプラットフォームの一つである。PERL の 2009 年～2012 年の研究期間につ

いて、本年で終了するマラケシ・プロセスに基づく持続可能なライフスタイルに関する国際

タスクフォースは、各メンバーに対して PERL に参加するよう呼びかけた。したがって、こ

の組織は、とくにわれわれのチームの中に、あるタスクフォースのコーディネーターを務め

ている者がいることもあり、役に立つパートナーとなるだろう。  

 

• UNEP は持続可能な消費と生産を扱っている他、すでに国連の消費者保護ガイドライン（改

訂版）の持続可能な消費に関する章の実施に関していくつかの調査と 2 冊の報告書（国際消

費者機構との共同作成）を終えている。UNEP のアジア太平洋地域事務所が消費政策分析の

パートナーなるとなるであろう。 
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• われわれは持続可能な消費についての研究をリードしている何人かの研究者とすでに接触が

ある。（例、Sustainability: Science Practice and Policy の編者であり、New Jersey Institute の 

Graduate Program in Environmental Policy Studies のディレクターである Maurie Cohen、持続可

能な消費と生産のためのアジア太平洋地域ラウンドテーブルの中心的設立者の一人であり、 

フィリピンのマニラ市にあるデ・ラ・サール大学の Center for Engineering & Sustainable 

Development Research (CESDR)のリサーチ・サイエンティストである Shun Fung “Anthony” 

CHIU 教授） 

 
(II) 人材の配置 
 

• 研究員 1 名：持続可能な消費政策の枠組みと政策手段、パートナーシップ協同及び啓蒙 

• 研究員 1 名：社会科学、望ましくはアンケート調査の設計とデータ解析の経験者、ガバナン

ス・キャパシティ・グループとの調整可能 

• 食料政策に関する外部専門家 1 名：定期的相談ベース、（コンサルタント又は IGES フェロー） 

• データ収集のための短期間（各 2 ヶ月）の研究補助員若干名：望ましくは対象協力国の大学

生・大学院生 

 
(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 11 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

現時点ではこのコンポーネントに対する特定資金としてはアジア開銀からの資金（2011 年度まで

確保）だけである。日本国環境省のアジア 3R 推進フォーラム関連の研究費予算の一部を本コンポ

ーネントに配分することが期待されている。さらに、PERL ネットワークと持続可能なライフス

タイルに関する国際タスクフォースは 2009 年～2012 年の期間、IGES 職員 1 名が参加するための

費用負担が約束されている。 

第 5 期計画の初年度の一つの活動は追加的資金を獲得するために研究計画書を（おそらく外部の

パートナーと共同で）作成することになるだろう。 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

i. 政策趣意書  
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ii. 時間と資源にも依るが可能性として、食料とエアコンに例を取った学術誌用論文：一つは発

展途上アジアの資源消費に対する拡大する消費者層の影響について、もう一つは発展途上ア

ジアにおける持続可能な消費に対する意識と行動について。 

iii. 少なくとも 1 冊、可能性としては 2 冊の報告書。1 冊はアジアにおける持続可能な消費の概

説と提言、もう 1 冊は発展途上アジアにおける持続可能な消費を可能にするようなインフラ

の転換について。 

iv. アジアにおける資源消費と消費者行動に関する生データ集 

 

2. 影響戦略 

 

(IGES が主要な役割を果たす政策プロセス、ネットワーク、フォーラム等、主要な地域的ないし

は全球的な政治的プロセスとの関連性。IGES の研究がこれらのプロセスにどのようにインプット

されて影響力を発揮できるのか。) 

 

• 研究者及び政策立案者のための協同的資源ネットワーク 

• 3 年間、毎年 1 回の持続可能な消費研究者＝政策立案者会合（ISAP との同時開催を想定）、

さらに実務者や協力パートナーとのセミナー及びワークショップ 

• IGES の積極的参画を求める要請に応えて APRSCP との緊密な連携 

• 持続可能な消費と生産への転換を図る地域レベルの取り組みを支援するプログラムの枠組み

づくりを行っているマラケシ・プロセスへの参加により、IGES の研究成果がインプットとし

て活用される可能性 

• 出版物の共著者あるいは後援者としての主要な地域的組織（UNEP, ADB, ESCAP 等）との連

携。これにより出版物の流通と活用が確実になる。 

• 調査及び実地研究に参加する諸国の食料消費についての国家的政策プロセス 

 

持続可能な消費と生産に関するマラケシ・プロセス（消費者行動に影響を及ぼすための分野別政

策と支援策の枠組み策定に貢献） 
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タイトル: (2) 持続可能な製品と物質循環のための化学物質管理 

 
I. 研究の概要 
 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 
 

発展途上アジアにおける消費財市場は急速に拡大している。製品の量も種類も増大しており、多

くの製品中の化学的組成はますます複雑化している。しかしながら、製品中に使用され又は製品

に添加される化学物質の大半について、その環境及び健康に対する潜在的影響に関する知見は現

在のところ十分でない。先進国ではこうした問題に対する意識が高まっており、政策立案者は潜

在的に有害な物質と用途の特定と規制を図る仕組みを整備しているところである。欧州の REACH

規制はこうした政策措置の一例である。それと対照的に発展途上アジア諸国では化学品管理、と

くに製品中の化学物質に関する規制の枠組みがきわめて乏しい。どんな物質がどんな用途にどれ

だけ使用されているかという も基本的なデータさえも整備されていないのが通常である。  

 

製品中の有害化学物質の悪影響は、生産、使用、使用後の処理を含む製品ライフサイクルの各段

階で発生し得る。これらの段階のうち、川上段階では労働安全や消費者保護に関する法規やガイ

ドラインによって一定の規制が行われているのが通常である。しかしながら、消費者の手を経た

後の再使用、再生利用及び廃棄物処理に伴う危険性については、通常、低い注意しか払われてい

ない。本コンポーネントでは、アジア地域の持続可能な資源利用を実現することを目指して、製

品中の化学物質と情報システムを中心に適正な化学物質管理と効果的な資源管理についての統合

的政策を追求する。より具体的には、本コンポーネントは製品中の化学物質の管理システムを概

念化し、使用済み製品についての情報システムを開発する。研究の成果物は国際的又は地域的な

化学物質関連政策プロセスに活用される。 

 

製品中の化学物質 
 

水銀と水銀化合物は多くの文献によって確認されているとおり、人体と環境に有害な影響を与え

る毒物として知られている。他方、水銀は有用な物性も多く有しており、数多くの商品や工業プ

ロセスで利用されている。水銀は製品中に使用された場合に問題を引き起こし得る化学物質の一

例である。生産設備からの排出とは対照的に、使用段階・廃棄物処理段階での排出は分散的であ

り、規制が困難である。UNEP は製品中に含まれ、あるいは生産プロセスに利用される水銀につ

いて、それがもたらす人体及び環境へのリスクを軽減するべく、水銀プログラムを制定した。UNEP

のこの水銀プログラムの結果、水銀に関する法的拘束力を持つ国際協定のための交渉が決定して

いる。水銀を対象とするこの協定と現行の自主的取り組みはアジア太平洋地域にとって意味する

ところが大きい。アジア太平洋地域の環境中への水銀放出量は世界の他のどの地域よりも多く、

しかもその排出量は引き続き上昇する可能性がある。23 またアジア太平洋地域は電池や蛍光灯な

                                                        
23 UNEP 文書(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/12 “Issues to be addressed by Asia-Pacific countries on global mercury 

management” http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/documents/w23_12)/English/OEWG_%202_INF12.doc  
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どの生産で水銀の需要量が大きい。 

 

ライフサイクルの観点から製品中の化学物質を管理するには、規制（例：化学物質管理法、PRTR

制度、REACH（欧州の化学物質登録・評価・認可・制限に関する規則）、RoHS（欧州有害物質規

制指令）等）、代替推進の製品政策 （例：CPP（化学製品政策）、IPP（統合的製品政策）、環境配

慮設計（DfE）、拡張生産者責任（EPR）・化学製品管理（Product Stewardship）、情報（例：リスク・

ハザード情報、GHS（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）、グリーン調達、リサ

イクル情報など）、キャパシティ・ディベロップメントと知識移転など複数のアプローチが存在す

る。 

 

使用済み製品についての情報システム 

 

リサイクル・チェーンにおいては、使用済み製品はその有害性についての適切な配慮がなされる

ことなく、部材の市場価値に基づいて取り扱われることが多い。こうした扱いを改善するには、

製品含有物に関する適正な情報が整備されていることが必要な前提条件となる。しかし情報整備

それ自体だけでは小規模な改善しか期待できない。追加的措置が必要とされている。まず、こう

した製品情報を事態改善のために活用するのは適正な（正規の）リサイクル業者だけにとどまる

と推定されるため、使用済み製品はすべてこうした正規の企業によってのみ取り扱われることを

担保しなくてはならない。したがって、日本の電子機器に係る拡張生産者責任システムに存在す

る抜け道を封じて、非正規の回収業者・取引業者が行っている使用済み製品の輸出を阻止するた

めの努力を強化する必要がある。しかし、正規のリサイクリング業者が充実化した製品情報をリ

スクの軽減とリサイクリング効率の向上という有益な目的のために完全に利用すると仮定するこ

ともできない。かれらの事業における製品情報のニーズを刺激し、事態改善のためにかかる情報

を利用するための誘導策を強化する必要があるのではないだろうか。 

 

2. 目的 

 

本研究の主要テーマはライフサイクル全般を通した有害物質と製品の安全管理である。より具体

的には、ライフサイクルの観点から化学製品を眺め、化学物質の安全管理と持続可能な資源循環

の接点に対してとくに関心を払う。本研究の具体的目的は次のとおりである。 

 

(i) 製品中の化学物質の安全な取り扱いのための管理システムと政策の改善策を提案すること 

(ii) 適正なリサイクルと廃棄物処理を通じた使用済み製品のためのより優れた情報システムを検

討すること  

(iii) 有害化学物質の適正管理と一体化した持続可能な資源循環のための地域協力を促進すること 
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3. 主なコンポーネント 

 

3.1 アジア太平洋地域における製品中の化学物質の管理（製品中の化学物質） 

3.2 使用済み段階で有害材料の適正管理と資源の有効利用のための情報システム 

（使用済み製品情報システム） 

3.3 アジアの安全な生産消費と持続的資源利用のための有害材料管理に係る地域協力 

（地域的政策プロセス） 

 
4. 研究のための質問 

 

4.1 製品中の化学物質 

 

a. 途上国における製品中の化学物質 

製品中の化学物質をそのライフサイクル全般について安全に管理するためのどんなキャパ

シティを途上国は有しているか？このキャパシティを強化する 善の方策は何か、そのよ

うなキャパシティ・ディベロップメントの必須コンポーネントは何か？ 
 

b. リサイクル材料の汚染 

リサイクル材料中の有害化学物質による汚染を効果的に防止する方法は何か？ 
 

c. 事例研究：水銀 

どんな製品が水銀を含有しているのか、そしてアジア太平洋地域諸国において、消費者以

降の段階ではどのように処理されているのか？  

これら製品の内、規制の優先順位の高いものは何か？ も効果的と考えられる政策介入は

何か？ 

アジア太平洋地域において、製品中の水銀の安全処分と製品代替を推進することによって

水銀によるリスクを緩和するための必要事項は何か？ 

 

4.2 使用済み製品情報システム 

 

製品含有物に関する情報不足からリサイクリング・チェーンにおいてどのような非効率（汚

染、健康リスク、不要なコスト、できるはずのリサイクルの未達など）が生じるのか？  

 

安全で効率的な資源回収を達成するために、正規のリサイクリング・チェーンの各段階の主

体はどのような情報（例：有害含有物に関する情報、有価値成分、あるいは両方）を必要と

しているのか？ 

 

使用済み段階の製品含有物に関する情報を提供する上でのツールやシステムはどのようなも

のが適しているのか？生産段階の情報システムは、どのようにしたら使用済み段階に拡大で
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きるか？ 

 

情報システムの充実と並んで、リサイクリング業界がかかる情報を活用し使用済み複合製品

の処理を向上させるためには、有害性と資源価値の観点からどのような政策措置が必要とさ

れるか？使用済み製品が日本の拡張生産者責任システムから輸出という形で脱落しているの

を防止するのはどうしたらよいか？ 

 

部品や材料中の化学物質に関する関連情報を国際的に利用可能とすることができるか？それ

はどのような便益を生むか？  

 

地域的政策プロセス 

 

アジア太平洋地域で製品ライフサイクル全般について化学物質の安全取り扱いを推進するこ

とにより、効率的資源利用を増進させるためにはどのような政策協調が必要か？アジアにお

ける調和的な有害物質管理を創設する上での障碍は何か、そしてその克服の方策はなにか？ 

 

5. 方法 

 

(i) 製品中の化学物質  

 

本研究は製品中の化学物質がもたらす危険とかかる危険の管理を向上するための適切な政

策的アプローチに焦点を当てる。とくに、発展途上国がこれらの問題にどのように対処で

きるかを検討し、どうしたらアジア太平洋地域において製品中の化学物質の管理向上が達

成できるかを概説するよう努める。 

 

そのためにまず、本コンポーネントではアジア太平洋地域における水銀含有製品について

事例研究を行う。優先すべき製品を特定するため、製品中の水銀の排出を製品のライフサ

イクル全般について評価する。また、関連法規、代替・処理技術及び回収システムについ

て検討する。この検討の目的は、相当量の排出の可能性があるのに現状では規制が不十分

な製品を特定することにある。対象国としては、日本、中国、韓国、タイ（フィリピン又

はベトナムの可能性も）及びラオス（又はカンボジア）が考えられる。 

 

次に本研究ではアジア太平洋地域の製品中の水銀を廃絶・削減を目指すシナリオを策定す

るため、以下の事項を検討する、すなわち、1) 人為的大気放出の削減、2)廃棄物中の水銀

の安全な処分、 3) 製品及び工業プロセスでの水銀需要の削減、4)一次生産量減産を含めた

水銀供給の削減、5) 安全な長期保管、 6) 汚染地点の修復、及び 7) 知見の向上である。 

 

また、本研究では途上国におけるより一般的な製品中の化学物質、たとえば POPs（残留性
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有機汚染物質）、ODS（オゾン層破壊物質）、RoHS 対象物質及び石綿などの物質の管理シス

テムと管理政策も検討する。キャパシティ・ディベロップメントのニーズと優先順位は、

政府職員、NGO、国際機関職員、学者その他有識者とのヒアリング及びワークショップ を

通じて特定する。 

 

後に、リサイクル材料による汚染という潜在的問題とその発生防止策を検討する。文献

調査とデスクワークにより検討し、必要に応じてヒアリングを行う。この部分の作業の詳

細は後日確定させる。 

 

(ii) 使用済み製品情報システム 

 

有害化学物質と有価値の金属の両方を含有している複合製品に焦点を当て、本研究では製

品含有物についての情報の入手可能性の向上によって、使用済み製品の安全な取り扱いと

リサイクリングの効率がいかに担保されるかを検討する。仮説として立てたのは、含有材

料についての情報の入手可能性の増大は、リサイクルと廃棄物処理作業が 1) より安全にな

り、2)より効率的になり、そして 3) 正規のリサイクル活動の中でリサイクル材料の汚染度

が低下するという仮説である。さらに、情報の入手可能性向上に併せて政策措置を講じる

ならば、海外での危険なリサイクリングの目的で、非正規の回収業者や取引業者が使用済

み製品を国外に流出させることを撲滅するのが可能となるであろう。 

 

 本研究ではまず、文献調査とヒアリングによって、リサイクリング・チェーンですでに存

在する情報システム（例：廃棄物管理票（マニフェスト）の限界と潜在的利点、表示、廃

棄物データシート）について検討する。そして製品含有物についての情報の欠如に起因す

る使用済み製品の取引についての非能率やシステム的欠陥を特定する。その後、情報欠如

に基づく市場の非効率を経済学理論がどのように解決しようとしているか（例：情報の非

対称性）を検討する。そして 2、3 の事例（例：パソコン）を用いて、既存の情報システム

との調和の可能性及び生産・消費段階の情報システムを使用済み段階にまで拡大すること

の可能性に配慮しつつ、共有情報の内容と形式を吟味する。さらに、非正規の主体による

使用済み製品の処理の結果として環境問題や重大な健康被害が起きることを防止するため、

本研究では製品含有物についての情報入手性の向上に併せて高じられるべき政策措置

（例：有害性と資源価値に基づく使用済み複合製品の分類に係る明確な規準化）を提言す

る。この分析においては、数回のワークショップを開催して監視システムと経済的動因の

効果を議論する予定である。 

 

(iii) 地域的政策プロセス 

 

アジア太平洋地域における資源効率と化学物質の適正管理の両立を目指すには、途上国が

化学物質の適正管理に係るキャパシティを向上することが必要である。本研究では、途上
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国のキャパシティ・ディベロップメントと知識移転に焦点を当てる。持続可能な消費と生

産プログラムは、アジア太平洋地域における化学物質の適正管理に係る経験の移転を円滑

化することで政策展開に貢献するだろう。同時に、製品中の化学物質に関するステアリン

グ・コミッティーの一員として活動することにより、持続可能な消費と生産プログラムは

以下の事項に重点を置いた、製品のライフサイクル全般にわたる化学物質の安全な取り扱

いを推進することになろう。a) アジア太平洋地域の途上国、及び b) 使用済み段階でのハザ

ードとリスク 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

IGESの廃棄物管理・資源プロジェクトは第4期計画の中で、リサイクル情報共有システム（RISS）

研究プロジェクト、日中韓環境大臣会合（TEMM）の化学物質管理ワークショップ、国際的化学

物質管理に関する戦略的アプローチ（SAICM）会合への参画、リサイクリング・プロセスのリス

クを含む製品中の化学物質、及びプリント基板に関する報告書など、本コンポーネントに関係す

るいくつかの活動を実施してきた。 

 
本提案のコンポーネントは様々な方法により価値を創出すると予想される。 

 

(i) 製品中の化学物質のステアリング・コミッティーの一員として、本研究は政策立案者によ

り有意義な情報を提供すると期待される。 

 

(ii) 製品含有物に関する情報の入手可能性向上を通じ、本研究によって使用済み複合製品の正

規リサイクリング・フローにおいて、潜在的有害性と資源価値の両面の観点に基づいた処

理が行われるようになると期待される。 

 

(iii) 上記 2 コンポーネントからの研究成果物は SAICM、製品中化学物質に関するステアリン

グ・コミッティー及び ICCM3 を含む化学物質関連の地域的及び国際的な政策プロセスに貢

献するであろう。 
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II. 人材、財源の配置 

 

(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

 

サブコンポーネント 

活動内容 

2010 年度 2011 年度 2012 年度 

- 製品中の化学物質 • 製品中の水銀の生産

と使用パターンの現

状を把握するための

文献調査 

• 製品中の化学物質の

安全管理に係る各国

のキャパシティにつ

いての第 1 次作業 

• 製品中の水銀の廃

絶・削減可能性につ

いてのシナリオ策定

• プラスチック、ガラ

ス、コンクリート及

び金属のより安全な

資源循環に必要なツ

ールの特定 

• 発展途上アジアにおけ

る製品中の化学物質の

安全管理に向けた政策

提言 

- 使用済み製品の 

情報システム 

• 使用済み段階の既存

情報システムの評価 

• 追加的製品上の便益

と価値の推定 

• 使用済み段階情報の

入手可能性向上策の

提案 

• 情報入手性向上に併

せた所要の政策措置

の事前評価 

• 使用済み複合製品の国

境を越える移動を管理

するための地域的政策

協調の可能性分析 

- 地域的政策 

プロセス 

• SAICM 及び製品中化

学物質委員会 

• SAICM 及び製品中化

学物質委員会 

• 研究成果物の TEMM

プロセスへの貢献  

• SAICM 及び製品中化

学物質委員会 

• アジアにおける資源効

率と化学物質の適正管

理の両立のための政策

に関する地域的協力 

• （ICCM3 にて製品中化

学物質の安全管理に関

する地域協力について

のサイドイベント） 
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2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 
• 本研究は主として IGES フェローを含む IGES の持続可能な消費と生産スタッフが実施する。  

• 対象国のデータ収集について若干名の地元コンサルタントの起用が必要となるかも知れない。 

• 一部の活動は UNEP 化学部門及び UNEP /IETC との協同で行われる可能性がある。 

• AIT、その他地元研究所またはその他地元大学との研究協力が予想されている。  

• また、日本国環境省の科学研究推進費による研究プロジェクト（使用済み製品の情報システ

ム）の一環として、東北大学、関東学院大学及び国立環境研究所と協力する予定である。  

 

(II) 人材の配置  

 
• 常勤スタッフ 2 名必要 

• 化学物質管理と関連政策に関する広範な知見が必要とされる。加えてリスクアセスメント、

リスクコミュニケーション及び国際環境法に関する知識があれば有用である。 

 

(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 14 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

• SAICM 関連の活動はいくつかの研究活動及び SAICM セミナー事務局業務に応募予定。 

• RISS プロジェクトは 2010 年度までは日本国環境省の科学研究推進費により実施予定 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

1.1 政策趣意書 1 冊、ワークショップ、セミナー、学会での発表 

1.2 政策報告書 1 冊、「使用済み製品の情報システム」に関するプロジェクト 終報告書 1 冊、

査読を経た学術論文 1 通 

1.3 化学物質管理と資源活用のための地域的政策統合に関する政策報告書 1 冊 

2. 影響戦略 

 

• SAICMは製品中の化学物質に関するステアリング・コミッティーを発足させたが（事務局は
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UNEP）、そこにはIGESスタッフ（Magnus Bengtsson）がアジア太平洋地域を代表する専門家

として加わっている。この委員会は製品中の化学物質についての情報ニーズを検討し、情報

管理システムを分析することとなっている。その作業は2012年のICCM3に報告される予定で

ある。 

 

• 有害材料管理の調和化のための地域的政策強調に関する統合的研究は、日中韓環境大臣会合

やアジア3R推進フォーラムなど、いくつかの政策プロセスでテーマとして取り上げることが

可能である。 
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タイトル: (3) アジアにおける持続可能な資源循環のためのガバナンス 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

21 世紀の世界経済は依然として資源消費の増大を見ている。このことは資源の不足・枯渇という

全球的課題のみならず、製品のライフサイクル全般を通じた環境影響によって環境の負担能力の

減衰という結果をもたらす可能性がある。過剰消費がもたらす環境問題への認識は途上国の中で

も生まれ始めている一方、急速な都市化と工業発展による途上国の資源需要は引き続き増大の一

途を辿っている。アジア太平洋地域は世界の経済発展の推進力の一つとして発展を遂げているこ

とから、資源と環境の課題は同地域にとって引き続ききわめて重要な問題なのである。 

 

同地域で持続可能な消費と生産を実現するには、各国が産業活動における資源生産性を向上させ、

経済発展と資源消費を切り離すことに加えて、経済発展と環境保全の両立を可能とする安定的な

資源循環システムを構築することが必要である。持続可能な資源循環をアジアで確立するための

主な課題には次が含まれる、すなわち、資源利用効率の劇的な引き上げ、安全な利用・リサイク

リング・廃棄物処理のための適正なシステムとインフラの整備、途上国の非正規部門による不適

正処理とリサイクリングがもたらす環境影響と健康被害の根絶、二次的材料・中古製品の管理さ

れた有益な国際貿易体制の確立である。これらの課題に対処するためには国及び地方政府レベル

でのガバナンス構造の強化が求められる。また、法的拘束力のある国際協定や情報交換、キャパ

シティ・ディベロップメント、技術移転など、様々な形の国際協力が必要とされている。 

 

2000 年代当初以来、政策立案者、国際機関、研究者及び NGO はいくつかの政策対話及び専門家

会合の機会に、国別及びアジアという地域レベルでの持続可能な資源循環システム構築の必要性

を議論してきた。こうした対話を通じ、安定的で経済効率があり環境面でも健全な資源循環を実

現するには、先進工業国と発展途上国の間の国際協力が必要であるとの認識が広まっている。 

 

一つの政策プロセスとして、3R 分野での国際協力を推進するための 3R イニシアチブが 2005 年に

立ち上げられた。また、持続可能な資源循環政策を実施するための国際協力の地域的な仕組みと

してアジア 3R 推進フォーラムが設立されている。このフォーラムでは地域経済のための政策提案

を目指した国際的共同研究が現在進められている。国別 3R 戦略策定のような 3R に関する国際協

同作業はアジアの発展途上国が資源循環に配慮した廃棄物管理・リサイクル政策を策定すること

に貢献している。IGES は日本政府並びに UNCRD、UNEP、アジア開銀といった国際機関との緊

密な協力のもと、これらのプロセスに参画している。 
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しかしながら、現状では国の 3R 戦略で打ち出された理念と政策実施の現実との間には大きなギャ

ップが存在する。発展途上アジアにおいて立法化された政策の実施を円滑化するには、3R と廃棄

物処理政策の環境的、経済的、社会的インパクト及び国の社会的・経済的発展に結びつく便益を

評価し、政策実施に困難を感じている諸国に対して有効な政策実施のための知見と経験を適切に

移転することが必要である。 

 

本コンポーネントはこうした 3R の戦略的推進における国際協力の促進と本地域における持続可

能な資源循環の構築というニーズに応えるべく、定性的手法と定量的手法を組み合わせて政策に

有用な研究を行おうとするものである。 

 

本コンポーネントに先立ち、IGES では UNCRD 及び UNEP との協同により、国別 3R 戦略策定か

ら一歩進めた 3R の戦略的推進に向けたいくつかの課題と優先順位をすでにとりまとめた。24 ま

た IGES は「アジアにおける拡張生産者責任」に関する研究において、政策とそれを実効性のあ

るものとするための制度的、財政的及びインフラ面での実際の所要条件の間にはしばしば乖離が

みられることを指摘した。 

 

RISPOII プロジェクト（2005 年度～2007 年度）では、IGES は地域的経済統合が環境及び経済に

与えるインパクトに焦点を当て、当地域の将来的経済統合という文脈の中で、廃電子機器や使用

済み自動車といった管理困難な使用済み製品の管理改善に関して国際的共同研究を実施した。

RISPOII ではベトナム、中国、タイ並びに ASEAN＋3 を中心に、地域レベル及び国レベルの定性

的な政策分析を行った。RISPOII プロジェクトでは地域的なリサイクリングの仕組みに係る正確

オプションと、国レベルでの資源循環と廃棄物管理を改善するためのいくつかの対応策の可能性

が特定された。しかしながら、期待された定量的経済モデルと定性的な政策分析の協同は、マク

ロレベルにおける金属リサイクルの環境影響の可能性分析というだけに終わってしまった。この

ため、以下に提案する三つのサブコンポーネントにより、またコンポーネント 1「持続可能な廃

棄物管理と複合効果」との緊密な連携の下、本研究では、アジアの資源循環について国ごとの専

門家によって生み出されるサブコンポーネント 1 のより具体的な知見と、資源循環及び廃棄物管

理政策の定性的統合によって生み出されるサブコンポーネント 2 及び 3 のより理論的な知見との

間の相互コミュニケーションを促進することにより、持続可能な循環についての政策に有用な提

言をとりまとめようとするものである。 

 

この線に沿って、本コンポーネントは 2 種類の研究資金を手当て済みである。すなわち、日本国

環境省の委託による 3 年間の事業「アジア資源循環研究事業」及び「環境経済に関する政策研究

事業」である。研究資金の面から別の表現をするならば、アジア資源循環研究事業は定性的解析

をカバーし、環境経済に関する政策研究事業は定量的分析部分をカバーする。定性的解析と定量

                                                        
24 近刊予定の IGES, UNCRD and UNEP による報告書 “Towards Strategic Promotion of the 3Rs in Developing Asia - A 

progress report of National 3R Strategy Making in Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and 
Viet Nam-“を参照のこと。 
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的分析の間の緊密な連携を担保するため、これら研究資金による合同ワークショップを複数回開

催する。 

 

2. 目的 

 

(i) 発展途上アジア諸国の持続可能な消費と生産のための資源循環と廃棄物管理政策の体系的な

実施を推進すること 

 

(ii) 資源循環と廃棄物管理政策に係る国別の具体的な専門家と国際的共同研究により創出される

理論的知見との間の交流を促進して、アジアにおける持続可能な資源循環に関するガバナン

スを強化するための政策に有用な提言をとりまとめること 

 
3. 主なコンポーネント 

 

(i) 発展途上アジアにおける資源循環と廃棄物管理政策の実施のためのガバナンス向上（本コン

ポーネントへの努力配分率：30%） 

 

アジアにおける 3R 政策実施のためのガバナンス向上（制度、財源、インフラ、人的資源の

より良いコーディネーション）に関する国際共同研究を行って、国家 3R 戦略を実際の 3R 政

策実施に移行させることに貢献するとともに、使用後の技術的処理よりも域内他国のために

分別排出、回収の仕組みの効率化及びインフラ構築を可能にするような体制づくりの重要性

に関する政策的に有用な教訓を蓄積するための国別の具体的な検討を行う。また、このサブ

コンポーネントでは、サブコンポーネント 2 と 3 の分析の微調整のための具体的助言・ニー

ズ・解釈を提供する IGES 内外の専門家を結集した資源循環政策に係る専門家集団を結成す

ることを目指す。 

 

(ii) 異なる国別資源循環と廃棄物管理シナリオの社会的・経済的・環境的インパクトとトレード

オフの評価（本コンポーネントへの努力配分率：45％）  

 

屑鉄、同スクラップ、廃プラスチック、希少金属類、又は廃電子機器などのいくつかの材料

のフローを資源価値、潜在的有害性、又は量で類型化して特定することにより、本コンポー

ネントでは、資源循環と廃棄物管理についての異なる政策シナリオ（政策の組み合わせ）を

策定し、アジア 3R 推進フォーラム参加国の中から選定したいくつかの諸国におけるその社

会的・経済的・環境的インパクトとトレードオフを評価する。社会的・経済的・環境的イン

パクトとトレードオフを評価するため、国単位の資源循環と廃棄物管理政策を評価するツー

ルを開発する。 
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(iii) アジアにおける国際的資源循環の意味合い（本コンポーネントへの努力配分率：25％） 

 

このサブコンポーネントでは、廃電子機器のような複合型の使用済み製品を中心に、資源安

全保障や非正規リサイクリングに伴う外部性の問題にも注意しつつ、資源制約並びに様々な

資源フローとストックのシナリオの中での需給関係の下で、国際資源循環に関して考えられ

る政策オプションについて考察する。それにより、本サブコンポーネントでは、現在不適正

なリサイクリング活動又は処理に流れている材料のフローを、先進国と途上国の間の資源循

環という文脈において、別ルートに向かわせるための誘導策の可能性を特定することを試み

る。 

 
4. 研究のための質問 

 

(i) 発展途上アジアにおける資源循環と廃棄物管理政策の実施のためのガバナンス向上 

 

発展途上アジアから選定した諸国の産業構造・経済構造を考慮した場合、廃棄物管理と資源

循環に伴う課題を、保健衛生だけではなく持続可能な発展というより大きな文脈に結びつけ

ることができるのだろうか？持続可能な消費と生産を実現するため、資源循環と廃棄物管理

政策の戦略的実践に必要な制度、財源、インフラ及び人的資源をより好ましいコーディネー

ションを推進するにはどのようにしたら良いか？ 

 

(ii) 異なる国別資源循環と廃棄物管理シナリオの社会的・経済的・環境的インパクトとトレード

オフの評価 

 

発展途上アジアが持続可能な資源循環とより適正な廃棄物管理を達成するためにはどのよう

な 3R 政策が効果的か？材料のフローごとに異なる統合的資源循環・廃棄物管理政策に関し

て、その社会的・経済的・環境的インパクトとトレードオフは同様に評価されるか？  発展

途上アジア諸国では持続可能な消費と生産及び廃棄物管理に関する信頼性と一貫性のあるデ

ータが欠けていることに鑑み、資源循環政策の社会的・経済的・環境的インパクトはどのよ

うな方法・指標によれば適切に評価できるのか？ 

 

(iii) アジアにおける国際的資源循環の意味合い 

 

様々な資源制約と供給のシナリオにあって、国際資源循環の利点と欠点は何か？どのような

政策ミックスがより持続的な国際資源循環を可能にするか？ 
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5. 方法 

 

(i) 発展途上アジアにおける資源循環と廃棄物管理政策の実施のためのガバナンス向上 

 

分別排出、環境的に適正な収集と処理（リサイクリングを含む）を促進するのに必要な政策

の方向付けと制度・インフラを一致させることに焦点を当て、本コンポーネントは様々な政

策ツールと、国レベルでの資源循環政策のより効果的な実施のためのインフラ、財源的仕組

み、人的資源の要請及び技術移転のコーディネーションの改善について調査する。 

 

アジアの 4～5 の研究所（中国科学アカデミーChinese Academy of Science、フィリンピンの 

Della Salle University、マレーシアの Malaya University、Hanoi Institute of Technology、AIT、 

Taiwan University）の協力により、適切な政策の方向付けを行う上での課題、効果的な政策ツ

ール及び制度的条件の改善を中心に政策分析を行う。 

 

IGES が全体的枠組みを提供するものとするが、各協力研究機関はワーキング・グループと協

議しつつ独自に研究計画を策定する見込みである。このワーキング・グループはアジアの資

源循環政策に通じた IGES 内外の専門家で構成し、アジアにおける資源循環のガバナンス問

題を検討する。各強力研究機関は中国であれば循環経済法、マレーシアの場合は 2007 年

SWMPC 法あるいは国家 3R 戦略といった現行又は計画中のそれぞれの 3R 政策に規定された

目的・目標を取り上げる。その上で、これらの目標を達成するための制度づくりや様々な政

策ツールのコーディネーションの強化に関した問題を検討する。 

 

本研究では強力研究機関の実施する調査はライフサイクルの観点並びに 3R 関連法制と実際

の慣行及びインフラとの間のギャップを埋めるための政策に重点を置く。本研究の国別協力

研究機関からの提案を考慮することにより、協力研究機関による 調査はアジア 3R 推進フォ

ーラムが特定した以下のようなものを含む政策ニーズに応えるものとなるであろう、すなわ

ち、「3R 政策のメインストリーミング（主流化）」「資金の投入」「人材の育成」「、3R

の相乗便益の理解の促進」「効果的な政策メカニズムの発展・実施」「有害廃棄物の回収と

安全な処理のための能力育成」「インフォーマルセクターを支援する組織的枠組みの展開」

あるいは「技術の移転」である。 この結果はアジア 3R 推進フォーラムの年次会合に合わせ

て政策報告書の形で刊行する予定である。共同研究調整と進捗状況のモニタリングはアジア

3R 推進フォーラムの年次会合の機会及び年間 1 回開催する追加的ワークショップの機会に

行う。したがって、ワーキング・グループは都合年 2 回会合することになる。 
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(ii) 異なる国別資源循環と廃棄物管理シナリオの社会的・経済的・環境的インパクトとトレード

オフの評価 

 

本研究ではまず、屑鉄、同スクラップ、廃プラスチック、希少金属類、又は廃電子機器など

のいくつかの材料のフローを資源価値、潜在的有害性、又は量で類型化して特定する。次い

で、資源循環と廃棄物管理に関する異なる政策シナリオ（個別の政策ツールよりもむしろ政

策の方向性）を策定する。異なる技術的アプローチと使用後の処理及びその社会的・経済的・

環境的インパクトとの関係性を明らかにすることにより、アジア3R推進フォーラム参加国の

内から選定したいくつかの国々の異なる政策シナリオの優位点とトレードオフを浮き彫りに

することを試みる。この目的のため、このコンポーネントでは社会・経済・環境という三つ

の視点から、これら相互のトレードオフ関係を認識しつつ、資源循環を評価するための、物

質フロー会計（MFA）と環境経済学を組み合わせた指標作成の可能性を検討する。アジア3R

推進フォーラム参加国の物質フローに関する統計データが不十分であることに配慮し、本研

究では資源生産性、資源循環率、環境影響及び雇用などの社会的インパクトについて推定を

行うこととする。全球的及び国レベルでの資源利用が与える環境的・経済的・社会的インパ

クトを評価したオーストリアのIFFによる研究、及び廃棄物管理のアプローチと社会・環境的

インパクトを国と地方レベルでリンクさせた台湾大学のモデル研究など、関連する先行調査

も検討する。この研究は選定したアジア各国のパートナー研究機関との協力により、定性的

アプローチないしは定量的アプローチを組み合わせて、これらの指標の推定を試みる。 

 

(iii) アジアにおける国際的資源循環の意味合い 

 

IGES の経済分析チーム及び東京大学と関西大学の資源経済学研究者との共同研究により、こ

のコンポーネントでは資源市場の定量的経済分析と物質フロー会計を組み合わせて、アジア

経済における資源制約・供給について想定されるシナリオを検討する。サブコンポーネント

2 で特定されたものと同じ又は選定したフローを用いて、国際的資源循環と国内政策につい

ての様々な政策オプションを特定する。また、IGES の経済分析チームと東京大学の資源経済

学研究者は、資源制約と資源価格変動の問題を統合してモデル化することを試みる。それに

より、本サブコンポーネントでは、資源価格の変動が物質フローにどのように影響し、また

本地域でリサイクリング活動を安定化させるために政策介入するとした場合、再生可能材の

ライフサイクルのどの時点で介入すべきかを特定することを試みる。さらに、パソコン（新

品、中古品、廃棄品）を事例として、国際的資源循の影響要因の分析と様々な政策オプショ

ンのシミュレーションのための理論的モデル（たとえば静的比較分析）を作成する。この理

論的モデルを用いて、廃電子機器の貿易禁止、電子製品の中古利用用貿易の禁止あるいは廃

電子機器に対する税率・関税率の引き上げといったオプションを、資源価格をいろいろ変動

させてシミュレートする。その解析結果を用いて、かかるシナリオに対応したアジアにおけ

る国際的資源循環のために取り得る政策オプション・パッケージを策定する。本コンポーネ

ントの進捗内容は国際的資源循環の専門家グループと共有し、アジア 3R 推進フォーラムに
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対する科学的助言を提出する目的で持続可能な資源循環のための政策分析と提言づくりの用

に供する。 

 
6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

• このコンポーネントは、3R 関連プロセスへの継続的な政策研究インプットを期待している

日本国環境省の意向も受けて、IGES 第 4 期計画の廃棄物管理・資源プロジェクトのコア

政策研究から発展したものである。 

 

• 3R イニシアチブ及びアジア 3R 推進フォーラムへの関与： 2005 年以来、IGES は 3R 推進

の G8 関連国際的プロセスである 3R イニシアチブに関与してきた。また IGES は 3R の戦

略的実践のための地域的協力の仕組みであるアジア 3R 推進フォーラムの企画調整を担当

している。情報収集の面においても普及活動の面においても、IGES は 3R イニシアチブと

アジア 3R 推進フォーラムへの関与を通じて確立したネットワークを活用することができ

る。 

 

• RISPOII （2005 年～2007 年）： RISPOII プロジェクトにおいて IGES はアジアの将来的経

済統合に関連した戦略的環境アセスメントと政策パッケージの策定に関する国際的共同

研究を実施した。RISPOII 研究のあるコンポーネントは、国際的資源循環問題を取り扱っ

た。今回の研究では RISPOII から発展した経験とネットワークを活用して、環境経済学的

アプローチとの協同をより強めて国際資源循環に係る政策研究をさらに展開する。 

 

全体的事項 

 

本研究は、アジアの発展途上国の間で、廃棄物問題が健全な経済発展にとって大きな負担である

という意識を高めることによって、国レベルの資源循環政策がより明解な優先順位と総合性をも

って実践されることを推進するというポジティブな効果を生むと期待される。 

 

(ii) 発展途上アジアにおける3R実践のガバナンス向上 

 

本研究は資源循環政策の実践が国家の資源戦略の一側面であり、また衛生面のみならず経済

的・社会的便益をもたらすものであるという理解を増進するものと期待される。 

 

(iii) 異なる国別資源循環と廃棄物管理シナリオの社会的・経済的・環境的インパクトとトレード

オフの評価 

 

資源循環政策のポジティブな社会的・経済的・環境的インパクトを特定することにより、本

研究はアジアの資源循環の全体的政策優先順位を高めるものと期待される。  
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(iv) アジアにおける国際的資源循環の意味合い 

 

これまで資源制約に関して資源循環の十分な経済モデルが策定されていないことから、本研

究は資源制約と価格、3R政策と廃棄物管理の有効性の関係について新たな光を当てるものと

期待される。それにより、国際資源循環に関する政策対話がより豊富な情報に基づいたもの

となることに貢献すると期待される。  

 
II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 
 発展途上アジアにおける 3R

実践のガバナンス向上 
異なる国別資源循環と廃棄物管

理シナリオの社会的・経済的・

環境的インパクトとトレードオ

フの評価 

アジアにおける国際的資源循環の

意味合い 

2010年4月
～2011 年 3
月 

国別具体的事例研究の焦点の

決定 
 
アジア 3R 推進フォーラムに

て国際的共同研究立ち上げの

報告 
 
拡張生産者責任や循環経済政

策を展開し始めた国々での 3R
関連政策の実践上の課題と現

実の状況とのギャップの分析 

屑鉄、同スクラップ、廃プラス

チック、希少金属類、又は廃電

子機器などのいくつかの材料の

フローを資源価値、潜在的有害

性、又は量で類型化して特定 
 
分析に用いる廃棄物の排出抑

制、再利用、再生利用、処理に

関する政策対応のミックスの特

定 
 
指標策定の方法論の検討 
 
アジア 3R 推進フォーラム参加

国における資源循環に関する主

要な社会的・環境的・経済的課

題の要約 

資源制約シナリオを反映する経済

モデルの検討開始 
 
物質フローのストック・モデルの

プロトタイプ開発 
 
電子製品の新品、中古品、廃製品

の物質フローの推定 

2011年 4月
～2012 年 3
月 

分別排出、収集及び処理の仕

組み作りのためのステークホ

ルダー連携に注目 
 
効果的な技術移転に関する

AIT との共同研究 

データ収集と指標開発 
 
モデルで評価する具体的再利用

可能な資源フローに係る政策パ

ッケージのさらなる修正 
 
環境的・社会的インパクト評価

モジュールを統合政策評価モデ

ルと統合 

資源制約を反映するモデルに物質

フロー会計のデータを反映 
 
二次的物質フローを規制する様々

な貿易政策オプションをシナリオ

解析 
 
「東アジア循環型社会ビジョン」

の草案起草 

2012年4月
～2013 年 3
月 

結果の分析精度向上とアジア

3R フォーラムへの反映 
結果の分析精度向上とアジア

3R フォーラムへの反映 
結果の分析精度向上とアジア 3R
フォーラムへの反映 
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2.  実施の枠組み 

 

• 本研究は現在の IGES 経済分析スタッフとの緊密な連携の下、実施する。 

• 「ガバナンス向上」の国別事例研究は次の六つのパートナー機関によって行われる：中国

科学アカデミーChinese Academy of Science、フィリンピンの Della Salle University、マレー

シアの Malaya University、Hanoi Institute of Technology、AIT、 Taiwan University 。 

• アジアにおける国際的資源循環の検討は東京大学の研究者 2 名及び関西大学の研究者 1 名

さらに台湾大学との協力で実施する。 

• 東アジア・ASEAN 経済研究センター（ERIA）の 3R ワーキング・グループに参加してい

ることにより、政策研究の結果がアジアにおける地域経済統合のための政策対話に報告さ

れることを確実にする。 

• IGES は 3R に関する国際的共同研究のコーディネーターとして、日本国環境省、UNCRD、

UNEP 及びアジア開銀と緊密な調整と連絡を保つ。 

 

(II) 人材の配置 

 

常勤研究員 2 名と研究補助員 1 名が必要。経済モデルと指標づくりに貢献できる研究員 1 名を含

め経済分析チームとの緊密な連携が必要。 

 

(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 23 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 
• 「ガバナンス向上」と「国際資源循環の意味合い」のコンポーネントに関しては、日本国

環境省のアジア 3R 推進フォーラムに関連した 3 カ年の政策研究事業（アジアの 3R 研究）

費の支援を受けることが確定している。（2009 年度～2011 年度） 

• さらに「政策シナリオ評価」と「国際資源循環の意味合い」について、日本国環境省の 3

カ年の政策研究事業「環境経済政策研究」の受託により実施予定。経済分析チームとの共

同実施となる。（2009 年度～2011 年度） 

• そのほか 3R 関連及び日本国環境省のクリーンアジア・イニシアチブに関する外部資金に

応募予定 

• アジア開銀のアジア 3R 推進フォーラムに係る RETA に応募予定 
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III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

1.4 ガバナンス向上に関する政策報告書 1 冊（共同研究機関と IGES の研究を収載） 

1.5 アジアにおける持続可能な資源循環に関する政策報告書 1 冊（共同研究機関と IGES の研究

を収載） 

1.6 3R 政策に係る評価方法と指標開発に関する政策報告書 1 冊（台湾と IGES） 

1.7 IGES 及び共同研究機関による研究論文数葉 

 
2. 影響戦略  

 

国際資源循環及び3R政策実施のためのガバナンス向上に関するインプットをアジア3R推進フォ

ーラムに対して行うよう、日本国環境省が研究者の国際的ネットワークを支援していることから、

本研究の成果はアジア3R推進フォーラムの政策プロセスに対するインプットとなることが可能で

ある。このフォーラムについてはIGESが日本国環境省、UNCRD及びアジア開銀との連携の下、

主要な役割を果たしており、とくに2012年度に予想されている｢東アジア循環型社会ビジョン｣の

策定プロセスへのインプットが期待される。 

 

CSIROと協力して、IGESの廃棄物管理・資源チーム及び経済分析チームは2010年のアジア太平洋

環境大臣会合（MCED）に向けた資源効率に関するUNEP報告書の作成に貢献する。本コンポーネ

ントから得られる当面の所見をこの報告書に盛り込むことも可能である。 

 

また、本研究はOECDの持続可能な物質管理ワーキング・グループやUNEPの持続可能な資源管理

に関する国際パネルに対して積極的インプットを与えることが期待される。 
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タイトル：（4） マルチベネフィットによる持続可能な廃棄物管理 

 
I. 研究の概要 

 
1.  背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

発展途上アジアの資源消費と廃棄物発生が急速に増大している。こうした変化は天然資源と生態

系の広汎な劣化をもたらしている。その影響は資源不足の問題にまで広がっており、とくに経済

力に欠け生態系からの便益（例：魚類、自生食用植物）に大きく依存している原住民、農民及び

低所得層といった人々が手にできる資源に影響している。 

 

発展途上アジアの廃棄物管理は国際援助機関や中央政府からの補助金など外部からの支援にまだ

大きく依存している。適正な埋め立てなど後始末型（エンド・オブ・パイプ）の技術の実施にし

か関心のない政府が多い。住民参加の推進を試みた国々も少なくないが、実例は数少なく、ほと

んどの場合、一部のプロジェクト地区に限定されている。 

 

途上国では中央政府が直ちに取り組むべき分野として、食料とエネルギーの安全保障と貧困の削

減がある。このため廃棄物管理に振り向けられる国家予算は優先分野よりも定額である。さらに、

廃棄物管理に配分される国家予算は主として大都市が提案した大型の 終処分場建設に使用され

る。一般的に人的能力も投資能力にも限界のある小都市・町村は他の財政的支援を探さなくては

ならない。その結果、とくに小都市の廃棄物管理は環境的に不適切であり、住民の不快感、汚染

物質の流出、そして当局と地元住民の対立の頻発という問題を引き起こしている。 

 

持続可能な廃棄物管理を実現するには、廃棄物管理の問題を貧困の削減や食料・エネルギーの安

全保障といった国の優先事項との統合方策を考慮しなくてはならない。例を挙げるならば、便益

の出るような廃棄物管理システムを設計して処分場に流れる廃棄物を減量するようにする方策、

住民や社会の底辺にいる人々に収入源をもたらすような方策、食料生産性を向上させる方策、生

ゴミの分別を推進して小規模な嫌気性消化を実施し燃料の入手を容易にする方策などである。 

 

さらに、すべての都市に適した単一の技術があるわけではないことを認識する必要がある。対象

都市それぞれの社会経済的条件や環境上の便益に配慮して、 適の廃棄物管理技術を選定しなく

てはならない。たとえば、生ゴミの嫌気性消化技術はコンポスト化に比べて複雑で高価な技術で

あるが、コンポスト化よりは遙かに多様な便益をもたらす可能性がある。したがって、地方当局

が自分たちの都市に 適の技術を選定できるようキャパシティ・ディベロップメントを行う必要

がある。 
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2. 目的 

 

(i) 発展途上アジア諸国において多様なステークホルダー集団（例：住民、民間部門、地方政府

及び中央政府）に複合効果をもたらし得る持続可能な廃棄物管理システムを推進すること 

 

(ii) 持続可能な廃棄物管理の実現に向けて、地域社会、非正規部門及び民間部門といった多様な

ステークホルダー集団の参画を促進すること 

 

(iii) 当地域の廃棄物組成の 大比率を占めるバイオマスの持続可能な利用を推進すること、これ

はとくに、食料安全保障、エネルギー安全保障という国家開発目標並びに気候変動行動計画

の達成に資するものである。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

(i) いくつかの廃棄物管理技術の複合効果とトレードオフ 

(ii) 廃棄物分別と統合的資源管理 

(iii) 持続的廃棄物管理のための市民参加 

(iv) 複合効果達成に向けたバイオマス利用 

 

いずれのコンポーネントも持続可能な廃棄物管理の実現にとって重要である。本研究の初期段階

では、廃棄物管理についての複合効果的アプローチに焦点を当てる。対象都市に 適の技術を特

定した後は、分別排出と市民参加がその技術の適用成功の鍵を握る。バイオマス利用に関する研

究は、対象都市において持続可能な廃棄物管理の実施を推進するための一つの試みである。そし

て 後に、すべてのコンポーネントの結果をとりまとめ、発展途上アジア諸国において持続可能

な廃棄物管理を推進するためのモデルを策定する。 

 

4. 研究のための質問 

 

(i) 複合効果とトレードオフ 

 

発展途上アジア諸国では政府又は非政府組織によって、どのような廃棄物管理技術（例：埋

め立て、焼却、リサイクリング、コンポスト化）が現在推進されているのか？これらの技術

の実施によりどのような便益が得られるのか？これらの方策の間のトレードオフは何か

（例：コンポスト化を推進した場合、埋め立てに回る生ゴミの量が減少するため、埋め立て

地でのガス回収による経済的利益が減少することはないか？） 
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(ii) 廃棄物分別と統合的資源管理 

 

発展途上アジア諸国で発生する廃棄物のうちどの程度が資源に転換可能か？廃棄物組成は都

市間で異なる。収集と有効利用の効率化には分別の区分数と区分内容（例：食品、紙類、プ

ラスチック、ガラス・金属）をどう決定すれば良いのか？導入する収集システムはどのよう

なものが良く、またどのようにしたら導入できるか？類似の性状ではあるが異なった分野（都

市部、農村部、産業分野）で発生する廃棄物の共同的処理を拡大するにはどうすればよいか？ 

 

(iii) 市民参加 

 

持続可能な廃棄物管理のための市民参加に関して国から何らかの奨励策が取られているか？

層である場合、その程度は？市民参加は廃棄物管理対策の実施に貢献しているか？市民参加

の欠点と推進上の障碍は何か？市民参加（例：地域社会主導の廃棄物管理、3R（排出削減、

再使用、再生利用）活動、民営化）は地方政府が廃棄物の処理処分に全面的責任を負う典型

的な廃棄物管理方式にくらべて低コストなのか？ 

 

(iv) 複合効果達成に向けたバイオマス利用 

 

本コンポーネントは 2009 年度と 2010 年度の期間について Asia-Pacific Network for Global 

Change Research (APN) から一部支援を受けて行っている研究活動である。2009 年度はカンボ

ジア、ラオス及びタイで本研究を実施する。その所見に基づいて実施ガイドラインと判定ツ

ールが策定される予定である。2010 年度の主要活動としては、これら諸国の地方当局のため

のキャパシティ・ビルディング計画を現地国政府及び地元の専門家と協力して提供する。こ

のプロジェクトに加えて、アジアで推進中のバイオマス・タウン（例：日本、ベトナム）の

効果を分析する研究を行う。後者の分析調査を実施に当たって検討する設問は次のとおりで

ある。現在日本で推進中のバイオマス・タウンは関係するステークホルダーにどのように便

益をもたらし得るのか、そしてその他多様な部門に便益をもたらすことが可能か？イエスの

場合、どのようにして？バイオマス・タウンの取り組みはバイオマス系廃棄物の管理をどの

ように進展させるのか？日本と他のアジア諸国における持続可能なバイオマス系廃棄物の管

理にとって、バイオマス・タウンの利点と欠点（例：雇用創出、投資、人的キャパシティ）

は何か？アジア諸国におけるバイオマス系廃棄物管理のためにバイオマス・タウンのコンセ

プトと優良慣行を移転する際に考慮すべき要素は何か？ 
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5. 方法 

 

(i) 複合効果とトレードオフ 

 

発展途上国の国家的課題と開発目標に貢献するには持続的な廃棄物管理について複合効果的

アプローチが推進されるべきである。本研究では、当地域の政府またはNGOによって推進さ

れている技術をリストアップする。さらに、対象国（例：タイ、マレーシア、ラオス、カン

ボジア、ベトナム、フィリピン、インドネシア）で推進されているいくつかの廃棄物管理技

術について、その潜在的便益とトレードオフを様々なステークホルダーの観点から分析する。

当地域で推進されている技術の暫定的リストは次のとおりである。i) 衛生的埋め立て、 ii) 機

械的生物処理、 iii) コンポスト化、v) 嫌気性消化、 vi) RDF（ごみ固形燃料）。この分析の

ための入力データは、文献調査、IGES職員が得た過去のデータ源、及び調査対象国の中央政

府、地方当局、そしていくつか選び出したプロジェクトの受益者集団と非受益者集団に対す

る面談及びアンケート調査に拠って収集する。さらに、援助機関（例：GTZ）との対話を行

い、対象都市に複合効果をもたらすために推進を希望する技術に関するこうした援助機関側

の観点も明らかにする。複合効果とトレードオフの分析では、たとえば温室効果ガスの排出

削減、環境影響（例：土壌汚染、水質汚染、生態系変化、大気汚染、土地利用）、健康被害、

資金提供機会（中央政府、国際援助機関、CDM）などを網羅する。それぞれの技術の便益と

トレードオフを検討する際には、現地事情にも配慮する。 

 

(ii) 廃棄物分別と統合的資源管理 

 

廃棄物の分別は生産消費段階で廃棄される有価値資源の利用を拡大するために重要な一つの

要因である。しかし、多くの地方当局はこの問題にどう取り組んだらよいのか知見に乏しい

のが実情である。そこで本研究では、ゴミ組成のデータを有している都市を若干数選び出し

て、ゴミの組成を分析する。そして潜在的な資源利用の可能性を特定するため、ゴミ発生量

とゴミ組成データに基づいて廃棄物フロー中の有価値資源（例：食品、バイオマス、紙類、

プラスチック、ガラス、金属類）の量を推定する。さらに、現地事情（ゴミ組成、事業機会、

人的能力、投資能力など）に則したゴミ分別の適切な分別区分数を特定し、適切なゴミ収集

システムを設計する。廃棄物の分別実施を推進するため、簡便なコスト・ベネフィット分析

を適用して選定都市における典型的な廃棄物分別・収集システムと新しいシステムのシナリ

オ（例：毎日全種類のゴミを収集するケースと種類別に収日と時間を指定するケース）の間

でその経済的実現可能性を比較する。 

 

さらに本研究では、資源利用効率化の目的から、都市部、農村部、産業部門といった異なる

排出源から出される有価値資源の統合的利用の可能性を検討する。たとえば、コンポスト化

については、都市部、農村部及び農産物加工業分野から発生するバイオマスを利用できる可

能性があるが、現実には協力関係は依然として希薄である。初期的観察ではあるが、食品廃
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棄物（水分が高い）を利用すれば農業系バイオマス（乾燥物）のコンポスト化に用いている

水を削減できる可能性が存在する。 

 

(iii) 市民参加 

 

市民参加は廃棄物分別を実践し、持続可能な廃棄物管理を推進する上で重要な一つのツール

である。しかし、法的裏付け、参加の形態や質の問題など、様々な要因があるため、すべて

の都市で市民参加の成功が所与されているものではない。本研究では、発展途上アジア諸国

において、国レベル及び地方レベルでの市民参加が実際に中央政府によって正式に推進され

ているかどうか、憲法及び法規を検討して探求する。その後、選定した国々について関係ス

テークホルダーの参画形態を分析して、参加のレベル（例：情報受領、決定プロセスへの参

画）と参加の結果（例：実践にどのように寄与したか、あるいは阻害したか）を特定する。

この活動は対象グループ（例：中央政府、地方政府、NGO、民間部門、住民）からヒアリン

グして行う。そして、市民参加の改善策を提言する。 

 

さらに、本研究では、簡便なコスト・ベネフィット分析手法を用いて、地方政府が廃棄物の

処理処分に全責任を負う典型的な廃棄物管理システムと市民参加を増進する新しいシナリオ

の間を比較する。この分析に当たっては、地方当局が協力に熱心な都市を選定して、掘り下

げたデータ収集を行う。  

 

(iv) 複合効果達成に向けたバイオマス利用 

 

資源の有効利用は地方当局の努力なくしては達成が望むべくもない。しかしながら、多くの

場合、途上国の地方当局は適切な廃棄物管理システムを単独で設計するだけの十分なキャパ

シティに欠けている。このため、本コンポーネントでは地方当局のための実施ガイドライン

と決定ツールを提供するとともに、研修計画を策定する。提供資金の関係から、この活動は

カンボジア、ラオス及びタイで実施する。資金が確保できた場合は、他の国々にも拡大する

可能性がある。  

 

加えて、コンポーネント 1（いくつかの廃棄物管理技術の複合効果とトレードオフ）の結果に

積み上げる形で、日本及び他のアジア諸国（例：ベトナム）で推進中のバイオマス・タウン

のいくつかについて、様々な観点からの便益を調査する。さらに、社会経済的便益及び環境

上の便益（例：温室効果ガス削減、貧困の軽減、都市移住の抑制、地元経済の強化）という

面において、この取り組みがバイオマス系廃棄物の利用促進に効率的かどうか検討する。加

えて、どのような集団がバイオマス・タウンの受益者であるか特定し、受益者集団数を増大

するための方策を検討する。また得られた現地データと文献調査によって、発展途上アジア

におけるバイオマス・タウン推進の利点と欠点（阻害要因を含む）を調査する。さらに、バ

イオマス・タウンの取り組みの他都市への展開の可能性について、構想を実践中の都市と展
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開候補都市との個別事情を比較分析して検討する。プロジェクト推進が不成功に終わること

を防止するため、技術移転とプロジェクト実施の成功・不成功に影響する潜在的要因を特定

する。 

 

(v) 全体のとりまとめ 

 

上記の研究活動による所見は廃棄物管理・資源チーム及び他の IGES チームによる有益な成果

を合わせてとりまとめ、発展途上アジア諸国における複合効果型の持続的廃棄物管理のモデ

ルを策定する。これらモデルの適用可能性については選ばれた専門家及び地方当局者の検証

を受けることとする。彼らからのコメントはこれらモデルの改良に活用する。 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

(i) 本研究は国レベル及び地方レベルの政策決定者に、現地ニーズ（例：貧困削減、食料・エネ

ルギー安全保障）に合致するとともに、全球的な現下の問題（例：気候変動）の解決に寄与

する 適な廃棄物処理システムを決定する上で有用な情報を提供するものである。 

 

(ii) 本研究の成果はIGESが主要な役割を果たすことを期待されているアジア3R推進フォーラム

に寄与する。また、本研究は気候政策プロセス及び低炭素社会プロジェクトにも貢献する。 

 

(iii) 日本有機資源協会（JORA）は日本国内のバイオマス・タウンのネットワークを保有している

が、国際的ネットワークは脆弱である。そのため、IGESが日本国内で確立されたバイオマス・

タウン構想を他の発展途上アジア諸国に紹介する役割を果たすことができるかも知れない。

同時に、日本もまた発展途上アジア諸国のバイオマス・タウンから学ぶ機会があるであろう。 

 

（IGESコア・コンピテンスとの関係） 

• IGESはアジア3R推進フォーラム設立のための政策プロセスに深く関与してきた。この貢

献の一部として、日本国環境省及びAPNからすでに資金提供を受けている。 

• IGESは北九州ネットワーク、APFED、UNEP、UNCRDなど様々な国際プラットフォーム

を通じてアジアの研究機関との間の強固なネットワークを有している。 

• 廃棄物管理・資源チームが廃棄物管理と気候問題の相乗便益についてすでに検討作業を

行っており、学界において高評価を受ける可能性がある。実際、その一つの証左として、

気候変動と途上国問題に関する国際学会で招待講演者として招聘を受けている。 
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II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

コンポーネント 
活動 

2010 年度 2011 年度 2012 年度 

複合効果とトレー

ドオフ 
• 廃棄物管理戦略の複合効果

とトレードオフの検討 
 • 持続可能な廃棄物管理の

ための統合モデル 

廃棄物分別と統合

的資源管理 
 • 廃棄物の分別・収集モデル

の分析 
• 都市部・農村部・産業部門

かあの有価値資源の統合的

利用 

 

市民参加  • 市民参加促進のための法的

裏付けの調査 
• 対象国での市民参加の分析

• 選定都市についてのコス

ト・ベネフィット分析 

 

複合効果達成に向

けたバイオマス利

用 

• バイオマスと潜在的利用可

能性の推定 
• カンボジア、ラオス、タイ

での地方当局者の研修 

• バイオマス・タウンの利点

と欠点の分析 
 

• バイオマス・タウンの技

術と経営システムを移転

することの可能性検討 

 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 
• 本研究は主として IGES の廃棄物管理・資源チームにより実施する 

• 一部の研究活動はThammasart University（タイ）、Cambodian Education and Waste Management 

Organization （カンボジア）、National University of Laos （ラオス人民民主共和国）、Asian 

Institute of Technology（タイ）、及び国連環境計画技術・産業・経済局（UNEP/DTIE）と協

力する。 

• その他の組織及び IGES の他の部局との協同につき引き続き可能性を検討する。 
 
(II) 人材の配置 

 

• 本研究提案では常勤研究員 1 名及び補助研究員 1 名の参画を想定 

• 現在、IGES の廃棄物管理・資源チーム（研究員 1 名、客員研究員 1 名）で一般廃棄物と

バイオマス利用による気候問題との相乗便益について知見を蓄積済みである。 
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• 研究補助員は学界で十分な資格を有している必要がある。少なくとも一つのコンポーネン

ト、好ましくは複合効果と市民参加のコンポーネントに関して、単独で研究を遂行できる

だけの能力が要求される。地元のステークホルダーと協同した経験、政策指向型の研究に

関与した実績及び研究資金獲得のためのプロジェクト提案書を執筆する優秀な能力を有

していることが望ましい。PhD 保有者が望ましいが、良質な修士号取得者も対象である。 

 

(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 10 百万円 

 
2. 既得・応募予定の外部資金 
 

• 本コンポーネントは一部 APN と日本国環境省からの資金援助（3R 研究）が獲得されてい

る。またアジア開銀からの追加的支援が見込まれている。 

• バイオマス・タウンに関しては新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）からの追

加的資金が見込まれている。 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

• 各主要コンポーネントから政策報告書1冊及び政策趣意書1冊（合計8冊） 

• 発展途上アジア諸国におけるバイオマス系廃棄物の利用のための実施ガイドラインと決定

ツール1冊 

• 査読を受ける国際的学会誌に掲載する学術論文1葉 

• 学会、専門家会合及び国際的フォーラムでのプレゼンテーション 

 

2. 影響戦略  

 

• 本研究の成果はアジア3R推進フォーラムの政策プロセスにインプットされる。このフォー

ラムについてはIGESが日本国環境省、UNCRD及びアジア開銀との連携の下、主要な役割

を果たすことが期待されている。 
 

• キャパシティ・ビルディング活動はAPNに貢献し、発展途上アジア諸国の国家的課題と全

球的優先事項を充足するための廃棄物管理の向上に関して、政治家及びステークホルダー

たちに影響を及ぼす。
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                               付属書4 
経済と環境グループ 

 
タイトル：（1） 持続可能な開発に関する統合的政策評価 

 
I. 研究の概要 

 

1.  背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

アジア太平洋地域は、急速な経済成長と併せて急速な環境破壊を経験している。経済の急成長は

絶対的貧困の削減に寄与しているが、依然としてこの地域では、7 億を超える人々が 1 日 1 ドル

以下での生活を余儀なくされている。また、急速な環境破壊により、森林の生態系、土壌や水シ

ステムなどの人間の生存基盤が危険な状態に陥っている。  

 

こうした背景から、持続可能な開発のための政策を、経済と環境の複雑な相互作用を反映した統

合的政策評価に基づいて立案することが非常に重要になっている。経済成長と貧困削減を強化す

るための経済政策は環境に悪影響を及ぼす可能性があり、一方、環境政策によって環境汚染の抑

制、生態系の保全、さらに従来の事業形態の変更を求めた場合には、経済発展に深刻な影響を及

ぼすおそれがある。環境における費用と便益の経済価値を適切に反映した環境的に健全で費用対

効果の高い政策の設計、及びそうした政策の効果的実施を確実に進めるためには、経済と環境の

両方の観点から慎重かつ正確な政策分析が必要となる。 

 

こうした分析の重要性は、国際的にも各国レベルにおいても十分に認識されている。例えば日本

の環境省は、今年度、環境と経済に関する複数の研究プロジェクトを開始している。先ごろ開催

された COP15 でも、雇用の創出と貧困削減といった政策の相乗便益（相乗効果）などを含めた低

炭素政策の費用対効果に対する定量的評価の重要性が指摘されている。統合的政策評価ツールの

開発に対する寄与は政策にも大いに関連するものであり、IGES の活動方針と一致している。 

 
2.  目的 

 

IGES がこれまでに開発した計算可能一般均衡（CGE）モデルや多地域産業連関（MRIO）モデル

などの経済モデルに基づき、持続可能な開発のための統合的政策評価ツールを開発する。 

 
3. 主なコンポーネント 

 

(1) マクロ経済モデルの開発（多地域動学 CGE モデル、MRIO モデルなど） 

(2) 資源（水、土地、森林など）制約のモデリング 

(3) 失業及び所得分配のモデリング 
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4.  研究のための質問 

 

根本的な研究課題は、持続可能な開発に対する政策の全体的貢献度をいかに評価するかである。

具体的な課題は、(i)様々なセクターや地域の一般均衡相互作用を、前向きな動学分析に基づく政

策評価枠組みにいかに反映させるか、(ii) 資源制約の問題をいかに政策評価枠組みに反映させる

か、及び(iii) 雇用と貧困の側面をいかに政策評価枠組みに反映させるか、ということである。 

 

5.  方法 

 

マクロ経済モデルの開発 

第 4 期には、地球環境政策評価（REPA）モデル（多地域統計 CGE モデル）や、国別動学 CGE モ

デル、MRIO モデルなどの複数のプロトタイプモデルが開発されている。これらを基に、多地域

動学 CGE モデルを開発する。グリーン投資問題を取り上げるためには、政府セクターを明示的に

扱うのが望ましい。異なる目的関数を持つ民間セクターと政府セクターをこのように区別するこ

とによって、明確に定義された社会福祉に基づく定量的評価が促進される。こうした概念上の貢

献に加え、さらにデータ収集、計量経済学の技法を使ったパラメータ推定の改善も実施する。主

なデータベースは、GTAP のデータベース（世界貿易分析センター）、産業関連表による環境負荷

原単位データブック（3EID：国立環境研究所）、世界開発指標（世界銀行）などの既存のものを基

に作成される。 

 

資源制約のモデリング 

従来のマクロ経済モデルは、水、土地、森林、化石燃料などが無制限に供給されることを前提と

する傾向にある。資源制約を政策評価に反映させるためには、これらの資源を要素賦存として扱

い、それに伴い関連するセクターの生産関数を修正する必要がある。文献レビューと外部専門家

との意見交換を通じてこうした方法を確立し、必要なデータを収集する。 

 

失業と所得分配のモデリング 

失業は貧困の重要な側面の一つであるが、従来のマクロ経済モデルは、一般に完全雇用を前提と

している。このモデリングでは、失業問題を評価ツールに組み入れることを試み、あるいはこの

問題に取り組むためのサイドモジュールを開発する。貧困に関するもう一つの重要な側面は、歪

んだ所得分配などの不公平である。モデリングにおいて、所得分配問題を評価ツールに反映させ

る方法を確立させる。 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

本研究の目的は、特にアジア太平洋地域に留意して、持続可能な開発政策の統合的評価のための

独自ツールを開発することである。この地域においてはこうした統合的な定量的分析に対する需

要が高いが、その目的に適う評価ツールが用意されてないのが現状である。本研究では、新たな
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問題に取り組むための持続可能な開発政策の形成に有用な、政策分析ツールの開発を進める。 

 

（IGES のコア・コンピテンスとの関係） 

 

現在、IGES は経済分析とそれらの政策評価への適用における能力開発に取り組んでいる。本研究

は、持続可能な開発に関する様々な研究に対して、IGES が統合的影響評価を実施する上での能力

強化につながるものと見られる。政策の影響に関する定量的評価を求める政策立案者や地域/世界

レベルの政策プロセスが増大していることから、本研究は、この分野における IGES のコンピテ

ンスの強化にも寄与するものと期待される。 

 
II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 
コンポーネント  活動  

 2010 年度 2011 年度 2012 年度 

マクロ経済モデル

の開発 
• 多地域動学 CGE モデルの

開発 

• パラメータ推定精度向上

のためのデータ収集 

• 観測に基づくモデルの

調整・検証 
• 文書作成 

資源制約のモデリ

ング 
• 文献レビュー 

• 概念設計 

• データ収集 

• モデル開発 

• さらなる改善 

失業と所得分配の

モデリング 
• 文献レビュー 

• 概念設計 

• データ収集 

• モデル開発 

• さらなる改善 

 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

本研究は、IGES が中心となって日本及び諸外国の機関と協同で実施する。コンポーネント 1 と 3

は、IGES の環境経済グループが外部専門家と非公式な意見交換を行いながら進める。コンポーネ

ント 2 は、日本の環境省が出資する資源循環政策に関する環境経済プロジェクトの一環として、

IGES の持続可能な消費と生産（SCP）グループや外部のパートナー機関（東京大学及び関西大学

の新熊教授）と協同で実施する。 
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(II) 人材の配置  

 

1) 必要な専門知識：CGE、MRIO、国民勘定などのマクロ経済モデリング、計量経済分析、エ

ネルギー・資源・貧困に関する経済学的取扱い、生態系及び資源制約に対するミクロ経済

学的アプローチ。 

2) スタッフ数：5 名（30% タイム） 

3) 必要な人月（3 年間） 

• マクロ経済モデルの開発：20 人/月 

• 資源制約のモデリング：15 人/月 

• 失業と所得分配のモデリング：15 人/月 

 

(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 11 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

• 本研究の主な資金は、環境省による資源循環政策と生態系サービスに関する環境経済研究の

受託により実施予定 

 

• 気候政策やグリーン投資などの定量的評価については、外部資金を確保する予定である。 

 
III インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

本研究は、IGES の担当グループが行っている政策研究のツール開発コンポーネントに対応したも

のである。開発されるモデルは、この研究における も重要な成果となる。研究で開発されたツ

ールに関する資料は、研究報告書として公表予定である。  

 

2. 影響戦略  

 

影響を及ぼすための戦略の第一歩は、開発されたツールを学術会議などで発表することである。

当該ツールが確実で有用であると認識された場合には、主要な地域/世界レベルの政策プロセスに

対して、後述の「（3）経済的手法とグリーン投資によるグリーン成長」の項で説明する実証的政

策分析におけるこのツールの適用を推進していく。  
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タイトル：（2）貿易に体化した排出量を中心とした貿易と環境 

 
I. 研究の概要 

 
1.  背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

国際貿易は世界及び各国レベルの経済成長に寄与し、世界における製造拠点や他のセクターの移

転に影響を及ぼしている。しかし、現在の貿易システムにおいては、排出抑制などの環境要件が

欠如しているため、国際的に取引される商品に内包される環境コストが価格システムの中に十分

に内部化されておらず、輸出国の国民または世界の住人に外部性として残されている。内包 CO2

の排出量の推計は、貿易に伴う隠れた環境コストの問題に取り組む上で必要である。  

 

内包 CO2の排出量算定ルール及びそれらの変更に関する議論は、政策との関連性が強い。第一に、

現行の国連気候変動枠組み条約（UNFCCCD）体制の下で排出削減に参画しているのは、排出国

の一部にすぎない。排出量は輸出国側のインベントリに計上されるため、気候変動枠組み条約の

附属書Ⅰ締約国から非締約国への炭素集約型製品の貿易を通じて炭素漏出が生じ、増加する可能

性がある。この問題に対策を講じて環境コストを内部化させるため、消費者側の責任と生産者責

任に代わるものとして、生産者と消費者による責任割当を提案する学術関係者や国が現れている。

責任割当を変えることによる利点と不利点、さらに世界的レベルや当該国の国別レベルにおける

炭素削減及び経済成長に与える影響については、徹底した評価が必要である。   

 

第二に、国境税調整やその他の非関税環境措置といった貿易に関わる措置は、米国などの先進国

が、高エネルギー/炭素集約型製品に対する様々な要件に直面する国内企業について、同様の製品

を生産する中国やインドなどの途上国との競争力を確保するために採用しているものである。こ

れらの措置が内国民待遇や 恵国待遇といった WTO の原則を遵守しているかについては、さら

に精査が必要である。 

 

さらに、UNFCCC では、「国別緩和行動（NAMA）」のクレジットメカニズム、及び排出削減に向

けた世界的な資金拠出、特に開発途上国における低炭素経済開発に対する投資推進のメカニズム

について議論を進めている。内包 CO2とその漏出問題に対する方策におけるこうした新たな傾向

は、どのように影響するのか。  

 

貿易は経済成長に寄与する一方で環境破壊を促すものであるため、 適なゴールは経済成長目的

と各国/世界レベルの環境保全目的を相乗的に実現することである。したがって、国際的な気候レ

ジームと貿易レジームの下で、内包 CO2の排出量の算定方法、及び政策との関連について研究す

ることが極めて重要である。  
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2.  目的 

 

本研究の目的は、取引される物品に内包される CO2量の推計方法を開発し、政策立案者に対して

政策の影響について情報を提供することである。推計方法の開発と政策分析は、MRIO や CGE な

どの定量的アプローチに基づいて行う。責任割当枠組みの変更に関する分析は、政治科学的手法

で行う。  

 

3. 主なコンポーネント 

 

本研究における主たるコンポーネントは次の 3 点である。コンポーネント 1 は、MRIO モデルに

基づく内包 CO2量の推計である。他の方法も試行して頑健性を高める。コンポーネント 2 は、内

包 CO2の排出及びそれに伴う課題に取り組むために開発されたシナリオに基づく政策評価である。

多国間の CGE モデルのような定量的政策分析ツールが、各国またはそれを超えたレベルにおける

様々な環境政策の経済効果を評価するために開発・適用される予定である。コンポーネント 3 は、

各種政策の利点と不利点に関する政治科学的アプローチによる分析である。  

 

4.  研究のための質問 

 

根本的な研究課題は、地域/国際協力を通じて、経済成長目的と各国/世界レベルの環境保全目的を

いかに相乗的に達成するかということである。具体的課題としては、(i) 内包 CO2排出量の算定方

法、(ii) 内包 CO2の排出に取り組むための各国/世界レベルの政策が、経済と環境にどのような影

響を与えるか、ということである。 

 

5.  方法 

 

コンポーネント 1 については、MRIO モデルを内包 CO2排出量の算定に用いる。 

 

コンポーネント 2 における各国の政策が経済と環境に与える影響の評価については、単地域及び

多地域 CGE モデルを用いる。 

 

代替技術及びコンポーネント 1 と 2 を支える政策の経済的コストの推計には、計量経済学などを

用いる。 

 

コンポーネント 3 には、政治科学的アプローチを用いる。 
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6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

(i) 本研究は包括的なものであり、多地域間貿易のシナリオに基づく内包 CO2の算定や、その排

出問題に対処するための政策パッケージに対する政策評価などが含まれる。    

(ii) 方法としては、本研究の分析枠組みには、MRIO モデルや多地域 CGE モデルなどの定量的ア

プローチのほか、政治科学的手法に基づく定性的分析などが含まれる。  

(iii) 本研究の結果は、気候レジームと貿易レジームにおける関連する政策プロセスに提供予定で

ある。  

 

本研究は、各国の政策立案者や国際機関による、内包 CO2問題に取り組むための地域/国際協力関

係の構築に寄与するものである。 
 

（IGES のコア・コンピテンスとの関係） 
 

現在、IGES は経済分析とその政策評価への適用における能力開発に取り組んでいる。本研究は、

IGES の環境経済グループによる方法論の確立、特に MRIO と CGE のモデリングやそれらの政策

評価への適用における能力強化に資するものである。さらに IGES は、UNFCCC などをはじめと

する環境・貿易関連の地域/国際レベルの政策プロセスにも参画している。この研究は、これらの

政策プロセスに対する貢献を通じて IGES のコンピテンスを強化するものと考えられる。 

 
II. 人材、財源の配置 
 
(I) 実施内容 
 

1. タイムフレーム 
 

本研究の実施期間は、2010 年度から 2012 年度までである。 
 

作業内容 2010 年度 2011 年度 2012 年度 

コンポーネント

1 
(i) 文献レビュー  
(ii) 適切な算定方法の選定 
(iii) 内包 CO2排出量の算定

(i) 算定方法の頑健性の検

証 
関連する政策プロセス

に情報を提供するため

のアウトリーチ活動 

コンポーネント

2  
CGE モデル及びこの分野で

の適用のための文献レビュ

ー 

(i) 政策シナリオの策定 
(ii) モデルの開発とカスタ

マイズ 

内包 CO2に対処するた

めの低炭素政策の政策

影響評価  

コンポーネント

3 
(i) 文献レビュー; 
(ii) 分析枠組みの構築. 

各種方法の利点/不利点の分

析 
関連する政策プロセス

に情報を提供するため

のアウトリーチ活動 

データベース

の構築など. 
コンポーネント 1と2の実施

に必要な社会、経済、環境関

連のデータの収集 

MRIO モデルと CGE モデル

の構築に必要な関連パラメ

ータの推定 

 

終報告   終報告書の完成 
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2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

本研究は、IGES が中心となって日本及び諸外国の機関との協同で実施する。コンポーネントの 1

と 2 は IGES の環境経済グループが担当し、コンポーネント 3 は、同グループが IGES のガバナン

ス・能力開発グループと協同で担当する。データベースの構築、パラメータ推定、政策パッケー

ジの設計は、IGES と他の機関が協力して進めていく。 

 

(II) 人材の配置  

. 

1) 必要な専門知識: CGE、MRIO、国民勘定などのマクロ経済モデリング、計量経済分析、気

候変動及び貿易レジームなどにおける政治科学 

2) スタッフ数：2 名（30%タイム）及び研究補助員 1 名 

3) 必要な人月（3 年間） 

• 内包 CO2排出量の算定： 6 人/月 

• 政策評価：6 人/月 

• 政治科学に基づく分析：6 人/月 

• 計量経済的推計：3 人/月 

 

(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 2 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

日本学術振興会（JSPS）から、直接経費に対して拠出される見込み 
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III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

論文 2 本を雑誌に発表する。1 本は Economic Systems Research、もう 1 本は Ecological Economics （ま

たは同種の雑誌である Energy Policy ）に掲載予定である。IGES のポリシーペーパーも作成する

計画である。 

 

2. 影響戦略  

 

研究成果を国際的な雑誌に発表し、この方法に対する認識を得ることが重要である。また、IGES

が参加する UNFCCC の締約国会議のサイドイベントなどの地域/世界レベルの政策プロセスを活

用したいと考えている。さらに、国連貿易開発会議（UNCTAD）が、内包 CO2 の算定に関する我々

の予備的結果にすでに関心を示している。民主党による日本の新政権は環境政策を優先課題と見

ており、内包 CO2排出の責任割当に関する研究は、政策に大きく関わるテーマとなることが予測

される。IGES はさらなる協力関係を模索し、国際的な政策プロセスに影響を及ぼす確実な成果物

を産出して行きたいと考えている。 
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タイトル：（3） 経済的手法及びグリーン投資によるグリーンな成長 

 
I. 研究の概要 

 
1.  背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

グリーン成長は、「世界経済をクリーン技術と森林や土壌などの『自然』のインフラへの投資に向

かわせ、重要性を再確認すること」（国連環境計画：UNEP のグリーン経済イニシアチブに関する

ウェブページ参照）と定義され、世界規模で、そしてアジア太平洋地域においても政治的機運が

高まっている。グリーン成長は、環境の外部性の内在化を求めるものであり、その結果として市

場の失敗を是正するための適切な介入策が必要になるという点において、従来型の成長とは区別

される。つまり、グリーン成長とは、グリーン投資、グリーン税制、環境破壊につながる補助金

の改革に留まらず、生態系サービスや資源制約などの外部性を費用対効果の算出に反映させるこ

とを意味している。  

 

上記のグリーン投資、税制、補助金改革などに代表されるグリーン成長は、多くの国で景気刺激

パッケージによって取り組まれている。米国のオバマ政権は、新たな雇用の創出、環境と生態系

の保護を目指したグリーンニューディール（GND）を打ち出して、炭素依存度の低減やグリーン

ビジネスに対する約 1 兆ドルの投資を進めており、他の多くの国も同様の政策を計画している。

アジア太平洋地域では、日本、中国、韓国が、「グリーン」経済刺激策を含む意欲的な政策パッケ

ージを発表している。日本は 140 万人分を超えるグリーン雇用の創出を計画し、そのためにグリ

ーン製品の市場拡大を図っている。韓国の「雇用創出のためのグリーンニューディール計画」は、

エネルギー保全、リサイクル、炭素削減、洪水防止などのグリーンセクターにおける 96 万人分の

新たな雇用創出を目指すものである。中国は、5,860 億ドル相当の年間景気刺激策のうち、1,400

億ドルをグリーン投資に充てている。持続可能な開発の推進におけるグリーン投資政策の潜在的

可能性を活用するためには、これらの政策の定量的評価の実施が極めて重要である。 

 

グリーン成長では、環境外部性が費用対効果の算定に反映されるという側面は、国連アジア太平

洋経済社会委員会（UNESCAP）のグリーン成長プログラムや UNEP のグリーン経済イニシアチブ

といった、グリーン成長に関する国際的なイニシアチブの中で関心が高まっている。日本の環境

省はこうした分析の重要性を十分認識しており、生態系サービスと資源制約の重要性を定量的な

政策影響評価に反映させるために、複数の環境経済研究プロジェクトを今年度に開始している。 

 

2.  目的 

 

本研究の目的は、グリーン税制やエネルギー補助金改革などを含めた補助金改革などのグリーン

成長政策を定量的に評価し、グリーン成長に向けた政策形成に寄与することである。 
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3. 主なコンポーネント 

 

(1) 資源効率向上に関する研究 

(2) 生態系サービスの持続可能な利用に関する研究 

(3) 税制・補助金改革及び低炭素社会に向けたグリーン投資に関する研究 

 
4.  研究のための質問 

 

• グリーン成長政策が雇用、所得分配、環境指標、経済パフォーマンスに及ぼす影響は何か。 

 

• グリーン成長の実現には、どのような革新的な財政メカニズムが必要か。 

 
5.  方法 

 

資源効率向上に関する研究 

 

このコンポーネントは、日本の環境省による資源循環政策に関する環境経済研究の一環として実

施する。具体的には、資源制約の経済分析や需要サイドへの影響に関する物質フロー分析と計量

経済分析に基づく資源制約シナリオの策定、ケーススタディに基づく各国/地域レベルにおける資

源循環システムの評価、主として多地域 CGE モデルに基づく統合的政策影響評価が行われる。  

 

生態系サービスの持続可能な利用に関する研究 

 

このコンポーネントは、環境省による生態系サービスに関する環境経済研究の一環として実施す

る。具体的には、ミクロ経済モデリングに基づく生態系サービスの理論的経済モデルの開発、計

量経済分析に基づく地域/世界レベルにおける生態系サービスの経済評価、ケーススタディに基づ

く生態系サービスに関する革新的な財政メカニズムの構築、生態学的資源拡大 CGE モデルに基づ

く統合的政策影響評価などが行われる。 

 

税制・補助金改革、及び低炭素社会に向けたグリーン投資に関する研究 

 

このコンポーネントでは、統合的政策影響評価のツールを用いて税制・補助金改革、及びグリー

ン投資政策の影響を評価する。同時に、北半球と南半球の国々が、経済成長と気候変動防止の双

方に成功するための気候変動緩和技術に対する投資について、南北の戦略的協力に関する提案を

作成する。特に日本と中国の間では、協力に関するケーススタディのために、2 国間の CGE モデ

ルに基づく統合的政策評価を実施する。さらに、税制・補助金改革及びバイオ燃料の持続可能な

利用に向けた投資に対する政策の影響に関する定量的評価が、持続可能な成長のためのバイオ燃

料利用戦略（BforSD）プロジェクトの一環として実施されており、その中で GTAP-BIO データセ
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ットを用いた CGE モデルが開発され、バイオ燃料に関する政策オプションから予測される経済

的・環境的影響の評価が行われている。 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む）  

 

本研究では、IGES が開発する定量的な政策評価ツールを、特にアジア太平洋地域に重点を置きな

がらグリーン成長問題に適用していく。この地域では、グリーン成長政策の定量的評価の実施に

対する需要が高い。本研究は、グリーン成長政策に対して定量的評価を示すものとなる。 

 

（IGES のコア・コンピテンスとの関係）  

 

現在、IGES は経済分析とその政策評価への適用における能力開発に取り組んでいる。本研究は、

持続可能な開発に関する様々な研究の中で、統合的な政策影響評価を実施するための IGES の能

力強化につながるものである。政策の影響の定量的評価に対する政策立案者及び地域/世界レベル

の政策プロセスからの需要は高まっており、本研究はこの分野における IGES のコンピテンスに

も寄与するものである。 

 

本研究は、IGES の他のグループと協同で実施され、各グループのコア・コンピテンスの強化が期

待される。 
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II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 
コンポーネント  活動  

 2010 年度 2011 年度 2012 年度 

資源効率向上に

関する研究 
• 文献レビュー及びデータ収

集 

• 資源制約シナリオと政策影

響評価ツールの調整 

• 資源制約及び需要サイド

への影響に関する計量経

済的分析 

• 政策パッケージの策定 

• 統合的政策影響評

価 

• 報告書作成 

生態系サービス

の持続可能な利

用に関する研究  

• 文献レビュー 

• 生態系サービスの理論モデ

ルの開発 

• 革新的な財政メカニズム

に関するケーススタディ

• 生態系サービスの経済価

値を推計するための計量

経済分析 

• 政策パッケージの

策定 

• 統合的政策影響評

価 

• 報告書作成 

税制・補助金改革

及び低炭素社会

に向けたグリー

ン投資に関する

研究 

• 文献レビュー 

• 資金確保及び研究提案書の

完成  

• 研究ネットワークの構築 

• 政策評価及び BforSD の経済

分析に関する報告書作成 

• データ収集 

• モデルのカスタマイズ 

• 定量的分析の枠組みと方

法の開発 

• 政策評価 

• 報告書作成及びア

ウトリーチ 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

コンポーネント１は、日本の環境省が出資する資源循環政策に関する環境経済プロジェクトの一

環として、IGES の持続可能な消費と生産（SCP）グループが外部パートナー機関（東京大学及び

関西大学の新熊教授）と協同で実施する。 

 

コンポーネント 2 は、環境省が出資する生態系サービスに関する環境経済プロジェクトの一環と

して、IGES の自然資源管理（NRM）グループが外部パートナー機関（早稲田大学、名古屋大学、

京都大学）と協同で実施する。 

 

コンポーネント 3は、IGESの気候変動グループやガバナンス・能力開発グループなどのグループ、

及び BforSD プロジェクトに取り組む東京大学と協同で実施する。さらに、南北協力による低炭素

投資に関する研究は、IGES が中国科学院などの外部研究機関と協力して実施する予定である。  
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(II) 人材の配置  

 

1) 必要な専門知識：CGE、MRIO、国民勘定などのマクロ経済モデリング、計量経済分析、エ

ネルギー・資源・貧困を扱う経済学、生態系や資源制約に対するミクロ経済学的アプロー

チ 

2) スタッフ数：5 名（努力目標 30%） 

3) 必要な人月（3 年間） 

• 資源効率向上に関する研究：25 人/月 

• 生態系サービスの持続可能な利用に関する研究：25 人/月 

• 税制・補助金改革及び低炭素社会に向けたグリーン投資に関する研究：50 人/月 

 

(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 7 百万円 

 
2. 既得・応募予定の外部資金 

 

• 本研究の資金は、主に環境省による資源循環政策と生態系サービスに関する環境政策研究の

受託により実施予定 

 

• 本研究の初年度である 2010 年度には、BforSD プロジェクトの一部について、地球環境研究

推進費により実施予定 

 

気候関連政策やグリーン投資などに対する定量的評価に関して、外部資金の確保努力を継続する。 
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III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

各コンポーネントについて、第 5 期の終了時点までに研究報告書 1 本またはポリシーペーパー1

本を作成する。さらに、ワーキングペーパーや雑誌論文の形で、中間報告を発表予定である。2010

年度に発表を予定しているのは、「地域低炭素社会及び東アジアにおける技術移転市場創設の可能

性（Regional Low Carbon Society and Potential of Technology Transfer Market Creation in East Asia）」と

題する書籍、「インドにおけるバイオ燃料推進政策の影響：動学 CGE モデルによる評価（Impacts of 

Biofuel Promotion Policy in India: an assessment using a dynamic CGE model）」と題する雑誌論文、及

び資源循環政策と生態系サービスの利用に関する 2 つの環境経済研究の中間成果に基づく雑誌論

文である。  

 

2. 影響戦略  

 

本研究の結果を国際的な雑誌に発表し、この方法に対する認識を得ることが重要である。さらに、

IGES が参加する UNEP のグリーン成長イニシアチブ、環境省の「緑の経済と社会の変革」イニシ

アチブ、クリーンアジア・イニシアチブなどの地域/世界レベルの政策プロセスを活用したいと考

えている。特に、グリーン投資を含めた低炭素政策の定量的評価に対する研究需要は高まってい

る。ADB、UNEP、国連開発計画（UNDP）などの国際機関との協力、さらには低炭素社会国際研

究ネットワーク（LCSRnet）や持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP）などと

のネットワーク化を通じた協力体制により、この分野に携わる他の機関と協同で研究を進めるこ

とが、国際的な政治プロセスに寄与するために必要とされている。本研究の結果は、IGES が事務

局として重要な役割を担うアジア 3R フォーラムの政策プロセスにおける有用なインプットとな

るものと期待される。  
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付属書 5 
 

ガバナンスと能力開発グループ 

 
タイトル：（1） 地域及び国家のガバナンス：越境大気汚染 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

大気汚染は東アジアにおいて依然深刻な問題であり、近年では本地域において SOx、NOx、VOCs、

オゾン、粒子状物質等の大気汚染物質や CO2 等の温室効果ガスの排出量の増加が見られている。

この排出量の増加は急速な経済発展に伴うエネルギー需要と化石燃料の消費の拡大によって生じ

ており、今後の経済発展に伴いさらに増加すると考えられる。 

 

これらの大気汚染物質の排出は、様々な地理的尺度において影響を与えている。国内的には健康

面と農業面において深刻な被害が生じている。WHO は東南アジアおよび西太平洋地域において毎

年約 537,000 人が都市の大気汚染によって早死していると推計しており(WHO, 2002)25、また既に

顕著な農作物収量の減少や品質の悪化が生じている(Schwela et al, 2006)26。地域的には大気汚

染は越境問題となっており、酸性雨やオゾン、エアロゾルの流入が風下の国々において生じてい

る。2007 年には日本国内で約 2,000 人が光化学スモッグによる被害を訴え、これはこの 20 年に

おいて 大規模であった。この時のスモッグの原因物質は中国大陸からのものと考えられている

(日本経済新聞, 2008; Hayasaki et. al., 2008).27,28。またこの地域においてはオゾンの排出量

の増加に伴い、顕著な農作物収量の減少が予測されている(Wang and Mauzerall, 2004)29また半球

規模で NOx や CO、炭化水素の排出が風下の地域のオキシダント濃度に影響を与える可能性が指摘

されている(Wild and Akimoto 2001)30。さらに温室効果ガスの排出量の増加は気候変動を通じて

全地球的な影響を与える。これらのことから、大気汚染は市町村や一国では対処が難しい問題で

あり、国際協力を通じた対応が必要との認識が深まりつつあるが、その国際協力を行うにもそれ

ぞれの国による行動が不可欠である。 

 

越境大気汚染問題は地域において比較的長期にわたり重要視されている問題である。長距離越境

                                                        
25 WHO The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life, Geneva, World Health Organization, 227, 

2002. (Note: this study will cover some of these geographic areas but not others.) 
26 Schwela, D, G. Haq, C. Huizenga, W. Han, H. Fabian, and M. Ajero. Urban Air Pollution in Asian Cities: Status, 

Challenges and Management. London, UK, Sterling, VA, USA: Earthscan, 27-28, 2006. 
27 日本経済新聞., 光化学スモッグ 中国から有害物質か？. 日本経済新聞 2007 年 7 月 5 日. 
28 Hayasaki, M., T. Ohara, J. Kurokawa, I. Uno ”Episodic pollution of photochemical ozone during 8-9 May 2007 over 

Japan : Observational data analyses,” J. of Japan Society for Atmospheric Environment, 43(4), 225-237, 2008 
29 Wang, X. and Mauzerall, D. L., “Characterizing Distributions of Surface Ozone and its Impact on Grain Production in 

China, Japan and South Korea: 1990 and 2020,” Atmospheric Environment, 38, pp. 4383-4402, 2004. 
30 Wild, O., and H. Akimoto, “Intercontinental transport of ozone and its precursors in a three-dimensional Global CTM”, J. 

Geophys. Res., 106(D21), 27, 729-27, 744, 2001 
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大気汚染条約とその付属議定書に係るヨーロッパの経験に基づき、越境大気汚染が地域的な取り

組みを要する問題であるとの理解がアジア地域で共有されており(United Nations, 1993)31、その

準地域的な取り組みが 1998 年の EANET（酸性雨モニタリングネットワーク）の設立や 2003 年の

アセアン煙霧協定の発効、およびその他のイニシアティブとして結実している。 

 

しかし北東アジアにおいては地域協定が締結されておらず、またここ10年でオゾンやエアロゾル、

気候変動などの問題がより顕著になっており、越境大気汚染の問題が従来の酸性雨の問題以外の

課題を内包するものへと拡張されてきている。東アジアの越境大気汚染の問題に対する国際協力

をさらに推進するためには、既存の問題と新しく生じつつある問題の双方において情報・分析が

不足しており、ヨーロッパの取り組みに遅れをとっていることから、自然科学および社会科学的

な視点からさらなる研究が必要とされている。本研究は東アジアの大気環境管理に関する国際協

力の深化に貢献することが期待されている。 

 

2. 目的 

 

本研究においては研究対象国（中国、韓国、アセアン（タイ）および日本）における大気環境管

理政策の主な動向とその決定要因を分析することで、それらの国々が将来的に統合的な大気環境

管理の実施または国際協約の締結に向けた国際協調を行う際の、国内的な推進要因および阻害要

因を明らかにする。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

本研究は他の大学や研究機関との連携で実施されるものであり、環境省の地球環境研究総合推進

費（S-７）の下で行われる。IGES は以下の二点に関して研究を実施する。 

・研究対象国において統合的大気環境管理の導入および関連する国際交渉を行う際に、それを推

進または阻害する国内的な要因を明らかにする。 

・コベネフィットアプローチの導入に際して、それぞれの国々の国内政治、政策の点から取り組

みが必要となる主な課題を明らかにする。 

 

4. 研究のための質問 

 
・研究対象国において統合的大気環境管理の導入および関連する国際交渉を行う際に、それを推

進または阻害する国内的な要因は何か？ 

・これらの国々において、国内政治的立場から、潜在的なコベネフィットを含め、取り組みが必

要となる主要課題は何か？ 

 

                                                        
31 United Nations, AGENDA 21: Program of Action for Sustainable Development, Rio Declaration on Environment and 

Development, and Statement of Forest Principles. New York; United Nations Publications, Ch.9. Sec.26, 1993 
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5. 方法 

 

ケーススタディを3カ国（中国、日本、韓国）およびアセアンを対象に行う。環境政策、意思決定

プロセス、政治体制、関連するステークホルダーなどの大気環境管理に関する情報を収集する。

ヨーロッパや北アメリカを対象とした他の協約（長距離越境大気汚染条約等）に対して影響を与

えた国内要因に関する比較研究の結果から知見を得る。情報は政府文書、インタビュー、新聞記

事、および二次的情報源から収集する。またIGESは国際専門家会合を開催する。 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

研究としての側面からは、研究対象国に関して、政治学的な視点から大気汚染に関する国内的な

政策形成に関して分析を行った研究は少ない。既存の研究は市町村や準国家的な政策形成に焦点

がある、技術的な視点からの分析である、または系統だった手法ではないもしくは古い視点から

分析されているものが多い。それらと比較してこの研究は東アジアの大気環境管理に関する将来

的な国際協約を阻害または推進する国レベルでの要因に焦点を当てる。さらに、他のテーマおよ

びサブテーマの研究者は日本および会議あの意思決定者とのつながりがあり、この研究はさらな

るつながりの構築を企図している。従って本研究は研究としての付加価値に加え、今後行われる

交渉に対して IGES が実質的な貢献をすることを可能にするものである。 

 

本研究は IGES という組織にとっても、大気汚染は IGES の重点研究対象である気候変動問題と密

接な関係性を持つことから、非常に戦略的なものである。また本研究は IGES が大気汚染問題に

関して持つ幅広いの専門性を活用する機会を提供するものである。何人かの研究者は大気汚染問

題に関して、実際の大気汚染に係る交渉や政策形成を含む、幅広いの経験を有している。また他

の研究者は政治学に関する専門性を持ち、このことは本研究が実質的には政治学的研究であるこ

とから重要である。さらに、既に一部の研究者は本研究に既に携わっている。
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II. 人材、財源の配置  

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

本研究は 2009 年度から開始。 

・2009 年度においてはヨーロッパと日本、中国、韓国、タイ（ASEAN の例として）を含むアジアの数カ国に

関して文献調査と比較分析を行った。政治学および政治経済学の概念および手法を用いて、大気汚染

に関する国内政策が統合的大気環境管理を推進するための国際協調に対して与える影響を分析するた

めの分析枠組みを構築した。 

・2010 年度においては、2009 年度の成果に基づき、対象国内の大気環境政策と関連する国内政治体制

の決定要因を精査し、それらの国内的な要因が統合的大気環境管理の実施のための将来的なメカニズ

ムや枠組みにどのように適用されるか検討する。 

・2011 年度においては、統合的大気環境管理を導入が主要な公的主体に対して与える影響を明らかに

する。 

・2012 年度においては、統合的大気環境管理を導入が民間部門のステークホルダーに対して与える影

響を明らかにする。 

・2013年度においては、それぞれの国々において統合的大気環境管理を導入するための具体的な戦略

を立案する。 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

地球環境研究総合推進費（S-７）のプロジェクトは秋元肇博士（酸性雨研究センター）が研究代表を務め

ており、３つのテーマから構成される。テーマ１はモデリングとモニタリングに関する研究を行い（海洋研究

開発機構、国立環境研究所、名古屋大学が実施）、テーマ２は排出量推計と削減シナリオに関する研究

を行う（国立環境研究所が実施）。IGES がサブテーマを担当するテーマ３は、代表研究機関を務める金

沢大学の下で、国際枠組みとコベネフィットアプローチに関する研究を行う（他のサブテーマは酸性雨研

究センター、東京工業大学、東北大学が実施する）。IGES は研究対象国において大気環境管理に関す

る国際交渉を推進もしくは阻害する国内要因についての研究を担当する。 
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Theme 1: 
Modeling and observation 
(JAMSTEC, NIES, 
Nagoya Univ.)

Theme 3：
Development of an 
international framework 
including a  co-benefit 
approach

Theme 2：
Emissions 
inventories and 
emission scenarios 

(NIES)

Sub-theme 1: 
International Negotiation 
Process(Kanazawa 
University)

Sub-theme 3: 
Science and 
policy linkage

(ADORC)

Sub-theme 2: 
Domestic factors 
affecting 
negotiation

(IGES)

Official Title: Comprehensive research on the promotion of atmospheric environment 
management in East Asia based on clarification of the conditions of regional air pollution 

and consideration of co-benefits with climate change countermeasures
(Funded by Ministry of the Environment of Japan (FY2009~FY2013)

Sub-theme 5: 
Co-benefit approach

(Tohoku Univ.)

Sub-theme 4: 
External factors

(TITECH))

 

 

(II) 人材の配置  

 
各年の人月数 
・サブテーマの全体統括－１ 

・研究実施の監督、計画、執筆－４ 

・熟練研究員：実施、計画、研究、執筆－４ 

・研究員：実施、研究、執筆、執行－１０ 

・熟練研究員（パートタイム）－３ 

・研究補助－６ 
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(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 10 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 
2010年度－2014年度：環境省 地球環境研究総合推進費により実施予定 

 
III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

・研究対象国の政治体制および大気環境管理に関する意思決定プロセスについての報告書(4 本) 

・研究対象国の大気汚染政策に関する比較分析の報告書 

・大気環境管理政策におけるステークホルダーの役割に関する比較研究報告書 

・大気環境管理と気候変動対策の間のコベネフィットを強調するアプローチの有効性を検証する

ポリシーレポート 

・大気環境問題に関する国際協調枠組みの強化の可能性に影響を与える国内要因を検証するポリ

シーレポート 

・越境大気汚染問題に関する地域協力を推進するための提言を含むポリシーブリーフ 

 

2. 影響戦略  

本研究は将来的な国際枠組みの可能性を含む、東アジアの大気環境管理の改善のための国際交渉

推進戦略に対して寄与することが期待される。研究結果はアジアにおけるコベネフィットを議論

する場にインプットされることが期待される。本プロジェクトは対象国において、大気環境管理

を政策的視点から研究する能力の向上を企図しており、地域的研究ネットワークの構築を視野に

入れている。 
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タイトル： (2) 持続可能な開発のためのバイオ燃料利用戦略                   

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

この数年間、多くの国々が意欲的なバイオ燃料推進政策を採用している。各国政府は、バイオ燃

料が(i) エネルギー安全保障、 (ii) 経済発展と貧困削減、及び (iii) 温室効果ガス（GHG）の排出

や大気汚染などの環境問題に寄与する可能性があるとして関心を示している（Elder, SVRK, 

Romero, and Matsumoto, 2008）。しかしバイオ燃料が持続可能な形で生産されていなければ、その

利用の急速な推進が逆効果となるおそれがある。バイオ燃料は、結局のところ、環境や社会に関

する問題を解決する以上に、新たな問題を引き起こすのではないかという懸念が広まっている

（Elder, SVRK, Romero, and Matsumoto, 2008）。さらに、本研究で取り上げるインドとインドネシ

アの2カ国における意欲的なバイオ燃料の利用推進計画では、経済的にさほど持続可能ではないこ

とが明らかになり、利用目標量を満たすほど生産を拡大することは困難であって現実的ではない

ことが示された。中国はすでに食用作物を原料とするバイオ燃料の生産を制限すべく政策を変更

しており、インドとインドネシアでも政策の見直しを検討している。バイオ燃料に関する持続可

能性基準を整備するための多くのイニシアチブが開始されており、様々な段階に進んでいる。こ

れらのイニシアチブは、それぞれが開発した基準や尺度を基に、各事例について自主的に持続可

能性の証明を試みている。しかし、それらの多くはいまだに開発段階である。 

 

2. 目的 

 

主な目的は、エネルギー安全保障、環境保全、そして貧困削減の3つを同時に達成するための成功

戦略と解決策を構築し、バイオ燃料の持続可能な生産と利用を推進することである。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

(1) 4 カ国におけるケーススタディ  

a.  中国 

b. インド 

c.  インドネシア 

d. 日本 

(2) バイオ燃料の持続可能性基準に関するイニシアチブ  

(3) IGES の環境経済（EE）グループが実施する政策影響評価ための経済モデル 

 

4. 研究のための質問 
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(1) アジア各国で現在生産・利用されている様々な形態のバイオ燃料に関する利点と不利点 

(2) アジア地域におけるバイオ燃料の生産・消費に関連する現行政策の評価 

(3) アジアにおけるバイオ燃料貿易による環境、社会、経済的影響 

(4) アジアの輸送機関におけるバイオ燃料の持続可能な利用に 適な政策オプション 

 

5. 方法 

 

ケーススタディ対象国における国レベルのバイオ燃料政策と現状を確認するため、政策のギャッ

プ分析、市場分析、ステークホルダーに対するインタビュー、一次資料や二次文献の分析などの

方法を採用する。現地調査は対象国のうちの途上国（中国、インド、インドネシア）で実施し、

政策立案者やステークホルダーへのインタビュー、供給原料の生産エリアの視察も併せて実施す

る。バイオ燃料に関する政策オプションの経済と環境への影響を評価するため、GTAP6に基づく

GTAP-BIOデータセットを用いたCGEモデルが開発されている。さらにIGESは、包括的で世界規

模のイニシアチブの一つである「持続可能なバイオ燃料に関するラウンドテーブル」に直接参加

しているが、ここでは、複数のステークホルダーによる対話が、スイス連邦工科大学ローザンヌ

校（EFPL）によって組織されている。 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

政策に関するIGESの研究は、政府関係者やその他のステークホルダーへのインタビュー、政府関

係書類などの一次調査に基づいて行われる。IGESは、インドネシアとインドにおいて、行政機関

の上層部にアクセス可能であるため、情報の質は高い。政策に関する情報は刻々と変化するため、

IGESが進めている政策研究はそうした意味で重要である。経済のモデリングに関するコンポーネ

ントは 高水準にあり、GTAPのモデルにバイオ燃料を加える修正を行っている。IGESはバイオ

燃料について、いかなるビジネス上の関心も持っておらず、商業的利害ともつながっていないた

め、研究内容は他の機関のものよりも客観性が高いと考えられる。  

 

（IGESのコア・コンピテンスとの関係）  

IGESは2年間にわたってバイオ燃料の研究を続けている。鈴木教授は工学的分野について幅広い

知識を有している。Mark Elderは産業政策分野を専門としている。佐野大輔は農業分野、小嶋公史

はモデリングが専門である。Anindya Bhattacharyaはエネルギー問題とモデリング、Jane Romeroは

運輸分野が専門である。  

 
II. 人材、財源の配置  

 

(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 
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2010年度は、2008年度に開始した3年間のプロジェクトの 終年となる。 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

IGESのバイオ燃料に関する研究は、「持続可能な開発のためのバイオ燃料の利用戦略（BforSD）」

（2008～2010年度）と題する共同研究プロジェクトにより実施されており、中心となっているの

は東京大学のサステナビリティ学連携研究機構（IR3S）である。その他のパートナーは、農業・

生物系特定産業技術研究機構（NARO）、国連大学高等研究所（UNU/IAS）、及び大阪大学であ

る。本研究は、地球環境研究推進費を通じて日本の環境省の支援を受けている。研究には7つのサ

ブテーマがあり、IGESは、アジアにおけるバイオ燃料の影響評価に重点を置くサブテーマを担当

している。  

 

(II) 人材の配置  

 

必要な専門知識 

産業開発政策、経済モデリング分析、再生可能エネルギー、農業/地方開発、運輸関係の知識 

 

必要なスタッフ数及び人/月 

- サブテーマリーダー（0.5 人/月） 

- プロジェクトの全体調整（3人/月） 

- A国のケーススタディ（4人/月） 

- B国のケーススタディ（4人/月） 

- C国のケーススタディ（4人/月） 

- D国のケーススタディ（4人/月） 

- EEによるモデリング分析 

- 地域レベルの政策調整に関する研究（2人/月）  

- 運営、予算管理、報告書作成（2人/月） 

合計23.5人/月及びEEからの人員 

 

(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 8 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 
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地球環境研究総合推進費により実施予定 

 
III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

（2010年度） 

• 雑誌論文 1 本または書籍 

• IGES 政策研究報告書 4 本（4 件のケーススタディ、インドにおけるモデリング研究を含む） 

• 政策概要1本 

 

2. 影響戦略  

 

• IGESは、複数のステークホルダーが関与する世界的なイニシアチブである「持続可能なバイ

オ燃料のためのラウンドテーブル」に参加しており、そこではバイオ燃料の持続可能性に関

する国際基準の策定が進められている。BforSDに関する研究成果はすべて、BforSDの諮問委

員会のメンバーの一人を通じて、国際バイオエネルギー・パートナーシップ（GBEP：メンバ

ーの多くは各国の政府関係者）に伝えることができる。  

 

• IGESは、インドネシアのバイオ燃料政策に関わる主要関係者とコンタクトを取ることができ

るため、 終提言の作成に向けてヒアリングを行うことが可能であると確信している。IGES

とインドネシア政府との直接の関係も比較的良好である。  

 

• BforSDプロジェクト全体のリーダーである竹内教授は、COPにおける研究成果の発表を計画

している。IGESによる研究成果に関しては、COPでの発表の支援が可能である。  

 

• IGESの研究が、「持続可能な資源管理に関するアジア地域セミナー」で紹介されたことがあ

る。 

 

• バイオ燃料に関する研究は、IGESが関与する他の政策プロセス、ネットワーク、フォーラム

に向けて検討することが可能である。 
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タイトル：（3）参加型環境意思決定 (保留) 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

アジア太平洋地域は、持続可能な開発の実現を目指しながら天然資源と環境の健全な管理を推進

する中で、急増する課題に直面する状況が続いている。環境影響評価の手続きなどの意思決定に

一般市民が幅広く参加することは、天然資源と環境の効果的かつ 適な管理を推進する上で不可

欠である。情報共有化の制限、いわゆる情報の非対称性が 適な意思決定を妨げ、長期的な持続

可能性に不利益をもたらしている。  

 

環境に関する意思決定へのアクセスが、アジア太平洋地域における重要な課題であることは、世

界資源研究所を中心とするアクセスイニシアチブ（TAI）が発表した報告書などをはじめとする各

種報告書に示されている。環境に関する参加型意思決定を推進するためには、環境情報の収集過

程・方法、情報の発信手段、環境に関する意思決定過程、関連機関の能力や人材などの多くの側

面について取り組む必要がある。例えば、アジア太平洋地域で情報自由法（FOIA）を採用してい

るのは一部の国に留まっている。FOIAを採用している国でも多くの例外規定が設けられており、

これらがFOIAの目的を骨抜きにしていると言われている。多くの国の政府は、環境に関する情報

を公共財として認識しておらず、プライバシーと国の安全保障を口実に抱え込んでいる。 

 

NGOや地元住民のリーダーは、環境に関する意思決定過程の問題に取り組んでいる。彼らの多く

は、環境影響評価（EIA）手続への参加を求めて報告書などを入手しているが、参加に失敗したり、

環境遺産の保護、及び地元社会における天然資源の公平・公正な割当の確保をめぐる投資家や企

業との交渉において困難に直面したりすることが多い。天然資源の利用については様々な紛争が

生じており、その対象は鉱山資源、土地保全、水力発電所の建設、埋め立て、化学薬品の流失・

残留、エビ養殖場など多岐にわたる。人権侵害が申し立てられる場合もある。NGOや地元住民の

リーダーなどのステークホルダーが環境に関する意思決定に成功裡に参加し、便益や天然資源に

よる収益の公平な配分を確保するためには、適切な訓練によって報告書の解釈、交渉、ステーク

ホルダー/地元の動員におけるスキルを強化する必要がある。これらのリーダーには、こうした地

元の問題を長期的観点からマクロ政治問題に結び付けるスキルが必須である。さらにリーダーは、

地元のステークホルダーが、これまでと異なる行動を緊急にとる必要性とその便益を容易に理解

できるよう、行動した場合としない場合のコストと利点を理解しやすい言葉で示す必要がある。  

 

アジア太平洋地域に固有の政治、社会・経済、文化的状況に対応するため、環境に関する意思決

定を推進させる様々な政策やツールが導入されているが、先進国では、統一的な標準政策モデル

が生まれている。一般市民による環境情報へのアクセスを推進するために取り組まれている進歩

的なイニシアチブには、例えばインドネシアの「公害対策、評価、格付けのためのプログラム
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（PROPER）」があるが、これはインドネシア環境管理庁（BAPEDAL）が主導する革新的な環境

情報開示プログラムである。中国のNGOである公共環境問題機関は、民間企業の環境管理パフォ

ーマンスに対する格付けを行っている。これらの2つのプログラムは、民間企業に対する環境規則

の遵守の推奨、及び環境パフォーマンスの強化を目的としている。こうした優良事例は、他のセ

クターや域内の他の国々に波及する可能性がある。欧州や北米で用いられるシナリオメソッドは、

環境に関する参加型意思決定における必須要素である人的・制度的資源の強化に有用な技法を提

供するものである。この方法を用いることで、ステークホルダーは、通常のシナリオにおけるビ

ジネスがもたらす結果について想像し、他の選択肢や必要なプロセスを考察することが可能とな

る。本研究では、シナリオメソッドをアジアで実践するための方法について模索する。  

 

本研究では、環境ガバナンスへ市民が参加するための重要な問題を取り上げる。地元のステーク

ホルダーを環境に関する意思決定に成功裡に参加させ、 善の決定を導くためには何が必要か。

こうした意思決定への参加を確実に行うための鍵となるパラメータは何か。  

 

2. 目的 

 

(1) 環境に関する参加型意思決定に資する政策・制度上の枠組みにおける重要なコンポーネント

を特定  

(2) 環境規制違反を抑制し、特に企業による環境パフォーマンスを向上させるための方策に関連

する環境情報の主な特徴を明確化  
(3) 環境情報、特に環境影響評価報告を参加型意思決定のためのツールとして活用し、環境と天

然資源管理に関する 適な決定に到達するプロセスを解明  
(4) 環境に関する参加型意思決定の推進に資する社会的能力強化のための訓練プログラムについ

てモデルを開発し、主な特徴を明確化  

(5) 環境に関する参加型意思決定による紛争解決のための方法を確立 

(6) 参加型意思決定のモデルとして提案されている政策やツールの可能性と制約を考察   

 
3. 主なコンポーネント 

 

(1) 環境情報へのアクセス：EIA、FOIA、及び環境情報に対する市民のアクセス推進に関わる政

策や制度上のメカニズムを精査  

(2) 参加型意思決定に関するケーススタディとしての現在の政治・制度上の枠組みと社会的能力

の評価、及び参加型意思決定のための政策・制度上の枠組み整備と、シナリオメソッドに基

づくNGOや地元住民のリーダー/各メンバーに対する訓練プログラムを支援するためのパイ

ロット活動 
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(3) 環境に関する参加型意思決定による紛争解決：地元住民レベルにおける具体的な問題を選定

し、紛争解決方法を実験する。地元レベルの紛争解決から得た教訓を 適なマクロ政策の立

案に生かしていくプロセスの追求を目指す。  

 
4. 研究のための質問 

 

(1) 環境に関する参加型意思決定に資する政策・制度上の枠組みにおける重要なコンポーネント

は何か  

(2) 環境規制違反を抑制し、特に企業による環境パフォーマンスを向上させるためには、環境情

報に関する方策をどのように適用するのが 適か  

(3) 環境情報、特に環境影響評価報告をいかに効果的に参加型意思決定のツールとして活用し、

環境や天然資源管理に関する 適な決定に到達するか  

(4) 制度の連携や運営が参加型意思決定の効率性にいかに影響するか 

(5) 環境に関する参加型意思決定に資する社会的能力強化のための訓練プログラムのモデル及び

主な特徴は何か  

(6) 環境に関する参加型意思決定による紛争解決のための望ましい方法とは何か 

(7) 地元レベルの環境管理における成果をマクロ政策の形成プロセスに結びつけるためのメカニ

ズムはいかに整備されるか  

 

5. 方法 

 

本研究は以下の方法と活動を通じて進められる。  

(1) 文献レビュー  

(2) インタビュー  

(3) 質問票による調査 

(4) ワークショップ  

(5) ケーススタディ  

(6) パイロット活動 

 

これらを実施する中で、環境に関する参加型意思決定を推進するための社会的能力を決定する重

要なパラメータの特定に努める。次に、多因子分析を基に社会的能力に関する複数の因子の相互

作用を精査し、効果的で望ましい意思決定を実現するための社会的能力を 大にするこうした因

子の 適な組み合わせを模索する。  

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む）  

 

(1) 提案されている研究コンポーネントは、アジア太平洋地域レベルにおいて、環境管理及び持

続可能な分野におけるFOIA、社会的能力、さらに紛争解決などを含む全体的視点から、環境
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に関する参加型意思決定を評価・分析することである。このような研究は、これまで地域レ

ベルでは行われていない。  

 

(2) さらに本研究では、参加型意思決定を推進し、環境に関する意思決定のための社会的能力を

強化させるツールとして、シナリオメソッドを用いることを目指している。シナリオメソッ

ドは、他の地域において有用性が証明されていたものの、アジア太平洋地域では実質的には

導入されていない。  

 

(3) 提案されている研究プログラムでは、シナリオメソッドを用いた参加型意思決定の実質的な

適用を、パイロット活動として実施する予定である。環境問題の紛争解決に関する実験にお

いては、他の地域ではシナリオメソッドによるアプローチを取り入れているが、アジア太平

洋地域ではそうした方法が取られていない。  

 

（IGESのコア・コンピテンスとの関係）  

IGESは、過去の研究プログラムの中で、環境管理への参加問題を取り上げてきた。第4期研究計

画では、「能力開発と教育」プロジェクトに、情報アクセスとステークホルダーの能力強化に関

するいくつかのコンポーネントが盛り込まれ、さらにこれらはアジア太平洋環境開発フォーラム

（APFED）、アジア欧州財団（ASEF）のアジア欧州環境フォーラム、PMO/IACチームが主導す

るアジア環境法執行ネットワーク（AECEN）の重要コンポーネントとして実施されている。 

APFEDのショーケースプログラムとアワードプログラムでは、優良事例に関するケーススタディ

が、例えばバングラデシュにおける環境情報へのアクセスや中国における環境問題を扱う弁護士

の養成などについて実施されている。ASEFの事業では、シナリオメソッドが訓練指導者の養成に

用いられているが、実験ベース段階であって、実質的な適用には至っていない。本研究では、第4

期の活動、特にPMO/IACによる活動を活用しながら、参加型意思決定に関する研究による有用な

成果を提供し、地域における持続可能な開発の達成に資する意思決定へのステークホルダーの参

加をさらに拡大するための、現場や政策に関する具体的な活動を明らかにしていく。  

 
II. 人材、財源の配置 

 

(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

以下の表は、本研究業務の実施スケジュールを示したものである。表中では、四半期別に当該業

務が集中的に実施される時期にマークを付けている。ただし、各業務は、マークが付いていない

期間にも、ある程度は実施される。 
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業務 2010年度 2011年度 2012年度 
1. 文献レビュー x x x x         
2. ワークショップ  x  x  x  x  x  x
3. インタビュー/質問票による調査  x  x  x  x  x   
4. ケーススタディ   x  x  x  x    
5. パイロットプロジェクト   x x  x x  x x   
6. 報告書/論文作成   x x   x x   x x 

 

 
2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

本研究は、主任研究員1名、研究員3名、研究管理コーディネーター1名で構成するチームが担当す

る。このプロジェクトは、IGESのガバナンス・能力開発グループとプログラム・マネージメント・

オフィスが合同で進める。  

 

(II) 人材の配置  

 

主任研究員は、担当する研究業務のほかに研究活動全体の調整を図る。主任研究員と3名の研究員

は、テーマと地理的位置を基に割り当てられた研究業務を担当する。研究管理コーディネーター

は、管理業務に加え、研究成果をウェブサイトや適切なメディアを通じて発信するための準備作

業に協力する。  

 

(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

パイロットプロジェクトとしては、APFEDのショーケースプログラムが2010年度から2011年度に

かけて継続する予定である。パイロット活動に対して、APFEDのショーケースプログラムからの

資金提供が提案されている。 

 

さらに、AECEN、ASEF、アジア基金、ASEAN、アジア開発銀行、UNEP、及び環境に関する参

加型意思決定を支援する可能性のあるその他の機関からの外部資金も検討し、この研究に必要な

資金の確保に努めていく。  

 
III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 
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パイロットプロジェクトやケーススタディを基に、環境に関する参加型意思決定について研究報

告書を作成し、各国の事情のほか、FOIAやEIAの適用といった別のサブトピックを取り上げる予

定である。  

 

地域全体に関する報告書も毎年作成し、注目すべき進展や重要課題を重点的に示して行く。  

 

域内各国の現場レベルでの実践的な使用に向けて、環境に関する参加型意思決定のためのマニュ

アルとハンドブックを作成予定である。 

 
IGESは、本研究のスポンサーに予定されている機関のほかにも、環境管理と持続可能な開発に関

する政策研究機関のアジア太平洋地域ネットワークであるアジア太平洋戦略研究機関ネットワー

ク（NetRes）、さらに世界資源研究所やその他の関連組織とも連携していくつもりである。  

 

研究成果は共有され、AECEN、ASEF、その他のネットワークをはじめとする地域/地域間プロセ

スに対するインプットの重要な一部として活用されていく。さらに、これらの地域/国際的プロセ

スである第6回アジア太平洋環境と開発に関する閣僚会合（MCED、VI）、生物多様性条約（CBD）

第10回締約国会議、東アジア会合、国連持続可能な開発委員会（CSD）、及び2012年サミットな

どに対してもインプットを提供していくつもりである。  
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タイトル：（4） アジアの持続可能な消費のための能力開発と教育 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 
アジア太平洋地域は、非常に急速な消費者層の拡大を経験しており、世界 大の消費者層を擁す

る地域となっている。この地域の消費者層は世界全体の 29％に達し、世界の民間消費の 21.4％を

占めている。しかし域内人口の大多数は依然として極度の貧困の中で生活しており、新たに実現

した消費者層に参加する機会をほとんど有していない。 

 

ASEAN+3 環境大臣会合のためのハイレベル非公式会合（2009 年 8 月 6～7 日）において、気候変

動パートナーシップ及び持続可能な開発のための環境教育に対する地域協力（EESD）が、低炭素

社会の実現に向けた主な優先事項に含まれることが確認された。日本は、EESD に関する地域レ

ベルの研究に対して協力を申し出ており、中国と韓国からの支援も確保している。両国の支援に

ついては、中国では環境に対する市民の意識啓発、韓国ではグリーン成長に関する教育を優先事

項としている背景がある。持続可能な生産と消費に関する第 2 回 ASEAN＋3 リーダーシッププロ

グラム（2009 年 8 月 8 日）では、気候変動の根本原因である消費者層の需要拡大がもたらす影響

を緩和する上で重要な手段である持続可能な消費と生産（SCP）に関して、各国レベルの政策を

形成・支援していくことが関係省庁に求められている重要な役割であることが強調された。特に、

マラケシュ・プロセス 10 年枠組みプログラムの構築に際しては、SCP の推進のためには、持続可

能な消費のための教育（ESC）が、EESD のテーマ全体の中で特に重要であると認識されている。  

 

マラケシュ・プロセスでは、消費者の行動が現在の持続不可能な開発の主たる要因であると見な

している。さらに同プロセスでは、個々の消費者を主要アクターと認識した上で、政府が持続可

能な消費の推進を目標として掲げる必要があると指摘している。イタリアとスイスが主導するタ

スクフォースは、ESC と持続可能なライフスタイルに関する政策研究が、低炭素社会への移行に

向けて重要な分野であるにも関わらず、極めて不十分であると認識している。持続可能な消費を

市民に普及させるためには、消費者行動を対象とした研究や政策に直接的な重点を置く必要があ

り、マラケシュ・プロセスでは、2009 年 10 月に責任ある生活に関する教育と研究のためのパー

トナーシップ（PERL）を開始して、持続可能な消費への自主的参加を促すための研究/政策業務

の継続に努めている。 

 

持続可能な開発のための教育の 10 年（2005～2014 年）計画と活動では、持続可能な開発の達成

に必要な責任ある市民としての行動を推進する も重要な手段である教育について、その改革や

幅広い理解の重要性が強く提唱されている。広義の教育では、公式・非公式の教育慣行について

のみ考察するのではなく、日常生活の慣行を、学習成果の中核的目的として組み入れることの重

要性を認識しなければならない。ESD を単なる情報提供以上のものに発展されるためには、参加



 

178 

型の学習や経験学習の方法に重点が置かれるべきであり、カリキュラムや教育活動を、自らの行

動の影響を評価するための分析ツールを学習者に身につけさせるもの、これらの情報を世界の環

境の現状と関連付けるもの、そして応用の過程を通じて、低炭素社会への移行に向けた新たなメ

カニズムをテストするものに変えていく必要がある。教育に関するこうした新たなコンセプトは、

世界の専門家や学術界によって十分に理論化されているが、政策における実践、カリキュラム整

備や具体的慣行においては相当のギャップが存在している。このギャップを解消するための取組

みが、今後、ESD 研究及び政策を進める上で対象とすべき分野である。 

 

こうした現状を持続可能な消費のための能力開発と教育の提供に反映させるためには、能力開発

における優れたメカニズム、及び各国/地域レベルにおける効率的な ESC 政策を特定するための研

究が緊急に求められている。マラケシュ・プロセスの一環で行われている国際協議では、現在の

研究における主なギャップとして、1) 消費者行動に影響を与える各国レベルのメカニズム、2) 政

策立案者に対する研修による ESC リーダーシップ、3) 地域協力と優良事例を推進するための政治

対話、の 3 点を指摘している。    

 

2. 目的 

 

この研究の 終目標は、「各国政府に対して、市民社会による持続可能な消費と責任あるライフス

タイルへの自発的参加を促し、低炭素社会への移行を進めるための戦略的な政策提言を提供する

こと」である。  

 

上記に基づき、この研究では、以下の 5 つの具体的目的を設定している： 

1) 責任ある消費者行動を促し、持続可能な消費行動を奨励するための政府レベルのメカニズム

の検討 

2) ESC を各国・地域レベルで実施するための政府による効果的な戦略の特定 

3) 政策に関する意思決定者向けの研修や能力開発を通じての、効果的な ESC リーダーシップの

確保 

4) 持続可能な消費の推進における市民社会の組織やイニシアチブの重要な役割に関する調査 

5) 東アジア各国における ESC のための地域ネットワークの推進、及び持続可能な消費に関する

政治対話の強化 

 

本研究では、消費行動に影響を及ぼす主な手段としての教育

と情報の提供を一次方策と位置付けており、持続可能な消費

慣行の推進に向けた各国政府のメカニズム調査においては、

これらの方策に主眼が置かれる。  

 

規制や経済面、協力体制などの方策は、この研究テーマにお

ける二次方策と認識しているため、研究の中では、持続可能

表 1 SC 推進に向けた政府の

行動に関する研究 

国別メカニズム： 
消費者行動に 
影響を与える方法 

政治対話： 
協力関係と 
優良事例 

ESC リーダー

シップ： 
政策立案者に

対する研修 
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な消費を可能とする状況の創出や実質的な障害の除去にこれら

が適用される場合に限定して取り上げていく。一次方策と二次方

策を区別することにより、この研究と SCP グループが提案して

いる研究を横断的に協力して進めることが可能になり、同時に、

研究における大幅な重複の回避や時間の節約にもつながる。 

 
3. 主なコンポーネント 

 

1) 各国政府が責任ある消費行動を推進し、持続可能な消費慣行

を奨励するための戦略的メカニズムに関する「政策研究」－

明確な評価基準の整備など  

2) ESC に対する責務及びその推進テクニックに関する政策立

案者による理解の向上を目指した「ESC リーダーシップの

ための能力育成に関する研究」－ESC の実施戦略など 

3) アジア太平洋地域における ESC に関する優良事例の特定、

及び政策協力と戦略的研究の強化による「政治対話の推進」

－ESC に関する地域ネットワークや PERL との国際的なパ

ートナーシップの構築など 

 

4. 研究のための質問 

 

この研究における重要な課題は、「個々の消費者が持続可能な消

費と環境に責任を持つ行動のための意思決定を行うという慣行

をどのように推進するか」ということであり、それに関するサブ

課題が以下の 4 点である。 

 

 

1) 消費者行動に影響を与え、持続可能な消費と責任あるライフスタイルへの市民社会の自発的

な参加を促す重要な手段は何か。 

2) アジアにおける消費行動の前提となる固有の状況とは何か、そして持続可能な消費を推進す

る上で政策立案者が考慮すべきことは何か。 

3) ESC 及び消費者の意識啓発キャンペーンを成功させるために必要な戦略的政策ステップは何

か。 

4) いかにして持続可能な消費に関する能力開発に多くのステークホルダーを参加させるか、そ

して地域協力を推進させる方法は何か。 

表 2 研究枠組みの概要 

終目標 
消費者による持続可能な意

思決定・選択を推進するため

に政府が活用できるメカニ

ズムの特定 

主たるアクター： 
各国政府と政策 
二次的アクター： 
非政府的要因・活動 

主要課題 
個々の消費者が持続可能な消

費と環境に責任を持つ行動の

ための意思決定を行うという

慣行をいかに推進するか 

 消費者の行動に影響を

与える手段の特定 
 ESC 戦略の提供 
 評価基準の整備 

一次手段： 
・教育 
・情報 

政策研究テーマ 
1. 国別メカニズムの研究－消

費者行動に影響を与える方

法 
2. ESC リーダーシップの研究

－ESC の推進に関する政策

立案者に対する研修 
3. 政治対話に関する研究－地

域協力と優良事例の推進 

成果物の主な活用目的： 
消費者行動に影響を与え、持

続可能な消費慣行を導く 

主たる成果物 
各国政府が取り組む持続可能な消

費行動の推進を支援する政策提言

研
究
テ
ー
マ

研
究
の
重
点
分
野 
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5. 方法 

 
各国のメカニズムに関する研究 – 消費者の行動に効果的に影響する方法を取り上げる 
 

この研究は、ESC 活動が消費者行動に与える影響に関する基礎研究（質問票による調査とケース

スタディを実施）、及び既存の政策とその実施状況の精査を基に進めていく。  
 

評価のための戦略的モデルは、消費者行動に影響を与えるメカニズムの論理的モデリングから開

発される予定である。このモデルは主な研究の分析に適用され、証明にも用いられる。  
 

評価のモデリング業務は、優良事例の特定においてケーススタディの分析に使われる評価基準の

整備に資するものである。精査の主な方法は質的行動研究に基づくものであるが、これらはさら

に構造的な実証分析を可能とする上述のモデルや基準の整備を目指して使用される。  

 

ESC リーダーシップ研究 – ESC の推進に関する政策立案者向けの研修を整備 
 

この研究は、政策立案者が現時点で有している ESC 関連の知識における得意分野と弱点を把握す

ることから始める必要がある。これらは、現行の政策枠組み及び戦略的計画の見直し、研修教材

やカリキュラムの評価、担当者へのインタビューを通じて行われる。研究をさらに進めるために

必要な分野は、予備段階で特定する。 
 

上記の研究コンポーネントの中で評価モデリングの一環とされている、消費者行動に影響を与え

るためのメカニズムに対する理解を活用し、政府の担当者がイニシアチブを推進するための消費

者 ESC 戦略を策定する作業が進められる。それに対応し、本研究では、ケーススタディや実施戦

略の見直しを通じて、ESC を成功裡に実施するために必要な戦略的政策ステップの特定に努める。  

 

政治対話に関する研究 – 地域協力と優良事例の推進 
 

この研究では、活動ベースの対話分析を活用し、経験教育の理論的方法を、分析に対する理解を

提供するものに変えていく。インタビューの収集と資料評価を基に、Ely （1991）の「思考ユニ

ット（thinking unit）」モデルが、主な対象分野に関する経験的理解を得るために適用される。  
  

ESC の支援に対する複数のステークホルダーの協力に関する研究は、持続可能な消費行動の取り

込みを推進するためのセクター横断的な協力体制の可能性を判断するために実施される。 
 

初のコンポーネントで整備される評価基準は、優良事例の記録枠組みの構築とその普及に適用

される。 後に、政治対話の向上に向けて、ESC に関する地域ネットワークの構築、及び協力関

係の奨励と優良事例の推進を目指した国際的なフォーラムへの参加が進められる。 
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6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む）  

 

本研究の重要性 

  

1) 本研究では、「持続可能な消費のための教育」について、政策立案者と教育関係者が容易に利

用可能なモデルを提供し、専門家の分野で理解可能なESCの定義を明確にする。 

2) 本研究は、政府が責任ある消費者行動を推進し、持続可能な消費慣行を奨励するための戦略

的メカニズムについて、アジアで初めて明確に調査するものとなる。  

3) 本研究は、ESCリーダーシップのための能力開発方法について、初めて明確に調査するもの

となる。  

4) 本研究では、ESCイニシアチブの評価基準及び消費者に対するESC実施戦略が策定される。  

5) 本研究は、ESCに関する複数のステークホルダーの協力関係の推進、持続可能な消費に関す

る政治対話の強化、ESCに関する「地域ネットワーク」の強化につながるものである。  

6) 本研究は、「世界レベルの政策」に影響を与える明確な機会を提供し、世界規模のSCPを達成

する上でのアジア太平洋地域の重要性に対する認識を高めるものである。 

 

（IGESのコア・コンピテンスとの関係） 

2008年度と2009年度の様々な研究活動から、能力開発と教育（CDE）プロジェクトは、ESC関連

のプロジェクトに取り組むための詳細な知識とスキルを獲得している。特に地域レベルのワーキ

ング・パートナーシップが、アジア諸国の省庁間や、ASEAN、UNESCAP、UNEP、UNESCO、欧

州消費者市民ネットワーク（CCN）、責任ある生活に関する教育と研究のためのパートナーシッ

プ（PERL）などの国際組織の間で構築されている。現在の研究業務及びCDEプロジェクトのパー

トナーシップは、第5期の強みとなるものと見られる。   

 
II. 人材、財源の配置  

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

第 5 期の 3 年間： 

1) 初年度（2010 年度）－ 北東地域各国の ESC 政策における優良事例のメカニズムの検討 

2) 2 年目（2011 年度）－東南地域各国の優良事例と政策手法の整備、及び持続可能な生計のた

めの能力開発と教育の拡大 

3) 終年度（2012 年度）－東アジア地域におけるプロジェクトの成果とメッセージを統合する

ため、過去 2 年間のプロジェクトに関する全体/詳細分析を実施 
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2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 
CDEプロジェクトに関する 近の研究活動では、IGESが、ESCに関する研究と戦略的政策立案の

地域ハブの役割を担う可能性が高いことが指摘されている。 

 

CDEプロジェクトは、以下のネットワーク、及びESCに関わるイニシアチブと連携している。  

 

1) 世界規模のイニシアチブ 

• GSSL（持続可能なライフスタイルに関する世界調査）：UNEPがマラケシュ・プロセスを支

援するために進めている世界規模のイニシアチブ 

• マラケシュ・プロセスにおける持続可能なライフスタイルに関するスウェーデンのタスク

フォース 

• PERL：研究で得られた証拠を2010年のマラケシュ・プロセスの評価に取り入れるための世

界規模のイニシアチブ 

 

2) 日本におけるネットワーク及び政府機関 

• 内閣府の経済社会総合研究所と消費者庁（消費者庁は、2009年9月の第1週に発足予定） 

• GPN（グリーン購入ネットワーク）：企業、地方自治体、消費者グループ、環境NGOなどで

構成する、3,000あまりのメンバー組織を擁する共同組合 

 

3) 他国の機関 

• 環境教育コミュニケーションセンター、環境保護庁 

• グリーンキャンパス・イニシアチブ（韓国） 

• 大統領直属のグリーン成長委員会（韓国） 

 

北東アジアにおけるESCの地域ネットワークの構築は、かなりの広がりを見せている（ASEAN＋3

の国々も含めて拡大予定）。2009年7月にCDEプロジェクトが北京で開催した地域ワークショップ

では、日本、中国、韓国の政府関係者による暫定合意が結ばれた。 

 
(II) 人材の配置 

 

研究スタッフが 2 名必要である。1 名は、環境教育と行動科学の専門知識、及び 10 年以上の経験、

もう 1 名は、社会科学の専門知識及び 3 年以上の経験を有するものとする。  
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(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 5 百万円 

 
2. 既得・応募予定の外部資金 

 
神奈川県からの補助金（予定） 
三井物産環境基金（申請中） 

 
III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

• IGES政策報告書1本 

• IGES研究報告書1本 

• IGES政策概要2本 

• 雑誌論文2本 

 

2. 影響戦略  

 

ESC に関する研究の主な目的は、政策アドバイスを提供し、持続可能な消費に対する市民社会の

自発的参加による低炭素社会への移行を支援することである。マラケシュ・プロセスの 終目標

は、SCP につながる政策の詳細を定めた「プログラムの 10 年枠組み（10YEP）」を確立すること

である。2010 年（国連持続可能な開発委員会：CSD＋18）と 2011 年（CSD＋19）には 10YEP が

見直され、実施に移される。その後の 10 年間には、教育などの様々な側面からの持続可能な消費

の推進に向けて、世界、地域、国レベルでかなりの取組みが進められることになる。  

 

ESC は、ESC に関するイタリアのタスクフォースと持続可能な生計に関するスウェーデンのタス

クフォースが見直しを行っている優先分野である。持続可能な消費・生産及びグリーン成長プロ

セスに関するアジア太平洋ラウンドテーブルに関連して、地域レベルの業務も進められている。

しかし、政府が消費者の行動に影響を与え、持続可能な消費という選択肢を奨励するための方策

に関する研究には相当のギャップがある。持続可能な消費慣習の推進、政策立案者による強力な

ESC リーダーシップの確保、及び地域協力と優良事例を奨励する政治対話の推進には、効率的な

メカニズムの構築が各国政府に求められる。 
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したがって、ESC に関する証拠ベースの政策研究は、10YEP の見直しと今後の ESC 政策の実施に

向けた戦略的手段の構築に資するものであり、タイムリーかつ適切である。イタリアのタスクフ

ォースは ESC に関するガイドラインを作成しており、さらなる分析と精査が行われる。加えて、

ESC に関する研究を通じて国際的な政策に影響力を行使するための将来的なプラットフォームが、

PERL のためのパートナーシップ、及び 2009 年 10 月にワーキングメンバーとして参加した

IGES-CDE のプロジェクトの一環として構築されている。  

 

表 3 研究枠組み図 
 

 

主なアクター 

研
究
テ
ー
マ 

研
究
の
重
点
分
野 

各国政府と政策 

東アジア 
各国政府 
による協力

関係の奨励 

特定された方策 

• 教育 
• 情報 
• 規制 
• 経済 
• 協力 

二次的アクター

非政府的要因・

活動 

ESC を推進し消費者

に影響を与えるため

の戦略の提供 

成果物の主な利用目的 

消費者行動に影響を与え、 
持続可能な消費慣行を導く 

主なアウトプット 

各国政府が取り組む持続可能な消費行動の推進を支援

する政策提言 

研究テーマ 

1. 国別メカニズムの研究－消費者行動に影

響を与える方法 
2. ESC リーダーシップの研究－ESC の推進

に関する政策立案者に対する研修 
3. 政治対話に関する研究－地域協力と優良

事例の推進 

終目標 

消費者による持続可能な意思決定・選

択を推進するために政府が活用できる

メカニズムの特定 

主要課題 

個々の消費者が持続可能な消費と環

境に責任を持つ行動のための意思決

定を行うという慣行をいかに推進す

るか 

方策に関する研究の重点 

• 一次的重点：教育・情報関連の方策 
• 二次的重点：規制・経済・協力関連の方

策 
• 公式・非公式な教育を含めた教育の枠組

み（学校、地元社会、NGO などにおける

ESC の推進） 

教育による効果的な方策を推進し、持続可能
な消費の重要性に関する個人の理解拡大を図
る。他の方策を活用して持続可能な消費慣行

に対する支障を排除する。 

教訓
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付属書 6 
 

関西研究センター（ビジネスと環境） 

 
タイトル：（1） インドにおける低炭素技術の適用促進に関する研究 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

インドでは、 近の９％前後の経済成長率が今後も継続すると予想されており、近い将来、温室

効果ガス排出量の急増とともに、慢性的な電力不足と電力供給の不安定化に見舞われると予想さ

れる。同国は、現在、世界第 5 位の二酸化炭素排出国であり、一次エネルギー消費国としても世

界第 5 位である。低炭素技術の導入を切望しており、2012 年までに省エネルギー化を通じて 1 万

MW の節約を目指す「インド気候変動に関する国家行動計画（The National Action Plan on Climate 

Change in India）」に基づき、エネルギー効率化施策に高い優先度を与えている。産業・家庭部門

では 25%の省エネが可能であるが、強力な対策はまだ実施されていない。 

  

こうした背景を受け、日本はインド産業界へのエネルギー効率化技術の移転を検討してきた。し

かし、エネルギー消費が急増した商業ビルと中小企業が、これまで対象になってこなかった。そ

こで、これらの部門について、低炭素・エネルギー効率化技術の適用と移転に関する研究が必要

である。インド関係行政機関および規制を研究し、知的財産権取り扱いを明確にし、社会制度が

どのように技術移転の障壁になるかを明らかにして、より良い見通しのもてる社会科学的提案を

行なうことが重要である。  

 

インドではまた、電力供給制度が日本とは行なっている。したがって、求められるのは、日本サ

イドが定める条件を満たしつつ、インドの人材と関連産業技術レベルのニーズに十分見合った適

切な技術移転である。  

 

2. 目的 

 

抽象的な研究では、低炭素社会を目指す技術移転を取り巻く多様な問題を解決するには不十分で

ある。本研究では、具体的な低炭素・エネルギー効率化技術を選択して、エネルギー不足の商業

ビルおよび中小企業に適用するパイロットプロジェクトを提案する。このパイロットプロジェク

トの結果からは、技術と社会制度両面の課題が明らかになるはずである。 

 

本研究は、 終的には、技術者の技能向上・技術情報共有システムの創設・民間部門の新たな協

力体制を通じた相乗便益に基づく、グローバルに適用できる社会科学的枠組みの構築を目標にし

ている。 
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3. 主なコンポーネント 

 

コンポーネント 1：低炭素技術移転に関する政策と過去の事例の把握と分析 

• 低炭素技術に関する政策のレビュー 

• 日印両国における低炭素技術移転に向けたインセンティブとディスインセンティブ  

 

コンポーネント 2：日本 - 供給サイドからの分析 

• 適用可能な低炭素技術の選定と、温室効果ガス（GHG）排出削減可能性の分析 

• 日本企業の視点から見た低炭素技術移転に関わる重要な論点の抽出・分析  

• 設備費用、知的財産権等の問題の特定  

 

コンポーネント 3：インド - 需要サイドの分析 

• 技術需要の特定と、適用を推進すべき優先分野および部門の選定 

 

コンポーネント 4：排出削減に向けた低炭素技術の選定と優先度の決定  

• 省エネルギーに も有効な技術の選定  

• 普及に必要な技術面・規制面の改善の検討  

 

コンポーネント 5：パイロットプロジェクトを通じた分析と検証 

• F/S（フィージビリティスタディ）プロジェクトの選定と、技術仕様の検討 

• 設備とシステムの導入 

• 排出削減効率のモニタリングと評価、および改善分野の特定 

• 低炭素技術移転が環境、経済、社会に与える影響の分析と検討  

 

コンポーネント 6：パフォーマンス指標の開発と、低炭素技術移転に関する能力開発 

• パイロットプロジェクトの結果に基づく評価手法の開発と、日本側との整合性の検討 

• 技術開発能力向上に向けた提言 

• インドの研究機関と企業の能力向上 

• 低炭素技術に関する人材育成と知識の普及（トレーニングプログラムなど） 

• 低炭素技術に関するウェブサイトの設置と情報アクセスの改善 

 

4. 研究のための質問 

 

• 低炭素技術移転に関する既存の政策は何か、そうした移転がこれまで行なわれてきたか。  

• 日本から提供可能な技術とインドの技術需要に基づき、社会科学的機会と障壁は何か。 

• また社会科学的機会と障壁に基づき、望ましい技術は何か。それらの優先順位はどうあるべ

きか。 

• 低炭素技術の推進にどのような種類の認証制度と基準枠組みが必要か。 



 

187 

• 低炭素技術の推進に必要な能力開発政策は何か。それが存在する場合、どのように推進すべ

きか。 

 

5. 方法 

 

本研究は以下のとおり、行なうものとする。 

• 低炭素技術移転の政策と既存事例を知るための文献レビュー、および関係者とのワークショ

ップおよび聞取り 

• 日本から提供できる低炭素・エネルギー効率化技術をレビューするための専門家会合、ワー

クショップ、および聞取り 

• インドにおける技術ニーズと障壁の社会科学的背景を分析するための文献レビューおよびイ

ンド側関係者との会合 

• 適用と移転の可能な低炭素・エネルギー効率化技術を伴うパイロットプロジェクトの実施 

• 社会科学的知見に基づき技術的優先度を特定するための、日印両国の企業との会合、ワーク

ショップおよび現地視察 

• 低炭素技術移転を推進する認証制度枠組みと基準枠組みをリサーチするための専門家会合お

よび聞取り 

• 低炭素技術移転の推進に向けた人材育成・能力開発政策を明確化するための研究会合、聞取

り、および検討会 

• 結論を集約したファイナルレポート  

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

低炭素技術移転の具体的事例を精査することにより、検討すべき社会科学的機会と課題が明らか

になるはずであり、コベネフィットアプローチに基づく低炭素技術の国際的応用を推進する社会

科学的枠組みの開発が可能になる。  

 

（IGES コア・コンピテンスとの関係）  

IGES は、アジアにおける環境意思決定を支援する政策指向型（pragmatic）研究を行なう機関とし

て、さまざまな社会的行為者（ソーシャルアクター）の視点から気候変動に対する取組みを奨励

する有効な政策措置を提供する。経済と炭素排出の関係を地域や国のマクロレベルで検討するだ

けでは、明らかに不十分である。 
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II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

2009 年 6 月 1 日～2014 年 3 月 31 日（インド政府が研究開発（RD）を実施するまで、本研究は暫

定的である。RD が終了すると、本格的な研究がスタートする。RD は、2009 年度中にはまとまる

はずである。） 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

研究チームは、IGES 研究員とインドの専門家から構成される。IGES 研究員は、担当する研究活

動の全体的アレンジを行なうものとし、これには、研究枠組みのデザインと調査文書の作成、現

地の人々と協力して行なう調査活動のアレンジを含む。現地（インド）専門家は、データ収集の

ためにフィールドワークで協働する。プロジェクト開始後、インド・エネルギー資源研究所（TERI）

がパートナー機関になる予定である。 

 

(II) 人材の配置  

 

1) 必要な専門性  

関与する IGES 研究員には、企業環境管理の背景知識が必要である。特にインドに焦点をあ

てた環境経済および企業環境行動の分野での研究経験があれば望ましい。対象企業からより

良い反応を得るために、フィールド調査の経験が必須である。 

 

2) スタッフ人数 

研究員（客員研究員を含む）  

3 名（IGES が科学技術振興機構（JST）の基金を一部利用して人件費を負担） 

研究補助員  

2 名（IGES が JST 基金を利用して人件費を負担） 

民間部門からの客員研究員  

4～5 名（民間部門が人件費を負担） 

民間部門からの専門家 

10 名（民間部門が人件費を負担） 

 

3) 勤務時間 

常勤（20 日/月×12 ヶ月）：研究員 3 名、研究補助員 2 名 
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非常勤（20 日/月×2 ヶ月）：研究補助員 2 名 

上記の常勤・非常勤の研究員と研究補助員に加え、客員研究員と専門家が参加する（上記 2）

スタッフ人数の項を参照）。  

 

(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 24 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

JST-JICA プロジェクト自体が、外部資金により実施される。  

 

III.  インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文）  

 

以下の研究成果物を作成する。 

◈ 研究活動と主たる知見を要約したリサーチペーパー  

 

2. 影響戦略 

 

プロジェクトの影響を拡大するために、インドの産業部門における二酸化炭素排出緩和に関する

政策プロセスを追跡するものとする。研究から得られた関連の知見は、研究報告書の配布により、

速やかに周知するものとする。  
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タイトル：（2） 東アジアにおける企業のカーボンパフォーマンス改善のための市場ベース

の方策 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 
気候変動に緊急に対処しなければならないことから、低炭素社会（LCS）へのアプローチはこの

ところ多くの議論を引き起こしてきた。LCS の実施状況は、開発段階の異なる諸国間で明らかに

異なっている。日本のような先進国では、革新的環境技術の普及による二酸化炭素排出量の大幅

削減、ライフスタイルの変化、および適切な制度上の工夫により、LCS を実現できる。一方、ア

ジアの開発途上国においては、LCS は経済成長や貧困の根絶等、より広範な目標達成とともに進

められるべきである。LCS を目指す主要経済主体の中でも、産業部門の企業は、低炭素エネルギ

ーの使用か、生産プロセスの変更のいずれかにより、現在の CO2パフォーマンスを改善しなけれ

ばならない。今後 20 年間に、エネルギー供給インフラには莫大な投資が行なわれ、その中でも開

発途上国が約半分以上を占める。中国一国で発展途上国における投資総額のほぼ 3 分の 1 を占め

る予定である。しかし、これらのエネルギー部門向け投資の一部は、需要サイドであるメーカー

のエネルギー効率改善に振り向けるべきである。既存の不適切な政策を、撤回する必要がある。

たとえば、現在の金融メカニズムは、低炭素投資を奨励するうえで効果が低い。クリーン開発メ

カニズム（CDM）プロジェクトだけが、開発途上国で必要とされる低炭素投資のごく一部を占め

ているにすぎない。特に二酸化炭素価格について優先度を高くして、明確かつ安定した長期政策

を示すべきである。補助金、税金優遇措置、排出量取引スキーム等の市場ベースの方策（MBI）

が、企業の環境行動を変えるために極めて重要である。不適切な補助金や関税障壁を撤廃すべき

である。MBI を採用する主たる理由は、より低コストで従来の強制命令方式と同じ成果を生みだ

せるという理論的優位性である。図 1 では、3 レベルの MBI がそれぞれ、ある幅をもった政策オ

プションへ拡大してゆくことを示す。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

図1：MBIによる施策 

 

価格ベース 
既存市場で価格を変化

させることにより、行動

変化を推進する 

権利ベース 
新しい権利・義務を示す

ことにより、行動変化を

推進する 

市場摩擦 
既存市場をよりよく働

かせることにより、行動

変化を推進する 

例：税制変更、課徴金導入、

および補助金の給付 
例：キャップアンドトレー

ド制度または 
オフセット制度の導入

例：エコラベリング等に 
よる環境情報の開示 

可能な MBI 
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本提案は、経済戦略の強み、およびいくつかの基本的認識と証拠により、東アジアにおける企業

の CO2パフォーマンスの改善を目指す MBI 研究を示唆するものである。IGES 関西研究センター

（KRC／IGES）がアジア開発途上国で継続中の企業環境管理（CEM）研究を要約すると、競争的

ビジネス行動と、環境行動の改善の間に本来、矛盾はないことに気づく企業が増えてきている。

おそらく、この地域では市民社会の参画が少ないために、企業の環境への取組みは、経済的要因

に敏感であることが多い。コストを推進力とするアプローチをとれば、環境活動を取り入れるよ

う企業を後押しするうえで、より有効である。経済水準と二酸化炭素排出削減能力の間の強い関

連により、対象諸国を選定する。表 1 に示すとおり、東アジア 3 ヶ国の経済構造と二酸化炭素レ

ベルは、この地域を代表するものである。これら諸国の企業は、本提案で考えている、より詳し

い研究の対象となる。 
 

表 1 アジアにおける選定国のデータ（WDI データ 2007 から作成） 
 

指標 日本 中国 韓国 マレーシア インドネシア タイ インド 

総人口（百万人） 127.77 1318.31 48.46 26.55 225.63 63.83 1124.79 

GDP（実勢 US$）（10 億） 4384.5 3205.51 969.79 186.72 432.82 245.35 1176.89 

GDP 成長率（年率（%）） 2.1 13 5 6.3 6.3 4.8 9.1 

1 人あたり GDP（実勢 US$） 34315.6 2431.5 20012.2 7032.8 1918.3 3843.8 1046.3 

付加価値（農業：工業・サービス） 2:30:68 11:49:40 3:39:58 10:48:42 14:47:39 11:44:45 18:30:52

エネルギー使用量 
（kg 石油相当/1 人あたり、2005 年） 

4135 1319 4415 2570 798 1598 492 

CO2排出量（t/1 人あたり、2005 年） 9.6 4.3 9.4 9.3 1.9 4.3 1.3 

CO2排出量（t/1000 US$ GDP あたり、

2005 年） 
0.2695 2.5073 0.5718 1.7292 1.4659 1.5355 1.7564 

商品貿易（GDP に占める割合（％）） 30.4 67.8 75.1 173.1 48.6 119.8 30.8 

FDI 流入量（実勢 US$、百万） 22180 138413 1579 8456 6928 9498 22950 

 
東アジア諸国に注目するもう一つの理由は、MBI の実施で相対的に実りある経験をしてきたから

である。日本では、硫黄の排出に対して課徴金が徴収され、公害被害者への補償に充てられてき

た。自動車税は、自動車使用と燃料消費を抑制するために利用されている。中国では、公害排出

課徴金制度（PLS）が「公害発生者負担の原則」に基づいて数年前にもスタートした。全国的な

二酸化硫黄排出権取引等、いくつかの排出権取引プログラムが策定中である。グリーンクレジッ

ト政策等、複数の経済ツールがパイロットテスト中である。韓国では、炭素税が近い将来導入さ

れる見込みである。税の差別化をはかり、環境問題に取り組む韓国企業と公害防止施設に税金を

控除している。 
 
2. 目的 

 

本プロジェクトの全般的な目的は、産業界のCO2パフォーマンス改善を目指すMBIの策定と実施を

支援することである。これには、以下を含む。 
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2.1 省エネルギーと二酸化炭素排出削減の企業努力に関する政策のレビュー 

2.2 東アジア諸国における企業のCO2パフォーマンスの現行水準の調査と、企業が二酸化炭素排

出削減に踏み出す決定要因の特定 

2.3 典型的MBIに対する企業の対応のモニタリングと、政策の欠陥の分析 

2.4 企業がCO2パフォーマンスを改善するように奨励する経済政策枠組みの提案と、オプション

政策シナリオの評価実施 

 
3. 主なコンポーネント 

 

図 2 に示すとおり、本プロジェクトは、6 つのコンポーネントと研究タスクから構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 
アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 研究のコンポーネントとスケジュール 

 

 
コンポーネント 1：対象国における企業エネルギー効率化と二酸化炭素削減に関する政策の概観 

 

このコンポーネントでは、企業にエネルギー節約と二酸化炭素排出削減の奨励を目指す政策を全

体的に俯瞰する。企業のグループまたはセクターレベルで、個別企業に関する政策アプローチに

焦点をあてる。化石燃料補助金、自主基準に基づくラベリング、製品課徴金、税の差別化、取引

可能排出権の許可、二酸化炭素排出税、取引補助金等のインセンティブまたはディスインセンテ

ィブを使用する戦略についてレビューすべきである。産業部門の二酸化炭素削減について現行政

策の欠陥を明らかにする。このように事前に概観することで対象諸国における背景の理解が深ま

文献レビューと専門家からの聞取り

 
アンケート調査ウェブ上でアクセス可能なデータ

現場での聞取り

アンケート調査 

現場での面談と聞取り

C1： 対象国における企業エネルギー効率化と二酸化炭素削減

に関する政策の概観 

C2： 企業のカーボンパフォーマンスの現状と政策ギャップの

分析 

C3： 二酸化炭素排出に関する企業行動に対する補助金の影響

分析（化石燃料への補助金等） 

C6： 事例研究ごとの、個別ツールの、又は組み合されたアプ

ローチによるオプション政策シナリオの策定と評価 

統合サマリーと政策提言

経験と教訓 経験と教訓 

C4： 二酸化炭素排出に関する 
税金ツールへの企業の反応

C5： 二酸化炭素排出取引スキー

ムに対する企業の反応

2 年度の活動 

初年度の活動 

3 年度の活動 

ギャップの分析 ギャップの分析
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り、さらなる実証的な研究により MBI の明確化が図られる。 

 

コンポーネント 2：企業の CO2パフォーマンスの現状と政策ギャップの分析 

 

本セクションでは、企業のエネルギー利用の現状と二酸化炭素排出のレベルをモニターする。こ

の情報は、ウェブで利用できる情報と構造的なアンケート調査から集めた生データから入手する。

企業がその二酸化炭素排出の削減に踏み出す決定要因を特定し、分析する。ケース分析では、CO2

パフォーマンスの改善にあたり、企業努力のさまざまな推進要因と阻害要因の分析を試みる。こ

の要因分析から、現在の政策ギャップを埋める効果的ツールの開発に向けて研究の方向性が導き

出されると期待される。 

 
コンポーネント 3：企業の二酸化炭素排出行動に対する補助金の影響分析 

 

対象諸国では、二酸化炭素削減に向けた MBI の実施が遅れているようにみえる。合理的であるか

否かにかかわらず、補助金はこれまで採用されてきた主要な経済ツールである。本コンポーネン

トでは、化石燃料補助金、二酸化炭素削減に向けた企業努力への補助金など、施行中の補助金の

影響を分析する。この分析は、政策を回顧的な評価としてカテゴリー別に、フィールドでの聞取

りにより実施される。 

 

コンポーネント 4 & 5：炭素税による税の差別化と排出取引スキームに対する企業の反応 

 

コンポーネント 4 およびコンポーネント 5 は、並行して行なう。仮定される排出量上限のもとで、

典型的な価格ベースおよび権利ベースのツールに対する企業の反応をモニターすることが期待さ

れる。コンポーネント 4 では、一部のヨーロッパ諸国で成功裡に実施されてきたとおり、有効な

戦略として税の差別化を検討し、この政策による企業行動の変化を精査する。この典型的な価格

ベース・ツールの機能メカニズムは、企業判断を聞き取ることにより確認する。機能分析からは、

対象諸国の社会的、政治的、文化的背景に適応する政策の策定について証拠が得られるであろう。

同様に、コンポーネント 5 では大企業で広く実施されてきた排出権取引スキームについて、検討

する。 

 

コンポーネント 6：個別ツールまたは組み合わされたアプローチによるオプション政策シナリオ

の策定と評価 

 

終段階で、これまでの知見を用いて有効と思われる一連の政策シナリオの策定を支援する。こ

のセクションの中心的なタスクは、提案されたシナリオに包括的評価を行なうことである。個別

企業のケースにおける費用対便益（または効率性）分析は、評価にあたり有用な方法論となるで

あろう。現地訪問と企業レベルでの聞取りによりデータを収集し、 終的に、包括的サマリーと

政策提言を作成する。 
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4. 研究のための質問 

 

企業レベルでの一連の実証的な研究により、以下の疑問に回答が得られることを期待する。 

 

4.1 東アジアでは、企業の二酸化炭素削減を推進するための実践はどのような政策に基づいてい

るか。 

4.2 対象諸国における企業の現在の効率性とCO2パフォーマンスについてはどうか。また、CO2

パフォーマンスに関連して、企業行動を決定づけている要因は何か。 

4.3 企業は、そのCO2パフォーマンスの改善するためにプレッシャーまたはインセンティブをも

たらす典型的なMBI に対し、どのように反応するか。 

4.4 企業のCO2パフォーマンスを改善するために有効な政策オプションは何か。また、代表的な

会社にとって、オプション政策ツールの費用と便益は何か。 

4.5 ポスト京都議定書削減目標の実現に寄与する企業のカーボンパフォーマンス改善のために、

対象諸国の意思決定者に対してどのようなMBIを提言できるか。 

 

5. 方法 

 

本プロジェクトは、以下のアプローチを用いて実施する。 

 

5.1 文献レビューおよび比較分析 

5.2 ステークホルダーと制度理論等、従来型経済モデルと関連する社会学的理論を用いて企業環

境行動を説明できる研究枠組みの開発 

5.3 データ収集のための構造的アンケート調査と現地聞取り調査 

5.4 統計的とりまとめ 

5.5 徹底的な分析のための計量経済学的実践 

5.6 研究活動への助言や更なる参考意見を得るための円卓会議または諮問会議 

5.7 研究アウトリーチのためのワークショップ、セミナー、および刊行物の普及 

 
6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関連を含む） 

 

本研究により、産業部門の二酸化炭素削減を支援するために、東アジアにおけるMBIの策定と実

施に役立つ直接的な証拠がもたらされるであろう。また、本研究により重要トピックの新たな階

層が議論されるため、気候変動政策の研究分野におけるIGESのコア・コンピテンスを高められる。 

 

（IGESコア・コンピテンスとの関連）  

IGESは、アジアにおいて環境に関する意思決定を支援する政策指向型の研究を行なう機関として、

さまざまな社会的行為者の視点から気候変動に対する取組みを奨励するため、効果的な政策措置

を提供する。経済と炭素排出の関係を地域や国のマクロレベルで検討するだけでは、明らかに不
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十分である。主要経済行為者としての企業の環境行動を、常に観察する。オプション経済ツール

に対する彼らの反応は、政策の有効性に直接影響する。意思決定者に確信させるための前提段階

として、一連のフィージビリティスタディを通じて、代表的な措置について適切なロードマップ

が提供されなければならない。実証的な研究を行なうことで、その政策の方向性と独創性のため

にIGESの能力を大きく伸ばし、IGESと、大学等他の研究機関との違いが明らかになるであろう。 

 
II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

図2に示すとおり、本プロジェクトはデザインされた一連の活動により、3年間実施される。 

 

初年度（2010年度） 

◈ まず概要を把握するための情報収集 

◈ 詳細な研究プロトコルの明確化と分析手法の確認 

◈ 比較優位性のある現地研究パートナーの決定 

◈ 諮問会議とキックオフセミナーの準備 

◈ 関連テーマでの国際シンポジウムの準備 

◈ 対象諸国における第一次調査研究 

◈ 年間成果のとりまとめと研究報告書の作成 
 

2年度（2011年度） 

◈ 分析的枠組みの策定と調査文書 

◈ データ収集のための、現地研究パートナーとのフィールド研究 

◈ さらに研究参考意見を求めるための円卓会議または諮問会議の実施 

◈ 研究を周知するための国際ワークショップまたはシンポジウムの実施 

◈ 年間成果のとりまとめと研究報告書、ポリシーブリーフ、学術論文の作成 
 

3年度（2012年度） 

◈ 評価のための政策シナリオの策定と調査文書 

◈ 企業の意見をモニターするための、現地パートナーとの共同フィールド研究 

◈ さらに参考意見を求めるための円卓会議または諮問会議の実施 

◈ 研究結果を周知するための国際ワークショップまたはシンポジウムの実施 

◈ 政策提言を盛り込んだ 終プロジェクト報告書の作成 



 

196 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 
研究チームは、IGES 研究員と対象各国の数名の広く認められた専門家で構成する。IGES 研究員

は、担当する研究活動の全体的アレンジを担うものとし、これには、研究枠組みのデザインと調

査文書の作成、現地の人々と協力して行なうフィールド調査のアレンジを含む。現地専門家が、

データ収集のためのフィールドワークにおける協働を支援する。プロジェクト開始後にパートナ

ー機関を決定する。研究タスクを実行するため、候補機関は、特に企業レベルでの環境経済研究

の専門性と、企業へのフィールド調査の円滑な実施を確保するネットワークを有していなければ

ならない。この研究は、IGES の気候政策グループと緊密な協力を取り合って実施する。  

 
(II) 人材の配置  

 

1) 必要な専門性：企業環境管理の背景知識が必要である。環境経済および企業環境行動の分

野での研究経験があれば望ましい。対象企業からより良い反応を得るために、フィールド

ワークの経験が必須である。 

2) スタッフ人数：常勤研究員 3 名、客員研究員 1 名、研究補助員 2 名 

3) 人月：フルタイム：常勤研究員 3 名および客員研究員 1 名、パートタイム：研究補助員 2

名 

 

(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 30 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

プロジェクトの資金には、現在、兵庫県補助金を予定している。機会があれば、IGESのプロジェ

クトチームは、対象諸国の現地パートナーと別に、あるいは彼らと共同して、他の外部資金を申

請する。 
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III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文）  

 

以下の研究成果物を作成する。 

 

◈ 毎年の活動と主たる知見をとりまとめた年次研究報告書 

◈ フィールド調査と政策分析に基づき、外部の学術誌に毎年度 2 本以上の原稿を寄稿 

◈ さまざまな国での研究知見を統合した IGES ポリシーブリーフの発行（1～2 回） 

◈ 国際シンポジウム／セミナーの結果をまとめたポリシーレポート（1～2 回） 

 
2. 影響戦略 

 

プロジェクトの影響を拡大するために、対象諸国の産業部門における二酸化炭素排出削減に関す

る政策プロセスを追跡する。フィールド研究からの興味深い知見は、研究報告書の配布または一

定のシンポジウムのいずれかにより、柔軟な方法で周知する。日中韓3ヶ国環境大臣会合（TEMM）

の場を借りて、実用的な研究に基づく政策提言を行なう。 
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タイトル:（3） ローカル・ビジネス・イニシアティブ 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

低炭素社会（LCS）を構築するためには、産業部門だけでなく、家庭部門、運輸部門、中小企業

（SME）部門等、いわゆるＣＯ２排出量が依然として伸び続けている産業以外の部門でも効果的

な政策の施行が極めて重要である（SME 部門は、しばしば大規模工業とは別に分類されるので、

ここでは非産業部門に分類する）。効果的な政策を立案するためには、これらの非産業部門の性質

を考慮し、また、地理的な位置により状況がさまざまであることから、ローカルレベルで行動を

とることが必要である。 

 

さらに、効果的アプローチの開発においては、ビジネスの視点がこれまで以上に重要になってい

る。地方自治体による従来の政策は、有効性と資金面の継続性で不適切であるといわれることが

多い。行政にこれまで欠けていたビジネスの視点を取り入れたローカルレベルの革新的政策と実

践的な制度へのニーズが高まっている。IGES 関西研究センター（IGES-KRS）は実際、地方自治

体とその他のステークホルダーからこのような要請を受けてきた。 

 

こうした背景を受けて、ローカル・ビジネス・イニシアチブ（LBI）研究では、パイロットプロジ

ェクトを含む関連活動と共に解決志向型政策の研究を実施し、中小企業と家庭部門に焦点を当て

た実践的な政策立案を目指す。地理的には、以下の理由から、主として日本に重点をおく。1）具

体的政策ニーズが日本に存在する。2）日本が LCS モデルであるべきだという認識がある。当初

は地理的に日本を重視するが、実践的な政策立案の他のアジア諸国への応用可能性も検討する。 

 

* この研究／活動は、IGES-KRS の主要なステークホルダーでスポンサーであり、その地域にお

ける二酸化炭素排出削減のために革新的ソリューションを求めている地方自治体からの要請に

応えて計画された。 

 

2. 目的 

 

1. ローカルレベルで、中小企業部門と家庭部門からの二酸化炭素排出削減に向けた実践的政策

を考案すること。  

 

2. 政策立案者その他の関係ステークホルダーに向けて、政策に関する実践的な提言を行なうこ

と。 
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3. 主なコンポーネント 

 

コンポーネント 1：「官民協力を通じた中小企業部門の二酸化炭素削減に向けた実践的制度とその

支援策の策定」 

 

LBI の主たるコンポーネントとして、これは地方自治体の政策立案プロセスに直接結びついてい

る。本研究の詳細な内容は、以下のとおりである。 

 

• SMEのエネルギー効率性の現状と省エネルギー／二酸化炭素削減に向けた行動の現状のレビ

ュー。SME の二酸化炭素削減限界費用の推計も実施する。 

• SME がエネルギー効率化施設を導入するための必要条件（特に投資回収時期）の特定 

• SME がエネルギー効率化施設を導入するための支援制度の開発 

• 支援制度の試行的実施 

*コンポーネント１では、地方自治体と SME の両方を主な聞取りの対象とする予定。 

 

コンポーネント 2：「家庭向けエネルギーサービス事業者（ESCO）に関する応用研究と活動」 

 

コンポーネント 2 は、第 4 期からの継続研究･活動である。第 4 期の研究･活動の結果は、おおい

に成功したと見られており、地元住民と政策立案に一定の影響を与えた。第 5 段階では、資金的

に自立したビジネスモデルの研究と、現行制度のアジア諸国への応用に関してフィージビリティ

の分析を実施する。 

 

4. 研究のための質問 

 

コンポーネント 1 

• SME 部門におけるエネルギー効率の現状はどうか。 

• 特に高効率エネルギー（低炭素）施設の導入等、適切な二酸化炭素削減措置をとるうえで、

SME にとっての阻害要因は何か。 

• 高効率エネルギー施設導入にあたり、SME にとっての必要条件は何か。 

• 高効率エネルギー施設を促進するために、SME にはどのような種類の支援が必要か。 

• SME が系統的に二酸化炭素削減を実現するためには、どのような制度と政策支援が必要か。 

 

コンポーネント 2  

• 家庭向け ESCO の事業スキームでは、どのような種類が資金面で自立できるか。 

• このスキームをアジアの開発途上国に効果的に応用するには、どうしたらよいか。 
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5. 方法 

 

コンポーネント 1 

• 文献レビュー  

• 高効率エネルギー施設導入にあたり、費用対便益分析を実施するための単純モデルの開発  

• データ収集のためのアンケート調査とインタビュー 

• 費用対便益シミュレーション 

• 政策立案のための円卓会議／協議 

 

コンポーネント 2 

• 文献レビュー  

• 円卓会議／協議 

• （対象予定アジア諸国でのインタビュー実施） 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む）  

 

兵庫県の政策立案プロセスと直接に関連して、LBI研究の性質は、現実に解決型政策を立案をする

ものになると思われる。SMEのエネルギー効率化の現状とSMEがエネルギー効率化施設を導入す

るに当たっての阻害要因について、今日まで複数の研究が実施されてきたが、実践的な解決策の

提示には至らなかった。本研究は、地方行政の政策立案プロセスと緊密に関連づけて、革新的な

面を打ち出しており、先行研究に付加価値をもたらすことができる。 

 

（IGESコア・コンピテンスとの関係） 

本研究は、兵庫県の政策立案プロセスと、その他関連プロセスに直接結びついている。これはソ

リューション志向の研究機関であるIGESに、実践的な経験と業績をもたらすと考えられる。さら

に、本研究は二酸化炭素削減問題を扱うなかで、SMEと家庭部門における政策志向型の知識と経

験を蓄積することにより、気候変動分野でのIGESのコア・コンピテンスを高めるのに寄与すると

思われる。 

 
II. 人材、財源の配置  

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

コンポーネント 1 

初年度 

・ 会議とキックオフセミナーの準備 
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・ SMEの適切なセグメントを特定するための文献レビューとフィールド調査  

* SMEのさまざまな部門の中で、一般にエネルギー消費プロセスが多い製造部門が研究の主な対

象になる。 

・ 費用対便益シミュレーション 

・ 第一次政策提言の作成 

 

2 年度  

・ 一部のアジア地域向けに入念に検討したソリューションスキームの可能性を精査 
（適用可能でない場合は、入念に検討したソリューションが「適用不可能」と判断されたア

ジア地域と、日本とのギャップを明確にする。） 

その他詳細な計画は、現在検討中である（2 年度以降の期間は、兵庫県との協議による）。  

 

3 年度 

検討中（3 年度以降の期間は、兵庫県との協議による）。 

 

コンポーネント 2   

初年度  

・ 自立持続的なスキームを開発するために一定の収入を得られるビジネスモデルを入念に作

成 

・ 制度･プロジェクトの自立持続的な普及のための制度枠組み（およびネットワーク）を精査 

 

2 年度 

期間は検討中 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

コンポーネント 1 

研究チームは、適切な専門性を有した IGES 研究員、客員研究員（その一部は民間企業から派遣

される）と、現在政策立案を担当している地方自治体職員から構成される。IGES 研究員は、研究

活動の全体的アレンジを担う。客員研究員は、それぞれの専門性に関連した個別の研究とタスク

を行なう。自治体職員は、IGES 研究員と共に、政策立案プロセスと、開発されたスキームの試行

的実施でイニシアチブをとる。 

 

コンポーネント 2 

研究チームは、IGES 研究員から構成される。研究補助員または客員研究員は、必要に応じて雇用

される。コンポーネント 2 は、資金面で自立持続的なスキームを試行的に実施する。これらは、

本研究活動のために設立されたステークホルダーのコンソーシアムにより実施される。コンソー
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シアムのメンバーは、民間企業、NPO、学界および地方自治体である。 
 

* IGES-気候政策（CP）チームとの協働を、必要に応じて検討する。 

 

(II) 人材の配置  

 
1) 必要な専門性 

研究員の一般的な要件は、エネルギー効率化および二酸化炭素削減方法について専門性を有

していることである。さらに、環境政策／規制、企業環境管理、企業財務および企業管理等

にそれぞれ専門性を有する研究者が、客員研究員として招聘される。  

 

2) スタッフの人数 

                      研究員         客員研究員      研究補助員 

  コンポーネント 1 2 約 5  - 

  コンポーネント 2  2  1 

  2 5  1 

 

3) 人/月 

コンポーネント 1： 10 日／月×12 ヶ月×研究員１名 

3～4 日／月×12 ヶ月×研究員１名 

3～4 日／月×12 ヶ月×客員研究員５名（民間部門が人件費を負担） 

コンポーネント 2： 5 日／月×12 ヶ月×研究員 2 名 

20 日／月×12 ヶ月×研究補助員 1 名 

 

(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 2 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

プロジェクトの資金は、現在、兵庫県補助金を予定している。機会があれば、LBI研究では、他の

外部基金へも申請を試みる。 

 
III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 
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• 現在の主な知見に関する研究報告書 

• 政策提言報告書（コミッションレポートの形で） 

 
2. 影響戦略  

 

LBI研究は、特にコンポーネント１で地方自治体（兵庫県）の政策立案プロセスと直接に結びつい

ているため、研究成果と提言は、自治体の政策に直接反映される可能性がある。この地域のSME

には、地方自治体と同様、活発に参画できるように入念に作成されたスキームについて情報が示

される。さらに提言は、同様の政策ニーズ（SMEや家庭部門における二酸化炭素削減等）につい

て他の地方自治体）にも適用される（安城市等）。 

 

さらに、政策提言はまた、持続可能性を目指す自治体協議会（ICLEI）や、アジア諸国の地方自治

体が関与するネットワークを含む他の国際ネットワークにも示すことができる。 
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タイトル:（4） コベネフィット技術プラットフォーム 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

ローカルな環境問題は、開発途上国の優先的な開発目標の中でも緊急の課題である。空気と水の

汚染および廃棄物管理は、急速な工業化、都市化、人口増加の結果であり、国の社会的・経済的

発展と自然環境に深刻な問題を引き起こしている。コベネフィットコベネフィットアプローチは、

気候変動への懸念に対処するとともに、開発途上国の持続可能な方法でその発展目標を達成でき

るような行動の一部として、ローカル環境の改善をも目指している。コベネフィットアプローチ

の効率的な推進には、技術面、資金面、制度面での支援と協力が必要である。 

 

このようにさまざまなステークホルダーが気候問題、大気と水の汚染、および廃棄物管理に取り

組むなかで、コベネフィットアプローチに関心を寄せるようになってきた。しかし、コベネフィ

ット技術とその効果やメリットに関する情報が不足しているため、技術の提供側と受け手との間

で深刻な情報格差が存在していると広く指摘されている。また、開発途上国における技術の応用

可能性と費用対効果の問題が指摘されている。 

 

さらに、一般にコベネフィットは温室効果ガス排出削減と公害防止の両方を一挙に解決できる大

きな可能性を有しているものの、環境政策立案過程でコベネフィットアプローチを取り入れても、

これらの解決をどのように達成できるかが明確に認識されていない。 

 

コベネフィットの認識に関する主たる障壁は、情報不足、コミュニケーションギャップ、さらに

技術の提供側や受け手側および政策立案者というステークホルダー間の調整不足である。 

 

コベネフィットについてステークホルダー間で情報を共有するメカニズムが必要である。開発途

上国でコベネフィットプロジェクトを実施するためには、適用可能で費用対効果の高い技術を開

発、推進することが必要である。 

 

2. 目的 

 

(i) 開発途上国で効率的かつ包括的にコベネフィットプロジェクトを推進するために、実践的政

策と技術的解決方法を開発すること。  

 

(ii) それぞれのステークホルダーのニーズを考慮して、コベネフィットアプローチを技術移転と

情報周知に統合できるような政策を開発するための実践的提言を行なうこと。 
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(iii) コベネフィット技術、経験および技術的インベントリについて情報を共有すること。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

コンポーネント 1： アジア太平洋の開発途上国におけるコベネフィット技術の明確化  

 

コンポーネント 2： 現在のコベネフィット技術 

 

コンポーネント 3： コベネフィットプロジェクトを実施するためのコベネフィット技術の分析と

応用  

 

コンポーネント 4： コベネフィット技術実施に向けたオプション政策の策定と評価  

 

4. 研究のための質問 

 

コンポーネント 1：開発途上国からのコベネフィット技術に対するニーズ  

 公害防止と地球温暖化に対応する法的枠組み  

 環境の状況  

 大気、水、廃棄物管理の分野で必要とされているのは、どのような種類の技術か。 

  

コンポーネント 2：日本と開発途上国におけるコベネフィット技術:  

 水、大気、廃棄物管理の分野で提供できるのは、どのような種類の技術か。 

 コベネフィット技術の環境への影響削減効果をどのように推計するか。  

 

コンポーネント 3： 

 コベネフィット技術の移転に関する障壁は、コスト、適用可能性、運用、保守、特許、

財産権等の何か。 

 どのような種類のコベネフィット技術移転支援･情報共有スキームが効率的か。  

 

コンポーネント 4 

 政策立案者、企業、その他の関連ステークホルダーにコベネフィットのメリットを認識

させるにはどうするか。 

 政策立案プロセスにコベネフィットの成果を取り入れるにはどうするか。 

 

5. 方法 

 

コンポーネント1 

 文献レビュー 
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 データ収集のためのアンケート調査および現地聞取り調査 

 統計的分析 

 研究アウトリーチのためのワークショップ、セミナー、出版による周知 

 

コンポーネント2 

 文献レビュー 

 データ収集のためのアンケート調査および現地聞取り調査 

 地方自治体、関西経済連合会、大学、国連環境計画 国際環境技術センター（UNEP/IETC）、

地球環境センター（GEC）、国際協力機構（JICA）等とのコベネフィット技術プラット

フォームのネットワーク化 

 研究アウトリーチのためのワークショップ、セミナー、出版による周知 

 

コンポーネント3 

 文献レビュー 

 データ収集のためのアンケート調査および現地聞取り調査 

 地方自治体、関西経済連合会、大学、UNEP/IETC、GEC、JICA等とのコベネフィット技

術プラットフォームのネットワーク化 

 研究アウトリーチのためのワークショップ、セミナー、出版による周知 

 

コンポーネント4 

 文献レビュー 

 データ収集のためのアンケート調査および現地聞取り調査 

 研究アウトリーチのためのワークショップ、セミナー、出版による周知 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む）  

 

本研究は、アジア太平洋諸国における温室効果ガス排出削減と公害防止について、コベネフィッ

トアプローチの導入・実施を直接支援するとともに、先進国におけるコベネフィット技術を推進

する。 

 

（IGES コア・コンピテンスとの関連） 

IGES-KRCは、関西地区とアジア太平洋地域のインターリンケージ（相互連携）に基づくビジネス・

環境研究を実施してきた。関西地区には、環境にやさしいユニークな技術、経済効率の良い経営、

公害防止マネジメントに経験のある多くの人材を有する企業が多い。 

この意味で、本研究は、関西地区の企業および人材とともに、IGES-KRCの研究と緊密な関係を有

する。 

 

IGES本部では、「アジア太平洋コベネフィットネットワーク」に関する研究の実施が計画されて
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いる。この研究と「コベネフィット技術プラットフォーム研究」はどちらもコベネフィットアプ

ローチに関する提言をまとめるうえで相乗効果を生み出すはずである。  

 
II. 人材、財源の配置 

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

初年度 

 事前に概観するための情報収集 

 技術会合およびキックオフセミナーの準備 

 フィールド調査 

 コベネフィット技術に関するネットワークの構想 

 第一次政策提言の作成 

 

2 年度  

 技術会合の準備 

 コベネフィット・アプローチ・プロジェクトとモデルケースの選定と評価 

 ネットワーク会合を主導 

 研究成果のとりまとめと、報告書、ポリシーブリーフ、ポリシーペーパーの作成 

 

3 年度 

 政策提言と関連文書の作成 

 ネットワーク会合 

 研究結果を周知するための国際シンポジウムの準備 

 終報告書の作成   

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

研究チームは、IGES 研究員と、ネットワーク参加機関の数名の広く認められた専門家から構成さ

れる。IGES 研究員は担当する研究活動の全体的アレンジを行なうものとし、これには、研究枠組

みのデザインと調査報告書作成、ネットワーク機関と協力して行なう調査活動のアレンジを含む。

ネットワークに加入する候補機関は、地方自治体、関西経済連合会、大学、UNEP/IETC、GEC、

JICA、NIES（国立環境研究所）等である。 
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(II) 人材の配置 

 
                       研究員          客員研究員          研究補助員 

コンポーネント 1～4  0               約 1  0 

  0  1  0 

 
(III) 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 11 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

環境省および関連財団からの契約手数料から資金を調達する予定である。 

 

機会があれば、本研究では、その他の外部基金へも申請を行なう。 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

(i) 技術と政策インターフェースのネットワーク化 

(ii) 主たる知見を示すための研究報告書 

(iii) 政策および適用可能なコベネフィット技術報告書（コミッションレポートの形で） 

 

2. 影響戦略  

 

コベネフィット技術プラットフォームに関する研究は、開発途上国に適用可能で費用効果の高い

コベネフィット技術を周知させるためのネットワーク創設に直接結びつく。 

 

このネットワーク化には地方自治体、企業、研究機関、技術移転機関等さまざまなステークホル

ダーが関与しているため、政策提言は、「アジア太平洋コベネフィットワーク」との協働で示す

こともできる。 
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付属書 7 
 

北九州アーバンセンター 

 
タイトル：（1） 低炭素型発展のためのローカル・イニシアティブを促進する国際都市間連携

の役割 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

都市／ローカルレベルの行動は、低炭素型発展にとってますます重要であると認識されている。

アセアン＋６ヶ国環境大臣会合では、環境的に持続可能な都市（ESC）を優先課題に指定した。

これは、日本の環境省（MOEJ）が新しく「クリーンアジア・イニシアチブ」のもとで提唱、推進

してきたものである。この新イニシアチブのもとで、ローカルな環境問題と都市レベルの気候変

動問題の両方を解決するための相乗便益アプローチは、低炭素型発展に向けた重要な政策ツール

として討議されてきた。このアプローチに沿って、環境省は、アジア諸都市による低炭素型施策

の推進にますます重視し、注目するようになっている。環境省は、中国環境保護省と協議して、

日本の川崎市と中国の瀋陽市で環境にやさしい都市間の協力を含め、中国と日本の国際協働を支

援する。 

 

国際都市間ネットワーク・プログラムは、アジアの低炭素型発展の推進に大きな可能性をもつと

信じられているが、この可能性をどう実現するかはいまだ明らかではない。アジアには環境問題

に取り組む複数の国際都市間ネットワーク・プログラムがあるが、そのほとんどが必ずしも、ア

ジアの成長経済にとって重要度を増している低炭素型発展に重点をおいているとは限らない。 

 

近、低炭素型発展に向けたネットワーク活動に再び焦点をあてようという取組みが始まってい

る。北九州市は、アジア低炭素化センターを設立し、日本の環境技術をアジアの成長都市に普及

させようとしており、この活動は 2010 年度から開始する。北九州市はまた、「クリーンな環境の

ための北九州イニシアチブ」（北九州イニシアチブ）を継承する新しいイニシアチブの立上げを検

討しており、これは、アジア都市間環境ネットワークの 1 つで、低炭素技術の移転推進に重点を

置くものになるはずである。他のネットワークは、アジアの同様の都市間ネットワーク・プログ

ラム間で協働を推進するよう提言している。 

 

新しいネットワークの構築や、既存ネットワーク間の協働を推進する前に、立ち止まって既存の

ネットワークからの教訓や、他形態の国際都市間協力を検討することが重要である。既存ネット

ワークは一定の有用性を示してきたが、必ずしも適切な取組みが行なわれていたのではないとい

う懸念が一部にはある。これらの新ネットワーク・イニシアチブがいまだ開発と実施の初期段階
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にあるため、低炭素型発展に対するローカルイニシアチブを推進するための国際都市間協働に関

する本研究は、非常に時宜を得たもので、アジア都市間ネットワークの新段階をデザインし、そ

れらの有効性を高め、各国政府が推進するアジア全体での都市重視のプログラムを支援するうえ

で寄与することができるだろう。 

 

本研究は、ガバナンスと能力開発グループと協働して、主として北九州事務所により実施される。

本研究は、低炭素型発展の推進とその制度設計における国際都市間ネットワークの役割を重視す

る。また、低炭素型都市を推進するために、都市レベルでの都市計画について研究を実施する。

本研究は、北九州イニシアチブ事務局としての北九州事務所の経験を糧とし、研究結果は、北九

州事務所の将来のネットワーク活動に利用される。 

 

2. 目的 

 

本研究では、以下の方策を通じて国際都市間協力メカニズムが都市／地域イニシアチブをどのよ

うに推進し、低炭素社会の実現に寄与するかを探る。 

 

• 新規ネットワークやプラットフォームの構築、既存ネットワーク間の協働の強化を含め、低

炭素型発展に向けた国際都市間協働のオプションの提言。これらのオプションには、ガバナ

ンス構造、組織、資金調達メカニズム等、制度上の論点を含める。 

• 既存の国際都市間ネットワークの機能改善に向けたオプションの提言。 

• アジアで、国際都市間協働を通じて効果的に推進できる、都市レベルの低炭素型発展を進め

る実践例と政策の特定。この促進のための効果的メカニズムも特定する。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

上記の目的のために、以下について 2 つの具体的な研究活動（コンポーネント）を行なう。 

 

(i) アジアで都市レベルの低炭素型発展を促進するための、国際都市間協働の制度化  

(ii) 国際都市間協働を通じて推進できる低炭素型発展に向けた実践例と政策 

 

都市間協働の制度的分析に関するコンポーネント（i）には、異なる資金源を持つ 2 つの部分があ

る。すなわち（a）アジアにおける低炭素型発展に向けた国際都市間協力に関する研究の部分（環

境省 地球環境研究総合推進費）と（b）東アジアにおける持続可能な都市開発、政策、技術の推

進に向けた国際プラットフォームのためのシナリオ研究（環境省 環境研究･技術開発推進費）で

ある。前者の研究（a）が中心的研究である一方、後者の研究（b）は、日本の国立環境研究所（NIES）

とともに、UNEP／国際環境技術センター（IETC）エコタウンプロジェクトおよび川崎・瀋陽協

働プロジェクトに、いっそう限定して焦点をあてている。 

都市レベル低炭素型発展に関する事例と政策のコンポーネント（ii）はまた、（a）アジアにおける
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低炭素型発展に向けた国際都市間協力研究の別の部分の対象にもなっている（環境省 地球環境研

究総合推進費）。このコンポーネントは主として、IGES の調整のもと、パートナー機関により、

実施されている。 

 

コンポーネントと資金調達先の関係を説明する表を、本書の末尾につけた。 

 

4. 研究のための質問 

 

• 制度設計、効果、プログラムの妥当性について、既存国際都市間ネットワークの長所、短所

は何か。 

• アジア開発途上国において開発上の便益と気候変動緩和効果の両方を有するローカルレベル

で効果的な低炭素型政策と措置は何か。また、国際都市間協働において、効果的に推進でき

るのはどれか。 

• 日本の都市について、特に企業、NGO、地方自治体の視点から、低炭素型発展に向けたロー

カルイニシアチブの推進要因と阻害要因は何か。 

• アジアの発展途上国と日本における低炭素型発展の向けたローカルイニシアチブを推進する

ために、国際都市間協働プラットフォームまたはネットワークを設計する 善の方法はなに

か（たとえば、制度構造、ガバナンス、金融メカニズム等）。 

• 既存国際都市間ネットワークの機能をどのように改善できるか。 

• アジア新興都市で低炭素型発展の問題について都市間協働を行なう国際専門家の役割は何か。 

 

5. 方法 

 

(i) アジアで都市レベルの低炭素型発展を推進するための、国際都市間協働の制度化 

 

これには以下のとおり、2 つのサブコンポーネントがある。1）既存国際都市間協働と環境プ

ラットフォームの分析、および低炭素型発展に向けた適切な都市間ネットワークの提言。2）

低炭素型発展に向けた国際都市間共同プロジェクトの研究。 

 

サブコンポーネント 1）には、既存都市間ネットワークの目的、機能、活動、目標達成状況、

事務局とプロジェクトの資金調達、およびガバナンスの研究を通じた、その評価と分析を含

む。既存ネットワークの長所と短所の分析に基づき、都市間協働にふさわしい適切な活動を

決定する。その後、低炭素型発展に向けた国際都市間協働のオプションを提案する。たとえ

ば、一部の既存ネットワークへの新プログラムの追加、新ネットワークの構築、または既存

ネットワークの機能改善のためのオプション等である。瀋陽･川崎協働プロジェクトの事例研

究は、上記の分析に貢献すると思われる。 

 

サブコンポーネント 2）では、地方のさまざまな行為者、すなわち地方自治体、NGO、およ
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び企業による低炭素型発展に向けた国際都市間協働を研究する。各種の共同活動のモデルを

提案し、評価する。地方の行為者が国際協働に参加する上での推進要因と阻害要因を精査す

る。この部分ではまた、アジアの開発途上国と日本において、同様の条件にある都市間で共

有できる低炭素発展事例を、コンポーネント（ii）の成果を用いて、ネットワークによる地方

自治体間技術協力の候補として明らかにする。 

 
(ii) 国際都市間協働を通じて推進できる低炭素型発展に向けた実践例と政策 

 

アジアの開発途上国での研究では、ビル、家庭、中小企業（SME）、運輸部門での実践につい

て気候変動緩和効果と開発上の相乗便益を検討する。実践を推進するためのインセンティブ

メカニズム等の政策ツールをここで検討する。その後、適切な実践と政策を、経済発展レベ

ル等、都市の特性との関係で評価する。政策プロセスの分析を実施して、かかる実践と政策

の採用に当たっての推進要因と阻害要因を把握する。これらの研究はまた、日本における実

践と政策についても実施する。さらに、日本の都市について、市民その他の地域参加者の国

際環境協働に対する姿勢とモチベーションを研究する。 

 

上記コンポーネントで使用する必要なデータ･情報の収集方法のリストを以下に掲げる。 

 

• 文献レビュー 

• フィールド研究と聞取り 

• ステークホルダーと協議するワークショップと対話 

• 世論調査と関連する統計分析 

 

6. 付加価値（IGES のコア・コンピテンスとの関係を含む） 

 

研究上の立場から見ても、国際都市間ネットワークに関する先行研究の量は概して多くない。従

来の研究では地理的にアジア以外のネットワークに重点をおいている。また研究対象とされたネ

ットワークは、一般にごく広範な、あるいはごく限られた範囲を扱っている。アジアの環境と低

炭素型発展に焦点をあてた都市間ネットワークの研究は、ほとんどない。既存のネットワークか

らの教訓は、少数の例からでも、また、目的が低炭素型発展中心ではないネットワークからも、

引き出すことができる。都市間ネットワークは資金調達、組織構造、運用手続き等共通の問題に

直面しており、この研究では、低炭素型発展を重視することで、これらの諸問題がどのような影

響を受けるかについて検討する。 

 

本研究の 終提言は、アジア環境大臣会合および環境省に、低炭素型発展の推進に関連して環境

的に持続可能な都市（ESC）というコンセプトの推進を特に重視させるうえで寄与すると思われ

る。特に本研究の 終提言は、北九州イニシアチブの後継である「アジア環境都市機構」の設計

とその実現、アジア低炭素化センターでの都市間協力、およびアジア都市間ネットワークの再構
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築に寄与し、アジア環境大臣会合が支援する「クリーンアジア･イニシアチブ」ESC プログラムに

資するものと期待されている。 

 

（IGES コア・コンピテンスとの関係） 

IGES は、北九州イニシアチブ等自治体レベルのイニシアチブと、都市間ネットワークにおいて広

範な経験を有している。IGES はまた、持続可能性をめざす自治体協議会（ICLEI）、アジアの都市

の大気浄化イニシアチブ（CAI-Asia）、およびアジア太平洋都市間協力ネットワーク（CITYINET）

との良好な協働関係を有している。IGES は、環境省 クリーンアジア・イニシアチブの運営管理

と関連研究に責任を負う。全体統括と実施を担当するスタッフは、これに関連した広範な経験を

有している。 

 
II. 人材、財源の配置  

 
(I) 実施内容 

 

1. タイムフレーム 

 

(a) アジアにおける低炭素型発展に向けた国際都市間協力に関する研究（環境省 地球環境研究総

合推進費） 

2010 年度と 2011 年度は、本研究の 2 年度と 終年度である。 

 

(b) 東アジアにおける持続可能な都市開発、政策、技術を推進する国際プラットフォームに向け

たシナリオの研究（環境省 環境研究･技術開発推進費） 

2010 年度は、本研究の 終年度である。 

 
2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

アジアの都市レベルで低炭素型発展の推進を目指す国際都市間協働機関について、コンポーネン

トごとの組織の位置づけは以下のとおりである。 

 

(a) アジアにおける低炭素型発展に向けた国際都市間協力に関する研究（環境省 地球環境研究総

合推進費） 

 

IGES が主導的機関で、九州大学と法政大学がパートナー機関である。IGES は、プロジェク

ト全体の調整と 1 つのサブテーマを担当する。IGES は、国際都市間協働の制度的分析、フィ

ージビリティ分析を担当し、一方、九州大学と法制大学は、都市レベルでの低炭素型発展の

実践と政策の研究を担当する。北九州事務所は、都市レベルの低炭素型発展の推進に向けた
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実践と政策のコンポーネントを共同で実施する。 

 

(b) 東アジアにおける持続可能な都市開発、政策、技術の推進を目指す国際プラットフォームの

シナリオ研究（環境省 環境研究･技術開発推進費） 

 

IGES は、1 つのサブテーマを担当するパートナー機関である。プロジェクト全体は、NIES（国

立環境研究所）が主導する。他のサブテーマを担当するパートナー機関には、東洋大学、慶

応義塾大学がある。IGES は国際都市間協働の制度的分析、国際専門家の役割に特に留意し、

瀋陽市・川崎市協働の事例研究を用いた国際協働ガイドラインの作成を担当し、一方、東洋

大学と慶応義塾大学は、持続可能性をめざす政策・技術の統合的評価ツールの開発、応用を

担当する。NIES はまた、都市間協働を含め、全体的な調整に責任を負う。 

 

(II) 人材の配置  

（2 年にわたる全期間について）32 

 

• 持続可能な発展に向けたローカルイニシアチブ研究の全般的監督。2 名、合計 2 人月（プロ

ジェクトリーダー／サブテーマリーダーを含む） 

• ローカルイニシアチブ研究と政策分析の業務上の監督。1 名、合計 6 人月 

• 持続可能な発展に向けた自治体政策の実施について、専門性をもって担当。1 名、合計 24 人

月 

• 持続可能な発展に向けた自治体政策の実施について、専門性を持って実施に寄与。1 名、合

計 24 人月 

 

(III) 財源 

 

1.  コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 19 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

(a)環境省 地球環境研究総合推進費（2010～2011年度）（予定） 

(b)環境省 環境研究･技術開発推進費（2010年が 終年度）（予定） 

 
III. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

                                                        
32  
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• 専門誌記事（予定タイトル）：「低炭素型発展への国際環境協力に対する日本の市民の態度」、

「低炭素実践への日本の市民の参加意欲と、自治体の国際都市間協働への支援意欲」（2011

年） 

 

• IGES 政策研究レポート（予定タイトル）： 「日本とアジア開発途上国の都市間における低

炭素型発展のパートナーシップ– 第一次評価」、「アジアの低炭素型発展に向けた国際都市間

ネットワーク・プログラム」（2010 年）  

 

• ポリシーブリーフ（予定タイトル）：「アジアにおける低炭素型発展に向けた国際都市間ネッ

トワークと新規イニシアチブの実施」（2010 年） 

 
2. 影響戦略 

 

IGES は、日本政府機関や国際機関と協力して、国際的に連携する日本のエコモデル都市とアジ

ア諸都市との間で、アジアにおける低炭素型発展に向けた国際都市間協働を推進するメカニズム

を提案する。IGES は、ステークホルダーに、これらの協働メカニズムを通じて実施する具体的な

プログラムのアイデアを提供する。成果は、低炭素型都市マスタープランを作成する市レベルの

都市計画に関して北九州事務所の研究外活動成果を補足するものとして、クリーンアジア・イニ

シアチブに提供できる。東アジア首脳会議（EAS）環境大臣会合およびクリーンアジア･イニシア

チブにおける ESC ワーキング・グループへの意見提供も期待されている。ワークショップを通じ

た ICLEI および CITYNET 等アジアの既存の都市間ネットワーク・プログラムへの関与もまた計

画されており、現行の国際プログラムを 大限利用し、アウトリーチを広げてゆく。 
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タイトル：（2） 自治体の役割：持続可能な開発を推進するローカル・イニシアティブ （非研

究活動） 

 
I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連）  

 

経済成長による急速な都市化と工業化は、アジア太平洋地域の諸都市で共通する傾向である。今

日、世界人口の半分以上が都市部に居住すると推測されている。これを反映して、ローカルな都

市環境管理における地方自治体の役割は重要性を増しており、分権化によりその傾向はいっそう

高まっている。そのうえ、気候変動と地球温暖化議論の世界的高まりにより、低炭素社会発展の

ための温室効果ガス排出削減で地方自治体が主導的役割を果たすことへの期待もまた、高まって

いる。その結果、地方、国、地球レベルのさまざまな需要に都市が対処するため、地域内の地方

自治体の環境管理能力を向上させることが不可欠である。 

 

IGES は、環境都市間ネットワークである北九州イニシアチブ（KI）プログラムでの 10 年にわた

る経験と、北九州市、北九州国際技術協力協会（KITA）、KI 参加中核都市、その他の都市間ネ

ットワーク、寄付者、国際･地域内組織との緊密な関係を利用して、地域内の諸都市がこれらの需

要に応えるのを支援するうえで有利な立場にある。特に北九州市は、IGES 北九州事務所が、KI

のもとで構築された都市間ネットワークを管理し続けることを期待している。2010 年、KI から「ア

ジア環境都市機構」へ名称を変更し、アジア低炭素化センターの枠組みの中で、北九州市と KITA

が行なってきた活動との相乗効果を出すべく、新たに設立される予定である。同市とアジア諸都

市の産業界で、低公害でよりクリーンな技術の移転と、取引先の開拓を推進する。 

 

他の組織およびプログラムとの緊密な協働も期待されている。これには、JICA、北九州市、およ

び KITA が以下をさらに推進することを含む。すなわち、アジア諸国における堆肥作りの実践、

地方自治体職員の環境管理能力向上のためのトレーニングプログラム、北九州市を含む日本のエ

コモデル都市からのモデル実践例・政策の収集と、他のアジア諸都市への周知、クリーンアジア・

イニシアチブ（CAI-Asia）と CITYNET の協働イベント開催と都市データベースおよび連絡先の共

有、アジア開発銀行（ADB）のもとでのアジア都市開発イニシアチブ（CDIA）プログラム、およ

び世界銀行のもとで進められる、特定都市を対象にした実際のプロジェクトデザインのための

Eco2 都市プログラムである。 

 

IGES はまた、クリーンアジア・イニシアチブのタクスを日本の環境省から引き受け、北九州事務

所は特に、東アジア首脳会議（EAS）環境大臣会合（EMM）の枠組みのもとで、2010 年 3 月にイ

ンドネシア、ジャカルタで開催される「環境的に持続可能な都市（ESC）ハイレベルセミナー

（HLS）」（高級事務レベル会合）の準備を担当する。HLS 議長サマリーは、地域における ESC

の発展に向けた関係ステークホルダー間の現行協働活動のアイデアを取り入れたものになり、
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2010 年遅くにブルネイのダルサラームで開催予定の第 2 回 EAS EMM に提出され、各大臣の検討

に委ねられる。北九州事務所は第 5 期、このように活動し、EAS EMM を中心に据え、他の関係

ステークホルダーと緊密な調整をはかってゆく。さらに、他の関係者との協働関係を醸成し、2010

年 6 月にシンガポールで開催される世界都市サミットや、2010 年 9 月から 10 月にカザフスタン

で開催されるアジア太平洋環境と開発に関する閣僚会議（MCED2010）等の活動でも主導的役割

を果たす。 

 

北九州事務所は、ローカルレベルの都市環境問題と、この地域での環境的に持続可能な都市の推

進を今後とも重視してゆく。  

 

2. 目的 

 

本プロジェクトは、以下の長期･中期･短期目標の達成を目指している。  

 

長期目標［3 年超］  

 地域内で、経済成長を犠牲にすることなく、低公害、低炭素型で環境的に持続可能な都

市の発展を支援する。  

 

中期目標［3 年以内］  

 国または地域レベルで都市間協力メカニズムを開発し、環境面の成功事例を他都市に普

及させる。 

 都市間の相互協力プログラムを開発する。  

 

短期目標［2 年以内］  

 参加都市からの要望と、自らの強みと能力の分析に基づき、KI プログラムの構造と都市

間ネットワークの機能を再設計する。  

 低炭素型で環境的に持続可能な都市の発展を目指すマスタープランと作業プランの策定

において地方自治体を支援する。（低炭素型で環境的に持続可能な都市の概念は、曖昧

で広範囲にわたるが、手始めに、きれいな川、青い空、歩道と自転車レーンのある緑の

都市、およびそこから関連活動を発展させてゆく都市のように、一定の範囲に狭めるこ

とができる。） 

 他の組織や中央政府機関との調整をはかり、情報交換を円滑化することで、地方自治体

の関連政策とプロジェクトの実施を支援する。  

 北九州市、JICA、その他の組織と協力しながら、適切なトレーニングコースを設計、準

備することにより、地方自治体職員や NGO の能力開発を支援する。 
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3. 主なコンポーネント 

 

(1) 都市間ネットワーク機能の再設計 
 

 参加都市からの需要、北九州市からの要請、資金力・技術力の自己分析、他の都市間ネッ

トワークや組織と比較した長所と短所を考慮し、範囲、地理的重点、目的、および目指す

成果についてネットワーク機能を再設計 
 

 再設計した以下の重点項目に基づき、関係する優良事例と政策を収集  
 

① 3R、資源効率、および都市環境インフラ  

 固形廃棄物管理（コミュニティベースのアプローチ、廃棄物分別、堆肥化、廃棄

物管理料の徴収、レジ袋有料化、ゴミゼロ政策） 

 終処分場の改良（準好気性システムへの改造、メタンガスの回収と利用、衛生

的埋立地の設計と建設）  

 ゴミ焼却施設（危険廃棄物管理、熱回収）  

 大気汚染の緩和  

 下水システム、分散型排水処理、汚泥  

 排水管理、洪水コントロール  

 収益を生まない水の割合の改善、雨水収穫 

 リサイクル産業の育成（プラスチック、紙、PET ボトル、ガラス、金属、家電ゴ

ミ、RDF（ゴミ固形燃料）、RPF（新型固形燃料））、リサイクル推進政策  

 地産地消（フードマイレージ、ラベリング） 
 

② エネルギー効率と再生可能エネルギー 

 バイオマス利用（有機ゴミ、汚泥、動物の排泄物、農業廃棄物、台所ゴミ、木材

チップ）  

 バイオディーゼル燃料生産（廃食用油、菜種） 

 市民の基金による風力発電の推進（ウィンドファームと小規模装置） 

 太陽光発電および温泉熱利用システム 

 僻地での太陽光と風力の混合発電システム 

 小規模水力発電（水供給･排水処理プラント） 

 地熱エネルギー 

 地熱利用の空調用ヒートポンプ 

 公共建物・一般家庭向け ESCO、グリーンビルディング証明書、エネルギー効率

化方策の改善、LED ライト 

 分散型発電、コジェネレーション、スマートグリッド 

 クリーンコールテクノロジー 

 政策分析（トップランナー方式、RPS 法（電気事業者による新エネルギー等の利

用に関する特別措置法）、フィードインタリフ（固定価格買取）制度、グリーン
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電力、CDM（クリーン開発メカニズム）、カーボンクレジット） 

 エネルギー効率化措置の実施と代替エネルギーの利用を促す自治体の政策（補助

金、税制によるインセンティブ） 
 

③ 環境的に持続可能な輸送 

 公共交通機関の効率改善、乗車券の電子化（IC カード化）、他のサービスとの

連携 

 BRT（幹線快速バス）、LRT（次世代路面電車）、パーク＆ライド、コミュニテ

ィバス、相乗りタクシー 

 自転車レーン、レンタサイクル、歩道、ノーカーデー、ノンモーター車両 

 通行料金、都心部交通規制、駐車規制 

 資金面のインセンティブ（自動車税、自動車登録税、公共交通機関への補助金） 
 

④ 公園・緑地の管理  

 都市公園の開発と管理、街路樹、堆肥利用 

 自然公園、植物園、海洋公園の管理 

 川岸と海岸の保護、河川と海岸の清掃、河川アメニティの改良  

 都市農業とガーデニングの推進 

 屋上、壁、地面の緑化 

 都市公園管理のための金融メカニズム（市民基金、市民による管理、官民パート

ナーシップ、リバースモーゲージ契約を通じた私有地の市への寄付、REDD（森

林の減少・劣化による排出の削減））  

 自然保全活動への市民と民間企業の関与 
 

⑤ 長期計画  

 地方自治体が実施する環境ビジョンと関連政策・プロジェクト、およびそれらの

成果 

 都市景観（風の道、緑の回廊、コンパクトシティ、都市化管理地域、都市計画へ

の一般の関与）  

 都市スプロールの抑制、郊外農地の保護、都市部と田園地帯の連携 
 

⑥ 分野横断的問題（環境教育、金融メカニズム）  

 グリーン購入制度、エコポイント、地域通貨、レジ袋有料化 

 都市と地域でのカーボン／排出量取引 

 マイクロクレジットおよびマイクロファイナンスを通じた現地企業の支援 

 民間資金動員（寄付、融資）（KIVA、テーブルフォートゥー）  

 環境教育、ボランティア活動への若年世代の参加 

 ICT（情報通信技術）の利用、情報共有 

 日本の地方自治体・NGO とアジア太平洋地域の連携 
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(2) 環境的に持続可能な都市開発に向けたマスタープラン・ワークプラン策定における地方自治

体支援 
 

 優良事例、政策、これらを可能にする要因の分析について、情報を共有  

 さまざまなステークホルダーと資源となる人材／機関をコーディネートし、地方自治体に

よる優良事例・政策のマスタープラン･ワークプランの策定を支援  

 

(3) 関連政策・プロジェクトにおける、地方自治体支援 
 

 北九州市、JICA 等他機関と協力し、必要なトレーニング、能力向上の機会を作り、関連

プロジェクト･政策の実施を支援  

 

(4) 優良事例の普及支援 
 

 他の地方自治体が行なった類似のアプローチの採用と実施を推進。中央政府省庁･機関と

協働し、かかる活動を全国に普及させるメカニズムを開発  

 

4. 主な活動  

 

(1) 都市間ネットワーク機能の再設計  
 

 さまざまなステークホルダーや参加見込み都市との協議、および資金面技術面の可能性の

自己分析を通じて、都市間ネットワークの範囲、地理的対象地域、参加都市、目的、目指

す成果を再設計  

 新しい範囲に従って、優良事例･政策の収集 

  

(2) 地方自治体のマスタープラン、ワークプラン策定の支援 
 

 対象とする地方自治体と、特定プロジェクトのマスタープラン、ワークプランの策定と政

策実施において緊密に協力  

 かかるマスタープラン、ワークプランの策定支援と、地方自治体とその他ステークホルダ

ー間の情報交換のためにワークショップ、セミナーを開催  

 

(3) 地方自治体の関連政策・プロジェクト実施の支援 
 

 北九州市、JICA、その他の国際組織･地域組織を含む他の組織と協力して、地方自治体に

よる関連政策・プロジェクト実施を支援するトレーニングプログラム、支援プログラム／

枠組みを策定  
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(4) 優良事例の普及支援  
 

 中央政府省庁･機関と緊密に協力し、実際の全国プログラムへのアイデア提案を通じて、

優良事例・政策の全国普及メカニズムを策定  

 
II. 人材、財源の配置  

 
(I) 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

2010 年度 

 ステークホルダーとの協議および自己分析を通じて、都市間ネットワークを再設計  

 優良事例および政策を上記により収集  

 2010 年 3 月にインドネシア、ジャカルタで開催される環境的に持続可能な都市（ESC）ハ

イレベルセミナー（HLS）の活動をフォローアップ、これには 2010 年 6 月シンガポール

で開催される世界都市サミット、および 2010 年 9 月から 10 月にカザフスタンで開催され

る第 6 回 MCED でのプレゼンテーションと、参加都市が定めた環境目標のモニタリング

を含む。  
 

2011 年度 

 他の支援組織と協力して、セミナー、ワークショップを開催することにより、地方レベル

で優良事例と政策の分析を周知  

 他の支援組織と協力して、特定プロジェクトと政策のマスタープラン、ワークプランの策

定およびそれらの実施において、選択した地方自治体を支援  

 他の支援組織と協力して、地方自治体職員の能力向上を支援するためのトレーニングコー

スをデザイン 
 

2012 年度 

 2011 年度の活動に同じ  

 優良事例･プロジェクトの全国普及プログラム／メカニズムのデザインにおいて、中央政

府省庁･機関と協働  

 次の段階の活動に向けて取りまとめとデザイン  

 

2. 実施の枠組み 
 

 IGES は、北九州市のアジア低炭素化センターの一員として同市および KITA と緊密に協

働している。IGES は、都市間ネットワーク（アジア環境都市機構と名づけられた）の管

理を担当し、一方、北九州市と KITA は、同市の産業界の環境技術をアジア諸都市に移転

することを通じてビジネスの発展に尽くす。 
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 IGES は、日本の環境省から委託されたクリーンアジア・イニシアチブの枠組みの中で活

動し、JICA、CAI-Asia、CITYNET、ICLEI、ADB、世界銀行、アセアン環境的に持続可能

な都市に関する作業部会（AWGESC）、その他の国や地方公共団体を含む他の組織と協

働する。 

 
(II) 人材の配置  

 

マネジャー （1 名） --- 全般的調整と管理 

研究員 （1 名） --- 研究活動とネットワーク・プログラムのデザインを主導 

客員研究員 （2 名） --- 研究サポートと他のステークホルダーとの調整  

事務職員 （北九州市から 1 名） ---北九州市および KITA との調整 

アシスタント （1 名）  

 
(III) 財源 

 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 19 百万円 

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

 環境省によるクリーンアジア・イニシアチブ事業に応募予定 

 北九州市補助金により実施予定 
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III. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（研究論文、政策論文） 

 

長期（3 年超） 

 実施政策およびプロジェクト、結果としての参加都市の環境改善  

 

中短期（3 年以内） 

 低炭素社会の構築に向けた参加都市による個別プロジェクトおよび政策実施のためのマ

スタープラン、ワークプラン  

 参加都市による政策とプロジェクトの実施  

 他の支援組織と協力して、地方自治体職員の能力向上のためのトレーニングプログラム開

発  

 特定都市の都市環境改善をめざし、他の支援組織と共に実際のプロジェクト／プログラム

を開発  

 国内に優良事例と政策を普及させるための国内プログラムの提案  

 相互的都市間ネットワークの開発  

 ワークショップレポート、研究レポート、およびプロジェクトレポート  

 

2. 影響戦略  

 

 2010 年 6 月シンガポールにおける世界都市サミット、2010 年 9 月から 10 月カザフスタン

における第 6 回 MCED、および 2010 年遅くにブルネイダルサラームにおける第 2 回 EAS 

EMM 等の国際会議・会合を利用し、IGES が管理する都市間ネットワークの活動と達成状

況に注目を集める。 

 CAI-Asia、CITYNET、ICLEI 等他の都市間ネットワークと協働して、イベントを共同開催

し、参加都市と知見、データベース、情報を共有する。 

 北九州市、KITA、JICA 各国事務所、JICA 専門家およびボランティアと協働し、スラバヤ

のコミュニティベースの固形廃棄物管理事例をアジア諸都市に普及させる。  

 JICA、都市開発イニシアチブ･アジア／アジア開発銀行（CDIA／ADB）および Eco2 参加

都市／世界銀行と協働し、都市環境の改善と地方自治体職員の能力向上を目指す実際の支

援プロジェクトおよびトレーニングプログラムで協働する。 

 中央省庁･政府機関、AWGESC 等の地域枠組みと協働し、優良事例･政策を普及させる国

内プログラムを開発する。 
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付属書 8 
 

バンコク事務所 

 
タイトル： アジア環境法執行ネットワーク（AECEN） （非研究活動） 

 

I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連） 

 

アジア環境法執行ネットワーク（AECEN）は、アジアの法令遵守と執行に関する改善政策･実践

を共有するための地域の法律家ネットワークである。2005 年に立ち上げられた AECEN には現在

14 ヶ国 17 機関が加入している。AECEN の使命は、地域内の革新的政策・実践の交換を通じて、

アジアにおける環境法に基づく義務の遵守を推進することである。AECEN にはメンバーとして、

カンボジア、中国、インド、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、ネパール、パキスタン、

フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイおよびベトナムの国と地方の機関が加入している。

韓国は現在、AECEＮへの加入を検討中である。 

 

2. 目的 

 

ネットワークの目的は、以下のとおりである。（i）環境政策、法律、規制、制度的取決めの改定

と実施の推進、（ii）専門的トレーニングと技能開発を通じた法律家の能力の向上、（iii）地域で

の優良事例の共有と、法令遵守および法執行の強化のための戦略に関する情報共有の促進。 

 

3. 主なコンポーネント 

 

パイロット活動 － 事務局は、加盟国と協力して、優先分野で選定した地域内で普及させられ

そうなパイロット活動を実施する。パイロット活動では、新しい政策、実践、およびシステムの

採用を推進し、能力強化への取組みに結びつける。 

 

トゥイニングプロジェクト － 革新的なソリューションを示すため、事務局は、加盟機関が特

定し、地域内への普及が有望な優先分野でトゥイニング活動をコーディネートする。現地ステー

クホルダーとのパートナーシップで開発されたトゥイニング活動では、新しい政策、実践および

システムの採用を推進し、能力向上への取組みに結びつける。 

 

地域活動 － これらの活動には、以下のものがある。（i）アジア地域の法令遵守と法執行の向

上に貢献した優れた女性に贈られる AECEN 賞、（ii）環境に関するアジア司法フォーラム、これ

は環境裁判所を地域全体に広げ、判事その他の法律専門家が環境事案の法技術的側面を理解して、



 

225 

原告の立場に立って、よりよい判決が出せるよう研修することを目指す。（iii）AECEN の達成状

況を広く紹介し、優良事例を共有するための年次地域フォーラム、（iv）2010 年の閣僚会議に向

けた環境法令遵守と法執行に関する政府間合意、（v）環境機関の制度としての能力のベンチマー

ク評価、（vi）国のセーフガード制度を開発し強化するために、国際開発銀行による支援。 

 

事務局の支援 ― 事務局は、執行委員会のタスクの実行を支援する。これには、活動の実施と

計画をレビューする執行委員会会合の召集を含む。事務局はまた開発パートナーに継続して協力

し、国と地域の活動を開発パートナーが計画する優先事項と連携させ、このネットワークを、彼

らのプロジェクト／活動の成果共有・普及のプラットフォームとして推進する。事務局はまた、

ウェブサイト、ビデオ、ブローシャーを通じてナレッジの管理とアウトリーチも支援する。 

 

4. 主な活動 

 
 執行委員会およびネットワーク加入者と協議して、年間業務プログラムを策定する。  

 地域・国レベルのワークショップを開催し、優良事例と優先度の高い問題から得られた教

訓を共有する。 

 プログラム評価と対象研究を実施し、国と地域の課題を評価し、優先度を特定する。  

 新しい政策、実践の開発と採用を推進する国のパイロットプロジェクトを実施する。  

 地域と国レベルで適用できる法律家向けツールその他の資源を開発する。 

 同僚との法技術の交換、専門的法律家研修および情報交換を通じて、法律家の能力を育成

する。  

 パフォーマンス指標を開発、追跡し、国別パフォーマンスを評価する。  

 法令遵守と法執行に関する地域指導原則、その他の刊行物を作成し、周知を図る。  

 他の国際・地域ネットワークとの連携を確立、維持する。 

 ネットワーク・ウェブサイトを作成・保守し、関連トピックに関する情報の周知を図る。  

 
II. 人材、財源の配置  

 

a. 実施内容 

 
1. タイムフレーム 

 

AECEN は 2005 年設立され、2012 年まで米国国際開発庁（USAID）の資金が確保されている。IGES

は 2011 年末までにフルタイムの事務局運営に移行することを期待されている。 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 
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パートナー機関  

米国国際開発庁、米国環境保護庁（USEPA）、アジア開発銀行、国連環境計画 - AECEN は、加

入機関の代表とスポンサー開発機関から成る執行委員会を設立した。委員会は、ネットワークの

運営組織の役割を果たし、ネットワークの目標と方針を設定し、参加を勧誘し、年間事業プログ

ラムを承認する。委員会は、東アジアと南アジアからそれぞれ 2 名、東南アジアから 3 名と、米

国国際開発庁（USAID）、国連環境計画（UNEP）、アジア開発銀行（ABD）からの代表者から構

成される。米国環境保護庁（USEPA）もまた、技術指導を行なう。 

 

IGES の役割 

AECEN は、現在 AECEN 執行委員会で日本代表を務める地球環境戦略研究機構（IGES）のもと

で、より恒久的な事務局体制へと移行しつつある。 

 

b. 人材の配置  

 

2010年、IGESは、フルタイムの事務局としての役割に移行できる前提条件として、バンコクに不

動産を借り、銀行口座を持ち、職員を雇用できる法人を設立するよう期待されている。エコ・ア

ジア（ECO-Asia）（USAIDが資金を拠出）のもとで、AECENは理事長Paul Violette（25%）、AECEN

事務局長Peter King（50%）、AECEN事務局職員Milag San Jose-BallesteroおよびWatcharee Limanon、

さらにバンコク事務所のECO-Asiaサポートスタッフの支援を受けている。2010年、IGESはUSAID

の資金を利用して、現地環境専門家（常勤）、ウェブサイトマネジャー（非常勤）を採用し、葉

山で非常勤の連絡担当職員を任命する予定である。IGESの職員は、次の2つのトゥイニング活動

にそれぞれ携わっている。すなわち日中エネルギー効率化活動と、日・タイ土壌汚染対策に関す

る活動である。IGES本部職員も、持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP）と、

2010年11月京都で開催されるAECEN年次フォーラムにおける土壌汚染に関する地域サイドイベ

ントを宿泊交通手配などで支援することを期待されている。 

 

c. 財源 

 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 32 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

詳細は確認中であるが、2010年の主たる資金調達先は、以下のとおりである。（i）USAID、（ii）

ADB、（iii）世界銀行 

 
IV. インパクトの創出 
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3. 主なアウトプット（議長サマリー、その他の文書、データベース、優良事例等） 

 

AECEN のアプローチの重要な側面は、訴訟研究に重点をおくことである。すなわち、地域で特定

の環境法令遵守法執行の側面を評価し、アプローチ（法令遵守支援センターなど）を事前テスト

し、トゥイニングのアレンジを通じて（ある国が特定の弱点を克服する優良事例を持つ場合、お

よび受容国に対してメンターの役割を果たせる場合）普及させ、アウトリーチ活動を通じて、得

られた知識を活用し、改善アプローチをアジア地域全体に展開してゆく普及戦略をしだいに確立

することである。このプログラムは、その能力向上ニーズを特定し、「南南」協力に大きく期待

を寄せ、地域協力を構築する加入者により主導されている。 

 

4. 影響戦略  

 

AECEN は、以下の 3 つのモダリティを通じて機能する。（i）法令遵守と法執行に関する新しく革

新的なパイロット活動、(ii)アジアの条件下で成功が証明された事例を推進する二国間の「トゥィ

ニング」、（iii）自己規制や任意の方策からの指揮系統横断的な、環境裁判所および司法制度に向

けた制度強化。AECEN はまた、国家基準の発効と実施の改善による多国間環境協定（MEA）の

履行も推進する。 

 

パイロット活動では、新しい政策、実践、システムの採用を推進し、能力向上への取組みに結び

つける。しかし、パイロットプロジェクトへの参画から得られる 終的な成功では、小規模パイ

ロット活動から国や地域レベルにどのように規模拡大するか、また、ある部門から得られた教訓

をどのように他の部門に伝えるかを理解する必要がある。少数のパイロット活動が数ヶ国で終了

すると、AECEN は、地域ワークショップを開催し、優良事例を引き出し、加入機関から移転戦略

と、非常に優れた成功事例を他部門に、全国レベルで、さらに地域レベルで移転するための行動

計画について合意を求める。 

 

革新的なソリューションを示し、推進するために、AECEN 事務局は、加入機関が特定し、地域へ

の普及の見込みが高い優先分野でのトゥィニング活動をコーディネートする。現地ステークホル

ダーとのパートナーシップで開発されたトゥイニング活動では、新しい政策、実践およびシステ

ムの採用を推進し、能力向上への取組みに結びつける。一般に、トゥイニングの機会を明確にす

るには、特定の問題の現状をすみやかに評価し、地域で会合を開催して知見を評価し、トゥイニ

ングの関係に入ろうという意欲あるパートナーを見出すことによる。日本は、IGES が提供する円

滑化と技術的支援を受けて、AECEN トゥイニング・パートナーシップに参加してきた。 
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付属書 9 

 
プログラム・マネージメント・オフィス 

 
タイトル：（1） 持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム （ISAP） 

I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連性） 

 

IGES はアジア太平洋地域における持続可能な開発を実現するために、また、実践的な解決方法を提示

するために、戦略的、また解決志向型の政策研究を実施することを目的としている。IGES はこの地域に

おけるその使命と役割について認知度をあげてきており、今や、地域的また全球的に更なる貢献が求め

られている。 

 

持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（International Forum for Sustainable Asia and the 

Pacific: ISAP）は、全球的なネットワーク、また、IGES が今までに培ってきた研究成果を元に、アジア太平

洋の持続可能な開発について広範な議論を促進し、また、情報交換を促進し、専門家や関係機関との

協働をさらに強化するための場を提供する。ISAP は、時宜を得たテーマにより、年一回のペースで開催さ

れ、持続可能なアジア太平洋に向けた革新的かつ戦略的な政策討議を目的とするものである。 

 

ISAP2009 は、2009 年 6 月 26～27 日、「コペンハーゲンに向けて：低炭素で持続可能なアジア太平洋を

実現する新たな道筋」というテーマで開催され、「低炭素型発展」、「持続可能な消費と生産」、及び「生物

多様性」について焦点をあてていた。多様な視点からの議論を深めるために、国内外の専門家が招聘さ

れ、低炭素型発展への新しい道筋、また、アジア太平洋の発展途上国のニーズを容れた手法が検討さ

れた。このフォーラムはこの地域における持続可能性の促進を模索する、関連のネットワーク33とリンクされ

ていた。 

 

2. 目的 

 

ISAP の全体的な目的は、長期的には、IGES の企画力、発信力を醸成することであるが、より具

体的な目的は下記の３点である。 

(i) 国内外の、要となるステークホルダーとの政策討議を促進し、IGES の成果を提示、共有する。  

(ii) 国内外の専門家とともに、IGES の重要な文書を定期的に作成する。 

(iii) IGES が重要な役割を果たすネットワークを強化する。 

                                                        
33アジア太平洋戦略研究機関ネットワーク（Asia-Pacific Regional Network of Policy Research Institutes for 

Environmental Management and Sustainable Development： NetRes）、低炭素社会国際研究ネットワーク（International 
Research Network for Low Carbon Societies： LCS-RNet）、アジア・ヨーロッパ基金 アジア・ヨーロッパ環境フォーラム

（Asia-Europe Environment Forum of the Asia-Europe Foundation： ENVforum）、低炭素社会に向けた国際コンソーシ

アム（International Consortium for Low-Carbon Society： ICLCS）、等 
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3. 主なコンポーネント 

 

ISAP は、イベントの具体的な目的に対応して、基本的に 4 つの異なるタイプの会合から構成される。つま

り、ISAP 本会合、ISAP オープンフォーラム、ISAP ワークショップ、ISAP ネットワーク会合である。これらの

会合に加えて、展示やポスターセッションも開催される予定である。  

 

コンポーネント 1： ISAP 本会合（開会および閉会セッション） 

開会セッションが会合一日目の朝に開催される。ISAP 本会合は、会合に登録を行ったすべての参

加者に開かれたものであるが、IGES の重要なステークホルダー、つまり、環境大臣、神奈川県知

事、兵庫県知事、北九州市長、関連する国際機関や IGES 憲章署名機関の代表を含む IGES 理事・

評議員、そのほか、IGES と密に関連する重要な団体、つまり、アジア太平洋環境開発フォーラム

（APFED）、NetRes、ASEF、アジア環境法執行ネットワーク（Asian Environmental Compliance and 

Enforcement Network： AECEN）、LCS-RNet、国際持続可能開発研究所（International Institute for 

Sustainable Development： IISD）アジア太平洋における総合的なプランニングと持続可能な開発

戦略のためのネットワーク(SDplanNet – Asia&Pacific)等、にも招待状が送付される。 

 

このセッションは開会挨拶、基調講演、また、その年のトピックに焦点を当てたプレナリーオー

プンフォーラムから構成される。ISAP2009 では、低炭素型、持続可能なアジアに向けた道筋がテ

ーマであった。このテーマに即した二つの基調講演に続けて二つのパネルセッションを含むプレ

ナリーオープンフォーラムが行われ、海外および日本の低炭素社会に向けた取り組みが紹介され

た。 

 

ISAP2010 の暫定的なテーマは、「持続可能な消費と生産」を予定している。IGES では、このテーマに関

する IGES 白書 III を準備してきており、ISAP2010 で公表の予定である。その他、「気候変動と低炭素型発

展」、「アジアにおける生物多様性」、「アジアにおける持続可能な都市」などが重要なテーマとみなされ

る。 

 

すべてのセッションが終了後、二日目に閉会セッションが開催される。このセッションはそれぞれの会合の

簡単なサマリー発表と、IGES 理事長による閉会挨拶から構成される予定である。 

 

コンポーネント 2： ISAP オープンフォーラム 

ISAP オープンフォーラムは、登録を行った聴衆に開かれており、国内外から選ばれたパネリスト

による政策討議を促進することを目的としている。IGES の研究成果とメッセージ、また他のパネ

リストの見解が聴衆や国内外の重要なステークホルダーに提示される。それらの発表の後、パネ

リストによる討議が行われ、適宜、会場からの質疑応答が扱われる。IGES の各プロジェクトは、

ポリシーペーパーや研究レポートを毎年 6 月に合わせて作成する。従って、それをもとに、各プ

ロジェクトは ISAP のオープンフォーラムの一部として、一つのセッションを実施することが求め
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られる。 

 

コンポーネント 3： ISAP ワークショップ 

ISAP ワークショップは、原則として、クローズドの専門家のみの会合である。IGES は一連の重要な文書を

定期的に作成することを企図している。ISAP ワークショップは、国内外の専門家の間で、これらの重要な

文書の全体、また、あるいは詳細な中身について深く掘り下げた議論を行うための機会として機能するこ

ととなる。 

 

これらの文書には、IGES 白書（2 年毎発行）、IRES シリーズ（少なくとも年一回、できれば年二回発行）が

含まれる。この目的のために、毎年 ISAP ワークショップのための、二つないし三つの重要なテーマが選択

される。必要であれば、IGES 外の研究者による発表のため、インターネットを通じて、約半年前に論文の

募集が行われる。 

 

コンポーネント 4： ISAP ネットワーク会合 

ISAP ネットワーク会合は、IGES が重要な役割を果たしている異なったタイプのネットワークの

間での相互作用を 大限にするために開催される。IGES は多くのネットワークの事務局や連絡窓

口として機能しており、故に、もしこれらのネットワークがネットワーク会合や他の活動を、ISAP

の機会に即して開催できるのであれば、招待状が発送されることになる。ここで想定されるネッ

トワークには、(i) LCS-RNet、(ii) ICLCS、(iii) APFED/NetRes、(iv) ASEF、また、(v) 3R アジアフ

ォーラム、(vi) アジアコベネフィットフォーラム（形成予定）、(vii) アジア太平洋地域適応ネット

ワークが含まれる。会合の期間、議題、費用分担については、それぞれのネットワークとの調整

討議が行われる。 

 

4. 主な活動 

 

コンポーネント 1： ISAP 本会合（開会および閉会セッション） 

この業務には、(i) その年のテーマを設定する、(ii) 基調講演者を決定する、(iii) プレナリーオープンフォ

ーラムのデザインと準備を行う、(iv) イベントを実施する、(v) 会合報告書を準備、発行する、ことが含まれ

る。 

 

コンポーネント 2： ISAP オープンフォーラム 

この業務には、(i) それぞれのプロジェクトが、聴衆向けの政策ペーパー、研究レポートを特定す

る、(ii) パネリストとして参画いただく外部の専門家を選定し、それぞれのオープンフォーラム

のセッションのデザインと準備を行う、(iii) 当該セッションを実施する、(iv) 会合報告書を準備、

発行することが含まれる。 

 

コンポーネント 3： ISAP ワークショップ 

この業務には、(i) 二つないし三つの要となるトピックを特定する、(ii) 論文の募集を行う、(iii) 招
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待者を選定する、(iv) ワークショップを実施する、(v) 会合のレポートを準備、発行することが含

まれる。 

 

コンポーネント 4： ISAP ネットワーク会合 

この業務には、(i) 関連するネットワークとの調整、また、ネットワーク会合やその他の活動につ

いて、ISAP とつなげて開催できるようなデザインを行う、(ii) それぞれのネットワーク会合の準

備、(iii) イベントの実施、(iv) 会合のレポートを準備、発行することが含まれる。 

 

上記の他、それぞれのイベントを成功裡に行うために、また、ISAP としての一貫性を図るために、

全体調整が非常に重要である。特に ISAP ワークショップにおける論文の募集において十分なリー

ドタイムを確保するため、またプレナリーセッションに著名な基調講演者や討論者を招待するた

めに、このような全体調整は前年の 11 月ないし 12 月、遅くとも ISAP の半年前には開始されるべ

きである。 

 
II. 実施準備 

 

1. タイムフレーム 

 

ISAP2010 の準備及びフォローアップに向けた暫定的なスケジュールは下記のとおりである。 

2009 年 

11 及び 12 月 第一回準備討議会合（全体のデザインと予算） 

 その年のテーマの設定（本会合） 

 2 ないし 3 つの主要なトピックの特定、論文募集の開始（ワークショップ） 

 関連するネットワークとの調整の開始（ネットワーク会合） 

2010 年 

1～2 月 第二回準備討議会合 

 基調講演者の特定、連絡の開始、決定（本会合） 

 ネットワーク会合、及び／若しくは他の活動のデザイン（ネットワーク会合） 

3～4 月 第三回準備討議会合（セッション調整等） 

 プレナリーオープンフォーラムのデザインと準備（本会合） 

 個々のオープンフォーラムのデザインと準備（オープンフォーラム） 

 招待者の選定（ワークショップ） 

 ネットワーク会合の準備（ネットワーク会合） 

5 月 最終準備討議会合 

7 月 ISAP 2010 

8 月 会合報告書の準備と発行 

 

*  2011 年の ISAP の準備を、2010 年 11・12 月に開始する。 
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** 2012 年の ISAP の準備を、2011 年 11・12 月に開始する。 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

2009 年度、ISAP2009 の開催にあたり、日本国環境省、神奈川県、兵庫県、北九州市、国連環境計画ア

ジア太平洋地域事務所（UNEP/ROAP）、国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）、国連大学

（UNU）、アジア工科大学（AIT）、インド・エネルギー資源研究所（TERI）の後援を得た。 

 

（場所） ISAP2009 は湘南国際村で開催された。ISAP2010 は、交通の便、また宿泊施設の数を考慮して、

横浜で開催を予定している。 

 

3. IGES スタッフ・短期スタッフ（要専門性）の TOR 

 

 コーディネーター（1） 6 人月： 一般参加者を対象とした大規模なオープンフォーラム、専門家会合、

ネットワーク会合のデザインと調整に長けており、IGES 職員および外部の専門家と緊密な業務を行

える人材。 

 研究補助員（1） 6 人月： 一般参加者を対象とした大規模なオープンフォーラム、専門家会合、ネッ

トワーク会合のデザインと調整を補助する経験がある人材。 

 研究支援課のシニアサポートスタッフ（1） 全体で 4 人月： 一般参加者を対象とした大規模なオー

プンフォーラム、専門家会合、ネットワーク会合のデザインと調整について、全般的なサポートを行う

能力を有していること。イベントの効果的な周知、参加者の登録、参加者の宿泊手配等の必要なサ

ポートが可能である人材。 

 研究支援課のサポートスタッフ（1） 全体で4人月： 一般参加者を対象とした大規模なオープンフォ

ーラム、専門家会合、ネットワーク会合のデザインと調整を補助する経験がある人材。 

 それぞれのプロジェクトメンバー 0.25 人月～M/M 人月 

 
III. 財源 
 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 28 百万円 

 

2. 外部資金 

 

ISAP にかかる基本的な支出は、原則的に、神奈川県補助金及び All-IGES 資金から執行される。この中

には、会場費、登録日、通訳費、その他ミーティングの手配に必要な経費が含まれる。パートナー機関の

会合や活動にかかる経費は各々の機関やネットワークが負担する。 
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IV. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（議長サマリー、その他の文書、データベース、優良事例等） 

 

イベント文書 

ISAP の折に、各プロジェクトはプロシーディングス用の文書を準備する。この文書はプロジェクトの全般的

な紹介、各講演者の講演のサマリーを含む。このプロシーディングスは各オーガナイザーによって 6 月の

初めまでに準備され、事務局によってまとめられる 

 

イベント終了後、PMO と研究支援課は ISAP の全体報告書を作成する。この報告書の暫定的な内容は、

開会挨拶、基調講演者の講演のサマリー、ネットワーク会合、ワークショップからの結論と提言、オープン

フォーラムの結果とサマリー、である。後刻詳細が詰められる予定である。 

 

予定される文書のリスト 

オープンフォーラム ネットワーク会合 ワークショップ 

プロシーディングス 

 全般的なプロジェクトの紹介 

 各々のプレゼンテーションのサ

マリー 

プロシーディングス 

 会合の目的 

 コンセプトノート等 

プロシーディングス 

 会合の目的 

 コンセプトノート等 

全般的なイベント文書  

開会挨拶、基調講演者の講演のサマリー、ネットワーク会合、ワークショップからの結論と提言、オープン

フォーラムの結果とサマリー、 

 

2. 影響戦略 

（ネットワーク／プロセス関連活動とIGES研究プロジェクトの関連性、計画中の活動とその他重

要な地域的／国際的なプロセスとの関連性） 

 

ISAP 自体、複数のステークホルダーによる双方向のプロセスを作り出すための、IGES の挑戦である。そし

てそれに対して、IGES の重要な研究成果やメッセージが絶えず発信され、また、そこで、IGES の重要な

成果物のアイディアやアウトラインや詳細が議論されることになる。ISAP に招待される招待者の大部分は

関連する重要な地域的／全球的なプロセスの要となる人物からなり、また、ネットワーク会合のいくつかが

ISAPと時期を同じくして開催される。ISAPの要となるメッセージを迅速に、かつ簡潔に、出版物の形にまと

めることにより地域的／全球的フォーラム／プロセスに一定の影響を与えることができるようになると考えら

れる。 
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タイトル： (2) 効果的な国際環境協力メカニズムの形成・改善への貢献 (1) ：クリーンア

ジア・イニシアティブ(CAI)の推進 

 

I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連性） 

 

アジアは世界の人口の約半数を占めている。特に経済発展の著しい東アジアにおける社会経済的

活動の増加に伴い、地域的、国際的な環境への人為的な影響は明瞭かつ深刻になってきており、

その結果、温室効果ガスの排出、森林破壊、水質汚濁、大気汚染等の環境負荷が増大し、酸性雨

や黄砂、海洋汚染等の地域・越境環境問題も顕在化している。 

 

1991 年から 2008 年までの間毎年開催されている ECO Asia (Environment Congress for Asia and 

the Pacific) において蓄積された課題に基づき、日本政府はクリーンアジア・イニシアティブ

(CAI)を提案した。優先的な環境問題への環境協力は、CAI を通して、例えばアジアの国々による

専門家、技術、制度的取り決めにおいて得られた課題、政策的枠組み等を共有することにより、

更に促進されると想定される。 

 

CAI の 3 つの施策は 2008 年 6 月に日本政府により公表された。すなわち、 (i) 低炭素・低公害

型社会の実現、(ii)循環型社会の実現 (iii) 気候変動に適応し自然と共生する社会の実現であ

り、これらはアジアの中でも特に ASEAN の国々に重点を置くものである。CAI は「経済成長戦略

2008」や「経済財政改革の基本方針 2008」など国の重要戦略方針でも強調されている考え方であ

る。 

 

包括的な環境協力イニシアティブへの参加は、IGES にとってネットワーキングと戦略的活動の強

化のためには不可欠であることから、PMO は日本政府による公開入札「平成 21 年度クリーンアジ

ア・イニシアティブ推進事務局運営等業務」に応募することを決め、2009 年 10 月に落札した。 

 

2. 目的 

 

CAI の総合的な目的は、アジアにおいて持続可能な社会を構築する実質的な方法を議論するため

の政策環境を構築することであり、特に東北アジア準地域と ASEAN 地域を内包する東アジアに重

点を置くものである。この目的を達成するために CAI の具体的な目標を下記に設定する。 

 

(i) CAI をより良く実施するために関係政府、国際機関、研究機関とのネットワークを形成、維

持し、  

(ii) 東アジア首脳会議(EAS)環境大臣会合のような重要な政府間政策プロセスへの実質的なイ

ンプットを提供し、  
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(iii) 東アジアにおける将来環境協力枠組みを検討する。 
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3. 主なコンポーネント 

 

本プロジェクトは下記の 3 つのコンポーネントから構成される。 

 

Component 1: 関係各国、国際機関、研究機関とのネットワーキング 

CAI 推進とその具体的な目標を明確にするためには、域内における関係政府、国際機関、研究機

関との間のネットワーク強化が不可欠である。IGES には CAI 推進事務局としての役割が期待さ

れている。  

 

Component 2: 重要な政府間政策プロセスへの実質的なインプットの提供 

IGES にとって重要な政府間政策プロセスに実質的なインプットを提供することも重要な役割である。

CAI 推進業務において、対象となる重要な環境会議は下記の会議である。 

 

 東アジアサミット 環境大臣会合 (EAS-EMM) 
 ASEAN+3 環境大臣会合 (ASEAN+3 EMM) 
 日 ASEAN 環境政策対話 

 日中韓三カ国環境大臣会合 (TEMM) 
 アジア太平洋環境開発大臣会合 (MCED)  

 

例えば、CAI 推進事業の一環として、IGES は ASEAN 事務局、インドネシア政府、シンガポール

政府、オーストラリア政府、日本政府から指名され、IGES は 2010 年 3 月にジャカルタで開催さ

れる「東アジアサミット環境大臣会合(EAS-EMM) 環境的に持続可能な都市に関するハイレベル

セミナー」を企画、準備している。「環境的に持続可能な都市」は、東アジアサミットの国々に

おいて環境協力の優先的な分野として認識されており、2007 年 11 月に開催された第 3 回東アジ

アサミットにて採択された「気候変動、エネルギー及び環境に関するシンガポール宣言」や 2008

年 10 月に採択された「第一回東アジア環境大臣会合閣僚声明」にて強調されている。  

 

IGES は 2010 年 5 月の日中韓三カ国環境大臣会合における討議に、実質的な貢献を果たすことを

期待されており、その準備プロセスが 2009 年 12 月から始まっている。上述されたリストに挙げ

られている会議以外にも、環境協力に関する地域的、準地域的な議論への実質的な貢献を果たす

更なる機会が見込まれている。  

 

Component 3: 東アジアにおける将来的な環境協力枠組みの検討 

中長期的な視点から、現在及び将来的な関心に対応しながら、現状の環境協力スキームをいかに

改善し高めていくかを検討することは重要なことである。この目的を達成するために、CAI 推進

事業では現在及び将来のニーズの把握、そのニーズと現在の環境協力枠組みのギャップ分析、ま

た政府関係者、国際機関、ドナー機関、民間企業からの専門家、市民団体メンバーなどの利害関

係者間の議論の促進に重点を置く。IGES は優先分野を明確にするためにクイックスタディーを実
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施し、利害関係者の対話の場を持つことで議論を促進し、東アジアの将来環境協力の枠組みを追

及していく 

 

4. 主な活動 

 

コンポーネント 1: 関係各国、国際機関、研究機関とのネットワーキング 

コンポーネント 1 では下記の活動を実施する。 

（1） ASEAN 事務局、関係国、国際機関との連絡調整を通した域内の政府、国際機関、研究機関

とのネットワークの強化 

（2） 域内の実質的な環境協力プロジェクト案件の企画 

（3） 国内、海外における CAI 推進事業に関する情報発信、普及啓発 

 

コンポーネント 2: 重要な政府間政策プロセスへの実質的なインプットの提供 

コンポーネント 2 はアジア・太平洋における重要な政府間政策プロセスへの実質的なインプット

の提供に重点を置く。機会として重要だと思われるのは下記のハイレベル会合及びその準備会合

等である。 

 

 東アジアサミット 環境大臣会合 (EAS-EMM) 

 ASEAN+3 環境大臣会合 (ASEAN+3 EMM) 

 日 ASEAN 環境政策対話 

 日中韓三カ国環境大臣会合 (TEMM) 

 アジア太平洋環境開発大臣会合 (MCED)  

 

IGES は事務局業務を行うだけでなく、適切な機会があれば、例えばディスカッションペーパー、

ポリシーブリーフなどを提供することで、各会議のアクティブな議論への貢献をする予定である。

これらの機会は上述されたものに限らず、他の機会でも適切なものがあれば実施していく予定で

ある。 

 

コンポーネント 3: 東アジアにおける将来環境協力枠組みの検討 

コンポーネント 3 では、政府関係者、国際機関、ドナー機関、民間企業からの専門家、市民団体

のメンバー等多様な利害関係者から、東アジア地域における現在及び将来の環境協力ニーズ、現

在の環境協力枠組みとのギャップ等に関する意見を幅広く聴取しつつ、将来環境協力の枠組みを

検討する。このために以下の活動を実施する。 

 

（1）東アジア地域における緊急環境課題に関するクイックスタディーの実施を通じた現在及び将

来のニーズの把握及びニーズと現状のギャップ分析を実施する。2009 年度のクイックスタディー

のトピックは下記の通りである。  

 ASEAN の地域統合に関する環境協力ニーズ・課題に関する情報収集・調査 
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 生物多様性ポスト 2010 年目標の分析とアジアの反応調査 

 日本・アジアにおける青少年環境リーダーネットワーク構築に向けた調査 

 低炭素に配慮した都市づくりの効果に関する調査  

 東アジアにおけるコベネフィット（相乗効果的）気候変動施策と事業活動に関する情報収集・

調査等  

 

（2）東アジアにおける環境協力の将来的な枠組みを追及するために、国内及び海外の専門家によ

る検討会等の実施をする。開催する会議としては (i) 政府関係者やドナー機関等からの専門家間

による将来的な環境協力枠組みに関する非公式会議 (ii) 海外専門家を招聘した国際会議等が想

定される。 

 

 
II. 実施準備 

 

1. タイムフレーム 

 

 

時期 業務内容 
 関係政府機関、国際機

関、研究機関とのネット

ワーク形成 

 重要な政府間政策プロ

セスへの実質的なイン

プットの提供 

 東アジアにおける将

来環境協力枠組みの

検討 

2009 年 
9 月 

 
 「環境的に持続可能な

都市」に係るタスクフォ

ース設立 

 

2009年10
月 

 ASEAN事務局、関係各

国及び関係国際機関と

の連絡調整 

 公式環境会合への実質

的なインプットの提供 
 日・ASEAN環境政策

対話（2009年10月
30日） 

 ASEAN+3環境大臣会

合（2009年10月30
日） 

 東アジア首脳会議環

境大臣会合（2009
年10月30日） 

 第1回「環境的に持続

可能な都市」タス

クフォース会合

（シンガポール）

 

 ニーズ調査開始 

2009年 11
月 

 ASEAN諸国と日本にお

ける実質的な環境協力

プロジェクト企画支援 

  国内・国際検討委員会

委員の選定 

2009年12
月 
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2010 年 1
月 

 ホームページ・パンフレ

ットのコンテンツ編集

開始 
 プロジェクトファイン

ディングの開始 

 日中韓環境大臣会合事

務レベル会合（東京） 
 第1回国内委員会の開

催（東京） 
 クイックスタディー

開始 
 

2010 年 2
月 

 第1回ニュースレター 
 

 北九州イニシアティ

ブ・ネットワーク会議

（北九州） 
 「環境的に持続可能な

都市」に係る東アジア環

境大臣会合ハイレベル

セミナー（ジャカルタ-
案） 

 第1回国際委員会の開

催（バンコク） 
 

2010 年 3
月 

 第2回ニュースレター  
 2009年度業務報告書提

出 

 日中韓環境大臣会合事

務レベル会合（東京） 
 日中韓環境大臣会合局

長級会合（札幌） 

 中間報告 

2010 年 4
月 

 ASEAN諸国との協力プ

ロジェクト案件形成に

向けた調整の継続 
 ホームページコンテン

ツの充実・定期的な更新 

  ニーズ調査の継続 

2010 年 5
月 

 
  

2010 年 6
月 

 第3回ニュースレター 
 

 ISAP (6月, 横浜) 
 日中韓環境大臣会合12 

 

2010 年 7
月 

 

  第2回国内委員会の開

催（横浜） 
 第2回国際委員会の開

催（横浜） 

2010 年 8
月 

 

 第3回ESCタスクフォー

ス会合（8月、ブルネイ：

案） 
 ASEAN+3環境大臣会

合、第2回東アジア環境

大臣会合に向けた準備

会合等における会議支

援 

 

2010 年 9
月 

 第4回ニュースレター   

2010年10
月 

 

 第2回東アジアサミット

環境大臣会合への報告

（ブルネイ） 
 ASEAN+3環境大臣会合

 

2010年 11
月 

 

  第3回国内委員会の開

催（東京） 

2010年12
月 

 第5回ニュースレター   第3回国際委員会の開

催（バンコク） 
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2011 年 1
月 

 

 第2回セミナーに向けた

タスクフォース会合（ジ

ャカルタor シンガポー

ル） 

 第4回国内委員会の開

催（東京） 

2011 年 2
月 

 

  

2011 年 3
月 

 第6回ニュースレター   検討委員会の報告 

2011 年度  

 タスクフォース会合（1）
と国際ワークショップ

（1） 
 東アジアサミット環境

大臣会合第2回ハイレベ

ルセミナー（生物多様性

または気候変動） 

 

2012 年度  

 第2回セミナーのフォロ

ーアップ 
 タスクフォース会合

と国際ワークショ

ップ 
 東アジアサミット環

境大臣会合への報

告 
 関連優先分野に係る

ワークショップ 

 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

全体業務実施体制 

本業務は日本政府により提唱された地域レベルのイニシアティブ（CAI）へ実質的なインプット

を提供することを目的とし、IGES には CAI 推進事業の事務局としての役割が期待されている。

具体的な業務は CAI ニュースレターのような比較的単純な事務局業務から、IGES 内部及び外部

研究成果を活用した政策プロセスへの実質的なインプットのような複雑な業務にまで及ぶ。 

 

IGES の全ての他の業務と同様、PMO は本業務の全体的なコーディネートを担当する。各専門分

野に及ぶ具体的な業務は、関連する研究グループや研究プロジェクトが担当する。例えば 2009 年

度には、「ASEAN の地域統合に関する環境協力ニーズ・課題に関する情報収集・調査」に関する

クイックスタディー及び日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)とその準備プロセスへの実質的な

貢献は PMO-PG が担当し、環境的に持続可能な都市に係る東アジアサミット環境大臣会合

（EAS-EMM）ハイレベルセミナー（2010 年 3 月ジャカルタ）の準備とそのフォローアップは北

九州事務所が担当し、マレーシアにおける３Ｒに関する技術的な支援の可能性ニーズ分析及びマ

レーシア政府とのインフォーマルなコミュニケーションは WMR により実施されている。 
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上述の具体的な活動と連動しつつ、PMO では、多様な利害関係者間の対話や専門家会合を通し、

東アジアにおける将来環境協力枠組みについて探求する。 

 

CAI 推進業務の重要なパートナーは日本政府（環境省）、ASEAN 事務局、ASEAN 加盟国、非 ASEAN

加盟東アジアサミットメンバー国、UN-ESCAP, UNEP, UNDP 等の環境と開発分野の国際機関等で

ある。 

 

3. IGES スタッフ・短期スタッフ（要専門性）の TOR 

 
 

PMO シニアコーディネーターA (1) 6 M/M: 全体調整と Component 1 

PMO 研究員/客員研究員 A1 (1) 12 M/M: 全体調整補佐と Component 1 

PMO 研究員/客員研究員 A2 (1) 3 M/M: 対 ASEAN 事務局シニアリエゾン 

PMO 研究補助員 A1 (1) 12 M/M: 情報発信・普及啓発業務 

PMO 研究補助員 A2 (1) 12 M/M: 連絡調整業務 

 

PMO シニアコーディネーター B (1) 6 M/M: Component 2 

PMO 研究員/客員研究員 B1 (1) 6 M/M: Component 2 補佐(TEMM, etc.) 

PMO 研究員/客員研究員 B2 (1) 6 M/M: Component 2 補佐(ESC, etc.) 

 

PMO シニアコーディネーター C (1) 6 M/M: Component 3 

PMO 研究員/客員研究員 C1 (1) 4 M/M: Component 3 補佐 

PMO 研究員/客員研究員 C2 (1) 4 M/M: Component 3 補佐 

PMO 研究員/客員研究員 C3 (1) 4 M/M: Component 3 補佐 

PMO 研究員/客員研究員 C4 (1) 4 M/M: Component 3 補佐 

PMO 研究員/客員研究員 C5 (1) 4 M/M: Component 3 補佐 

 

 

上述以外の各グループ及びプロジェクト所属のメンバーも (必要に応じて) 0.25 カ月から 3 カ

月の範囲で、 CAI 推進業務に従事する可能性がある。 

 
III. 財源 
 
1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 57 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 
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2010 年度:  環境省のクリーンアジア・イニシアティブ事業に応募予定 

2011 年度:  未定 

2012 年度:  未定 

 

 
IV. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（議長サマリー、その他の文書、データベース、優良事例等） 

 

 業務報告書 

 クイックスタディー報告書 (CAI クイックスタディーシリーズ) 

 東アジア環境協力におけるニーズとギャップ分析に係る簡易報告書（仮） 

 ディスカッションペーパー、手続きに関する説明、会議資料、総合報告、優良事例等 

 CAI 推進事業広報資料 (パンフレット、CAI プロジェクトファクトシート、ニュースレター、

ウェブサイト等) 

 

2. 影響戦略 

（ネットワーク／プロセス関連活動とIGES研究プロジェクトの関連性、計画中の活動とその他重

要な地域的／国際的なプロセスとの関連性） 

 

CAI 推進事業は、APFED や NetRes など、IGES がこれまでに構築してきた調査結果やメッセージ

を東アジア環境大臣会合、ASEAN＋3 環境大臣会合、日・ASEAN 環境政策対話、東アジア環境大

臣会合ハイレベルセミナー、日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)、アジア太平洋環境大臣会合

（MCED）等へ伝える重要な手段として機能し、これらの場で蓄積された知識及びノウハウはア

ジアの国々や環境と開発分野の関係国際機関と共有される予定である。また、先に述べられた会

合における政府高官の参加を考慮すると、環境及び開発政策における域内での影響は非常に高い

と思われる。 
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タイトル： (3) 効果的な国際環境協力メカニズムの形成・改善への貢献 (2) ：インドネシ

ア気候変動プログラムローンにおけるモニタリング・アドバイザリー業務 

 

I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連性） 

 

インドネシア気候変動対策プログラムローン  

インドネシア気候変動対策プログラムローン（ICCPL）は、2008 年 8 月、インドネシア政府（以

下、尼政府）と日本政府の間で合意され、日本政府の提唱するクールアースパートナーシップ34下

における 初の大規模なプログラムローンとして実施されている。ICCPL は、インドネシア政府

が実施する緩和・適応の個別プロジェクト支援ではなく、気候変動対策に不可欠な改革や施策の

実行を幅広く支援することを目的に、3 年間にわたって年 3 億米ドルを一般財政支援として貸与

するものである。 

日尼両国政府は、尼政府の気候変動国家行動計画（2007）に基づいて 6 分野（土地利用および森

林、エネルギー、水資源、上下水、農業、分野横断的課題、2009 年 5 月には海洋水産、災害対策

の 2 分野を追加）の重要政策をとりまとめた「政策マトリックス」に合意した。マトリックスに

記載された政策目標の進捗は適宜モニタリングされ、プログラムローンの貸与決定に当たって参

考とされる。 

 

 2007 2008 2009 2010 

尼政府 
気候変動政策アク

ション実施 
  

気候変動政策アク

ション実施 
 

気候変動政策アク

ション実施 
気候変動政策アク

ション実施(?) 

日本政府 
    

JICA 
    

IGES 
   (未定) 

 

 ICCPL における IGES の役割 

IGES は、政策マトリックスに記載された 2008 年および 2009 年の目標政策実施状況のモニタリン

グ・アドバイザリー業務（以下、M&A 業務）に参加するとともに、ICCPL の第一ラウンド 3 年

間の終了を受け、2010 年 8 月には ICCPL についての円借款事業評価を実施する。 

第一次の M&A 業務は、浜中祐德 IGES 理事長をリーダーとし、国際協力機構（JICA）および IGES

                                                        
34 2008 年 1 月、日本政府は、温室効果ガス削減と経済成長を両立させるための途上国の取り組みを支援する財政

支援メカニズム「クールアースパートナーシップ」を提唱、2008 年から 2012 年までの 5 年間に約 100 億米ド

ル（2008 年 1 月時点の為替相場で 1 兆 2,500 億円）をこの枠組みにより拠出することを表明した。なお、2009
年 9 月の政権交代後、ICCPL は途上国の気候変動対策を支援する「鳩山イニシアティブ」の 初の案件として

位置づけられている。 

モニタリング 

モニタリング 

モニタリング 

政策マトリッ

クスに合意 

第 1 次貸与 第 2 次貸与 第 3 次貸与
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の研究員によって編成された M&A チームが担当、2008 年 10 月から 2009 年 6 月にかけて、2008

年政策目標についての実施状況モニタリングおよび政策提言を実施した。第二次 M&A 業務は

2009 年 10 月から 2010 年 8 月までを実施期間として設定され、2009 年政策目標のモニタリング・

提言ならびに、2010 年以降の ICCPL 政策マトリックス作成にあたっての知見提供を期待されてい

る。 

IGES は、ICCPL の M&A チームに多くの専門家を投入する中心組織として、主に以下 3 点の貢献

を行ってきた。 

1) 政策マトリックスに記載された政策目標の進捗・達成状況モニタリングおよび評価 

2) 尼政府の気候変動政策全般にかかわる制度や政策実施状況の分析に基づく政策提言を、諮問委

員会（SC）等の機会に提供 

3) 上記活動に基づくモニタリング報告書の作成。 

 

2. 目的 

 

ICCPL M&A 業務では、尼政府（被援助国）の気候変動政策強化および、日本政府（援助国）に

よる効果的な財政支援の計画と実施の強化に貢献すべく、以下の活動を実施する。 

1) 尼政府による気候変動政策をモニタリング・評価 

2) 尼政府に対して、同国の気候変動対策強化に寄与する政策提言 

3) 日本政府に対して、途上国における気候変動政策への効果的支援に寄与する提言 

 

3. 主なコンポーネント 

 

Component 1:モニタリング業務 

日本政府と被援助国が合意した政策マトリックスに記載されている政策目標（ICCPL においては

約 50 件）について、進捗状況を調査、モニタリング表およびモニタリング報告書にとりまとめる。 

 

Component 2:アドバイザリー業務 

以下 3点を重点とする政策提言をアドバイザリーノートの形で提供する。 

1) 現状の政策実施における障害要因を克服する施策 

2) プログラムローンの期間内に実施された政策の効果を、ローン提供期間の終了後も中長期的に

わたって確保するための施策 

3) 現行の政策マトリックスには記載されていないものの、当該国内の緩和・適応政策においてき

わめて重要と考えられる施策 

 

Component 3:円借款事業評価 

ICCPL がインドネシアにおける気候変動政策に与えた効果について包括的に評価、円借款事業評

価報告書としてとりまとめ、2010 年 8 月に JICA に提出する予定。 
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4. 主な活動 

 

Component 1:モニタリング業務 

IGES のスタッフは、ジャカルタ駐在の JICA 専門家およびローカルコンサルタントと協力し、政

策目標の進捗・達成状況について情報を収集する。この目的のため、M&A チームは 4 回の現地調

査（FFM）を実施し、尼政府関係者等の情報源から直に情報収集を行うことを予定している。ま

た、JICA インドネシア事務所との協力により、インドネシア国家開発計画庁（BAPPENAS）、現

業官庁のほか、地域の森林管理組織、河川管理組織等、目標政策を現場レベルで担当する組織か

らも情報を得られるよう努める。 

調査結果は、モニタリング表、モニタリング報告書（プログレスレポート、インテリムレポート、

ドラフトファイナルレポート、ファイナルレポート）に反映され、JICA に提供される。 

 

Component 2:アドバイザリー業務 

IGES の研究員は、日尼両国政府への政策提言を作成、以下の成果物として提供する。 

 遅延政策についてのアドバイザリーノート：JICA と尼政府が問題を解決し、必要な技術協力

を実施するための協議における資料として提供 

 政策マトリックス外のアドバイザリーノート： JICA と尼政府がインドネシアにおける気候

変動政策強化に必要な課題を協議するための資料として提供 

 ICCPL 諮問委員会（SC）等、日尼両国政府の政策対話において、M&A チームリーダー（浜中

IGES 理事長）が提供するアドバイザリーコメント：上記アドバイザリーノート作成活動をも

とにとりまとめ 

 尼政府の公布した第二次国別報告書(2009)、気候変動対策分野別ロードマップ統合報告書

(2009)、その他 M&A 業務において得られた資料をもとに尼政府の気候変動対策、開発計画等

を分析し、Provisional Ideas on Indonesian Climate Change Policy Matrix (2010-2014) 

（2010 年-2014 年のインドネシアにおける気候変動政策マトリックスにかかわる予備分析）

としてとりまとめ、検討材料として JICA に提出。 

 

Component 3:円借款事業評価 

M&A チームは、ファイナルレポートを完成させた後、円借款事業評価調査を実施する。調査にお

いては、個別政策アクションの効果、期間中に実施された制度改革が中長期的に及ぼす影響等、

ICCPL が被援助国の気候変動政策に与えた効果についての包括的な評価を行い、円借款事業評価

報告書としてとりまとめる。 

 
II. 実施準備 

 

1. タイムフレーム 

 

 ICCPL 第二次 M&A 業務は 2009 年 10 月から 2010 年 8 月までを実施期間としている。下表中、
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2010 年 4 月から同年 8月までの業務および成果物は、IGES5 期に実施・作成される。 

 

IGES 4 期 

Date 現地調査・委員会等 作成・成果物 

Oct. 2009 
現地出張：第 1 回 FFM、第 1 回 TTM（技術

者会合） 
ローカルコンサルタントとの TOR 
インセプションレポート 

Nov. 2009 
現地出張：第 1 回 SC 
 

アドバイザリーノート 
プログレスレポート 

Jan. 2010 現地出張：第 2 回 FFM、第 2 回 TTM  

Feb. 2010 
現地出張：第 2 回 SC 
 

アドバイザリーノート 
インテリムレポート 

IGES 5 期 
Apr. 2010 現地出張：第 3 回 FFM、第 3 回 TTM  

May. 2010 
現地出張：第 3 回 SC 
 

アドバイザリーノート 
ドラフトファイナルレポート 

Jun. 2010  ファイナルレポート 
Jul. 2010 現地出張：円借款事業評価調査  
Aug. 2010  円借款事業評価報告書 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

ICCPL の業務には、日本政府、JCA、尼政府、M&A チーム（IGES 並びに所外の専門家により構

成）、国内支援委員会、ならびにローカルコンサルタントが関係する。IGES は M&A チームの中核と

して、政策実施状況のモニタリング、政策提言の提供を求められる。モニタリング業務およびアドバ

イザリー業務の成果はモニタリング報告書、アドバイザリーノートとして作成され、政策実施状況の

確認や借款の効果的運用を議論するために日尼両国政府および JICA が定期的に開催する ICCPL 諮問

委員会に提出される。これらの目的のために、M&A チームはインドネシア国内のローカルコンサルタ

ントと協力し、政策実施や制度改革の進捗状況について詳細な情報を入手する。M&A チームの活動は、

国内支援委員会からの助言に基づいて実施される。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

日本政府 尼政府 
JICA 

プログラムローン 

政策対話 モニタリング / 
政策提言 報告 / 政策提言 

諮問・助言

A & M team (IGES・所外専門家)
                  

 

ローカルコンサルタント  
(情報収集、調整) 

副総括 コーディネーター

分野別専門家 
土地利用・森林 / エネルギー /  

水資源 / 上下水/ 農業 / 災害管理 /  
海洋水産 / 分野横断的課題 

総括

国内支援
委員会 
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Role (Man/Month) Tasks Required Expertise 

M&A チームリー

ダー/ 国内支援委

員長 
(1 M/M x 1) 

 尼政府の政策立案者との対話 
 M&Aチームの業務全般について

の助言 

 気候変動政策全般に関する広

範な知見 
 気候変動国際交渉（政策対話

等）にかかわる豊富な経験 
総括 
(8 M/M x 1) 

 情報収集、分析、報告等、業務全

般の監督 
 関係者との調整（インドネシア国

内において、尼政府、日本国大使

館、JICA インドネシア事務所、

日本国内において JICA 本部、外

務省、経済産業省、環境省） 

 政府開発援助・借款のモニタリ

ングおよび評価業務に関する

豊富なマネージメントの経験 
 高度な関係者との調整能力（日

本、インドネシア両国におい

て） 

副総括 
(4.5M/M x 1) 

 日本国内の関係者 (JICA, 日本

政府等)との調整 
 分野別専門家による活動（モニタ

リングシート、モニタリング報告

書、アドバイザリーノート、円借

款事業評価報告書の作成）の活動 
 必要に応じて TTM および SC へ

の出席 

 政府開発援助・借款のモニタリ

ングおよび評価業務に関する

マネージメントの経験 
 学術的報告書のレビュー・完成

に関わる編集能力  
 高度な関係者との調整能力 

分野別専門家 
(3.5M/M x 7) 

 政策進捗状況の分析 
 ローカルコンサルタント向け

TOR の作成 
 モニタリングシート、モニタリン

グ報告書（プログレスレポート、

インテリムレポート、ドラフトフ

ァイナルレポート、ファイナルレ

ポート）および要約の作成  
 アドバイザリーノート作成 
 円借款事業評価報告書へのイン

プット 
 必要に応じて TTM および SC へ

の出席 

 担当分野についてモニタリン

グ報告書・アドバイザリーノー

トの作成に必要な高度な知

識・技術 
 情報収集 (資料調査、聞き取

り); 
 データ分析および報告 
 政策提言の提供 

 

コーディネーター 
/ 分野横断的課題

専門家 
(10M/M x 1) 

 インドネシア国内における関係

者との調整（尼政府、日本国大使

館、JICA インドネシア事務所、

ローカルコンサルタント） 
 必要に応じて TTM および SC へ

の出席 
 分野横断的課題の分析 

 関係者との調整能力  
 ローカルコンサルタントを利

用したモニタリング・評価に関

わるマネージメントの経験 
 分野横断的課題についてモニ

タリング報告書・アドバイザリ

ーノートの作成に必要な高度

な知識・技術 
研究補助 
(10M/M x 2) 

 契約、会計、報告書の編集、言質

出張の調整等、業務全般の補助 
 業務補助の経験 

 

 
III. 財源 
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1. コスト見積もり 

2010 年度活動予算 42 百万円  

 
2. 既得・応募予定の外部資金 

 

 IGES4 期と 5 期（2009 年 10 月から 2010 年 8 月）における IGES への配分額については、JICA

と契約済み） 

 
IV. インパクトの創出 

 
1. 主なアウトプット（議長サマリー、その他の文書、データベース、優良事例等） 

 

モニタリング報告書 

M&A チームは 4 版にわたるモニタリング報告書（プログレスレポート、インテリムレポート、ド

ラフトファイナルレポート、ファイナルレポート）を作成、このうちドラフトファイナルレポー

トとファイナルレポートは IGES5 期に作成・提出される見込み。 

 ドラフトファイナルレポート（2010 年 5 月） 

第 3 回 FFM の調査結果、ならびに第 3 回 TTM の議論を踏まえ、政策達成状況、障害要因、政

策提言をドラフトファイナルレポートにとりまとめる。 

 ファイナルレポート（2010 年 7 月） 

第 3回 SC の議論を踏まえてドラフトファイナルレポートを修正、 終版とする。 

 

モニタリングシート 

政策目標の達成状況を表にとりまとめ、日尼政府および JICA に報告。 

 

アドバイザリーノート 

M&A チームが尼政府の気候変動政策について起草する政策提言案。SC 等、日尼両国の政策対話の

機会に提供されるアドバイザリーコメントの草案としても活用される。 

 

Provisional Ideas on Indonesian Climate Change Policy Matrix (2010-2014) 

次期 ICCPL 政策マトリックス案作成時の検討材料として JICA に提出。 

 

円借款事業評価報告書（2010 年 8 月） 

ICCPL の円借款事業評価を報告書としてとりまとめ提出。 

 

2. 影響戦略 

（ネットワーク／プロセス関連活動とIGES研究プロジェクトの関連性、計画中の活動とその他重
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要な地域的／国際的なプロセスとの関連性） 

 

 研究機関による国際環境協力メカニズムへの貢献 

IGES をはじめとする戦略的・政策指向型研究機関が国際環境協力に関与・貢献するには、複数の

活動が考えられる。 

(a) 協力メカニズムのマネージメント・事務局機能の提供 

(b) 協力メカニズムの運用を支援する活動（議事案調整、資料作成、議事録作成による会合支援

など） 

(c) 事前調査、政策の進捗モニタリング、国際協力メカニズムの評価等の報告 

(d) 調査・分析結果に基づく提言（追加政策、今後の協力枠組み設計など） 

(e) 間接的貢献（学会等での研究成果報告により、他の研究機関・行政・NOG 等と経験、分析結

果を共有、議論） 

研究機関は、環境協力メカニズムのプロセスに(a)および(b)の活動を通じた深い関与、(c)および

(d)の活動を通じて外部専門家としての専門性提供、(e)の活動を通じた間接的貢献、という形で

貢献することができる。 

 

 ICCPL における IGES の貢献分野 

ICCPL の M&A 活動を通じ、IGES は上記カテゴリー中の (b), (c), (d)を実施する。 

 カテゴリー(b) 

JICA、日本政府、インドネシア政府と連携し、諮問委員会における政策アクション設定、モニ

タリング結果、改善策の議論をサポートする 

 カテゴリー(c) 

合意された政策アクション実施状況のモニタリング・分析 

 カテゴリー(d) 

モニタリング成果をもとにイ国政府へ政策改善・制度設計の提案 

 次期日イ協力メカニズム設計の提案(d) 

これらは、日イ両国の協力プログラムを通じてインドネシアの気候変動政策強化、メインストリ

ーム化に貢献するものである。 

 

 カテゴリー(c)および(d)にまたがる活動 

円借款業務評価：当初合意された ICCPL の期間終了を受けて、IGES（M&A チーム）は協力プ

ログラムがもたらした成果を援助評価 5 原則（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）

の観点から評価し、日本政府による国際環境協力メカニズムの発展・拡大に寄与すべく教訓を

抽出する。 

 

この活動は、日本政府の将来的な国際環境協力に貢献するものである。 

 

 学術等、専門家社会へのアウトリーチ(e) 
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上記の直接的な貢献に加え、ICCPL に関与した経験、分析結果を学会やセミナー等に報告し、

他の研究機関や行政等と議論を行うことで、間接的に国際環境協力メカニズムの改善に貢献し

たい。報告トピックの候補は以下の通り。 

- プログラムアプローチの長所・短所 

- 国際環境協力に関与する研究機関・研究者にとっての課題 
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タイトル：（4） 持続可能なアジア太平洋のための市民社会政策対話とネットワーク活動 

I. 研究の概要 

 
1. 背景（アジア太平洋地域との関連性） 

 

IGES は、アジア太平洋における持続可能な成長を目指した政策や活動を推進する地域的及び国際

的な政策フォーラムや政策ネットワークの事務局、または重要なメンバーとして機能してきた。

IGES は持続可能性政策に関する主な政策プロセスやステークホルダー政策対話の事務局のメン

バーであり、2008 年に神戸で開催された G8 環境大臣会合、例年開催されるアジア太平洋環境会

議（ECO Asia）（ 新の第 16 回セッションは 2008 年に名古屋で開催）、アジア太平洋環境開発フ

ォーラム（APFED）、地域市民社会フォーラム・グローバル市民社会フォーラム（RCSF/GCSF）、

アジア環境法執行ネットワーク（AECEN）、アジア・ヨーロッパ環境フォーラム（ENVForum）な

どに参加してきた。東アジア首脳会議などの新興フレームワークやその他の準地域的または地域

的範囲内で開催されるものも含め、地域的な政策フォーラムは 2010 年以降も継続されることが期

待されている。 

 

2000 年のアジア太平洋環境と開発に関する閣僚会議（MCED）での提言に呼応して 2001 年に設立

されたアジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）は、アジア太平洋における持続可能性政策と

活動を推進するマルチ・ステークホルダーの政策対話とネットワークの枠組みとなる も重要な

プログラムの 1 つである。2004 年の APFED 終報告書に盛り込まれた 117 の政策提言を促進す

るため、APFED 第 2 フェーズ（APFED II）では、（1）政策対話、（2）知識イニシアチブ、（3）シ

ョーケースプログラムの 3 つの事業を中心に、NetRes（アジア太平洋戦略研究機関ネットワーク）

という制度的メカニズムの支援を受け、幅広い活動が推進されてきた。2010 年度は、さまざまな

政策対話活動を通じて、APFED II 終報告書（2010 年 3 月に決定 2010 年夏に公表予定）に盛り

込まれる APFED II の結果及び提言の普及に注力する。APFED II では、APFED ショーケースプロ

グラムのもと、5 年に亘りアジア・太平洋で 49 のパイロットプロジェクトが支援され、気候変動

や 3R、生物多様性、水、ステークホルダーへの権限付与に取り組んできた。国連環境計画（UNEP）

は APFED ショーケース・ファシリティの事務局の役割を果たしてきた重要なパートナーである。

APFED II の活動は 2010 年度も引き続き行われる予定であり、APFED II の重要な活動は 2011 年度

以降も継続される。 

 

NetRes は、APFED II 活動の重要な制度的メカニズムとして 2006 年に発足した。参加しているの

は、（1）中国環境科学学会（CSES）、（2）韓国環境政策・評価研究院（KEI）、（3）タイ環境研究

所（TEI）、（4）シンガポール国際問題研究所（SIIA）、（5）インド・エネルギー資源研究所（TE

ＲI）、（6）パキスタン・持続可能な発展政策研究所（SDPI）、（7）南太平洋大学（USP）、（8）IIGES

の 8 機関である。IGES は NetRes の事務局である。NetRes は APFED II プログラム活動、つまり

政策対話、ショーケースプログラム、知識イニシアチブ、もっと具体的に言えば、橋本龍太郎

APFED 賞を受けた優良事例及び APFED 優良事例データベースを主に支援している。 
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2009 年 6 月に第 1 回会合が葉山で開催された持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム

（ISAP）は、主に研究機関、国際ネットワークオフィス、NGO のステークホルダーのための地域

的フォーラムの役割を果たし、アジア太平洋の持続可能な開発に関する研究や活動の結果を共有

して、政策課題に取り組むことが期待されている。 

 

持続可能な政策計画及び研究を追求していくにあたり、その他多くのネットワーク活動もIGESに

とって極めて重要である。IGESはアジア欧州会合（ASEM）のもとに設立されたアジア欧州財団

（ASEF）が主宰するアジア欧州環境フォーラム（ENVForum）の運営委員である。ENVForumは

アジア及び欧州のマルチ・ステークホルダーに重要な持続可能性政策課題に関して意見交換及び

連携する機会を提供する。IGESは2009年6月に、生物多様性と生態系サービスに関する第7回アジ

ア・ヨーロッパ環境フォーラム（ENVForum）円卓会合と第1回持続可能なアジア太平洋に関する

国際フォーラム（ISAP）を葉山で同時に開催した。ENVForum活動の結果に基づき、数々のイニ

シアチブや共同での活動が行われることが期待されている。その例としては、シナリオ法に基づ

く参加型意思決定や、生物多様性や生態系サービスなどの重要な政策課題に関する一般的なポジ

ションペーパーの作成を促進するための環境リーダーの能力開発が挙げられる。 

 

アジア環境法執行ネットワーク（AECEN）も重要なネットワークである。IGESはAECEN運営委

員会のメンバーであり、IGESの特別アカデミックアドバイザーはAECENの諮問委員会のメンバー

である。AECENは、政府高官やステークホルダーが環境関連法規制への遵守を向上するための方

法、手段を議論するフォーラムだけでなく、加盟国のうちの2カ国が協力して環境関連法規制の遵

守とその施行に関する政策枠組み及び制度的枠組み強化を目的とした活動を行う「トゥイニング

プログラム」も提供する。IGESはタイの汚染対策局とAECENトゥイニングプロジェクトを実施し、

土壌汚染対策としての政策枠組み及び制度的枠組みを強化している。別のプロジェクトも進行中

であり、CSESと中国の精華大学エネルギー環境経済研究所と協力し、省エネルギーと気候変動に

取り組んでいる。IGESは、AECENの下での活動を促進する主導的な役割を引き続き担うことが期

待されている。 

 

この他にも、地域内での持続可能な発展のためにマルチ・ステークホルダー間の政策対話の促進、

及び政策イノベーションと現地活動へのステークホルダーの関与促進を目的としたネットワーク

は存在する。UNEPの市民社会フォーラムでは、IGES/PMOコーディネーターが2008年から2009年

の間、地域ファシリテーター2名のうちの1人として、また科学界の主要グループのメンバーとし

ての役割を果たしている。IGESはアジア開発銀行の貧困と環境パートナーシップにも参加してい

る。また、地球環境ファシリティからは、IGESが北東アジアにおける非政府機関の調整役として

の役割を果たすという提案があった。 

 

実際、IGESのような機関が、地域ネットワーク活動の促進に関与していくことが一層求められて

おり、このような機会が拡大していくことが予測される。それと同時に、このようなネットワー
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クはIGESにとって、自らのアウトプットを適宜共有し、IGESの研究活動から生じる望まれる政策

や活動を促進する機会となる。 

 

IGESがこれまでに関与した政策フォーラムの運営や市民社会ネットワーク活動から、いくつかの

教訓が導き出されている。過去の経験から、IGES研究者は活動に直接触れることができるほか、

時には政治的ダイナミズムが表れる重要な政策意思決定プロセスにも関与することができる。準

備過程では、現在の政策要件の把握が可能である。将来的な課題は、観察された政治的ダイナミ

ズムをIGESが取り組む研究課題にいかに変換するかである。IGESは、研究から得られるインプッ

トの提供や運営活動においてより積極的な役割を果たして、政策過程を支援することが可能であ

る。ネットワーク活動は、情報交換からパートナーシップ活動、共同研究及びステークホルダー

の能力開発へと進化していく必要がある。全体的に見て、ネットワークの運営者、メンバー及び

IGESにとって多様な相互利益がある。 

 

2. 目的 

 

計画中のネットワーク活動は、以下の目的を達成することが期待されている。 

 

(1) 資源を効率的に活用し、自然と共生する持続可能な低炭素社会を構築するために、さまざま

なレベルでの政策枠組みの形成を支援して、持続可能な発展とマルチ・ステークホルダー間

の連携を促進するとともに、国際協力を構築する。 

 

(2) マルチ・ステークホルダー間の政策対話の促進、及び持続可能な政策対話と活動へのステー

クホルダーの関与促進を目的に、地域・国際政策フォーラムと市民社会ネットワークの活動

を支援する。 

 

(3) 地域内における持続可能な発展を目的とした政策プロセスにより大きな影響を与えるために、

ネットワークメンバーの相互利益を拡大する機会を検討する。 

 

(4) 越境的・世界的な環境問題の解決に向けた合意形成と協調活動を促進する。 

 

(5) アジア太平洋及び世界の優良事例に関する情報を伝播する。 

 

(6) 優良事例や革新的な手法の反復を促進する。 
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3. 主なコンポーネント 

 

計画中のネットワーク活動案の主なコンポーネントは以下の通りである。 

 

(1) マルチ・ステークホルダー間の政策対話：ネットワーク活動には次に挙げる政策対話の一般

的な要素が含まれる。 

・ 政策対話の結果を具体的な政策やプログラムに関連付けることは依然として不可欠であ

る。 

・ さまざまなレベルでの多様な様式及び方法（エグゼクティブ・サマリー、視覚映像、主要

言語など）によるより広範な情報普及の促進 

・ 主な政策プロセスは、政策対話実施の場、インプットが政策プロセスに更なる影響をもた

らす関連環境協定に関する関係者会議・地域閣僚会議・持続可能な開発委員会やその他機

関による会議などにおけるメッセージの普及の場の構築を目標に強化するべきである。 

 

(2) 優良事例及びケーススタディ分析：ネットワーク活動は一般的に、優良事例とケーススタデ

ィに関する情報の共有を目的としている。 

 

(3) パイロットプロジェクト活動：パイロットプロジェクトへの第三者による支援が革新的な政

策措置や活動の実用性を証明するために、ネットワークの下で提供される。 

 

(4) 能力開発：訓練やその他の能力開発コンポーネントもまた、ネットワーク活動の下で進めら

れる。 

 

(5) 支援運動：実証的分析に基づき、政策及び活動に関する提言が、持続可能な発展を目的とし

た政策転換及び制度改革を支援・促進するために公表される。 

 

可能であれば、IGES第5期プログラムサイクルの構成要素との関連を研究する。 

 

4. 主な活動 

 

上述のコンポーネントに基づき、計画される活動は以下の通りである。 

 

(1) マルチ・ステークホルダー間の政策対話：テーマ別・分野横断的な課題など、主要政策課題

に関するマルチ・ステークホルダー政策対話への取り組み。対象には主に、アジア太平洋地

域の持続可能な発展を促進する意思決定プロセスや運営活動に従事する意思決定者や実行者

が含まれる。 
 

(2) 優良事例及びケーススタディの分析：可能であれば、優良事例及びケーススタディの分析を

行う。表彰プログラムの使用や、優良事例データベースとの併用を検討する。 
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(3) パイロットプロジェクト活動：政策対話やケーススタディに基づき、第三者から活動を促進

する支援を得て、革新的な政策措置や活動の実用性を検討する。 
 

(4) 能力開発：地域の国々の社会的能力を強化するため、訓練やその他の能力開発活動に取り組

む。 

 

(5) 支援運動：持続可能な発展を目的とした政策転換及び制度改革を促進するため、文書作成や

アウトリーチ活動を行う。複数のメディアを利用して、情報の普及を拡大する。 

 
II. 実施準備 

 
1. タイムフレーム 

 

計画中のネットワーク活動には、以下の期間が想定されている。×印は各活動の集中的な作業が

行われる時期を示すが、印がない期間においても相当なレベルで作業が実施されるる。 

 
活動 2010年度 2011年度 2012年度 

7. マルチ・ステークホルダー間の政策

対話 

 ×  ×  ×  ×  ×  × 

8. ケーススタディ  ×  ×  ×  ×  ×  × 

9. パイロットプロジェクト  ×  ×  ×  ×  ×  × 

10. 能力開発   ×  ×  ×  ×    

11. 支援運動   × ×  × ×  × ×   

12. 報告書・記事の作成   × ×   × ×   × × 

 

 

2. 実施の枠組み 

(全体的なチーム構成、提携研究機関、IGES の役割等) 

 

計画予定の研究活動には、上級政策研究員、研究者、管理コーディネーター及び助手を抱えるプ

ログラム・マネージメント・オフィス（PMO）が取り組む。CAI、ISAPに携わるPMOのスタッフ

は後に決定される。APFED及びその他のネットワーク活動に関しては、機関間イニシアチブ（IAC）

チームが引き続き活動に取り組む予定である。IACは上級コーディネーターが主導し、4人の研究

者及びプロジェクトスタッフメンバーが支援する。 

 

IGESはアジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）及びNetResの事務局としての役割を果たして

きた。また、IGESはアジア欧州財団（ASEF）のアジア・ヨーロッパ環境フォーラム（ENVForum）、

及びアジア環境法執行ネットワーク（AECEN）の運営委員会のメンバーである。PMO/機関間イ
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ニシアチブ（IAC）チームの主導の下、すべての活動が行われている。事務局及び運営委員会のメ

ンバーとして、IGESは調整役となり、ネットワーク活動のプログラム開発に率先して取り組みな

がら、自らの活動においてはネットワーク活動の具体的なコンポーネントの実現に向けて支援を

行っている。 

 

ネットワークのメンバーであるIGESは、地域内の持続可能性に関する政策及び活動を促進するこ

とを目的に、関連のある所見、教訓、提言等の情報を提供する。 

 

3. IGES スタッフ・短期スタッフ（要専門性）の TOR 

 

主任研究員は、自らの研究業務に取り組みながら、活動全体を調整する。主任研究員及び3名の研

究員は、テーマや地域に基づいた研究課題に取り組む。研究管理コーディネーターは管理業務に

取り組みながら、ウェブサイトや適切なメディアを介して研究結果を公開するための取り組みを

支援する。 

 
III. 財源 
 

1. コスト見積もり 

 

2010 年度活動予算 84 百万円  

 

2. 既得・応募予定の外部資金 

 

現時点では新規プロジェクトについては概算である。 

 

パイロットプロジェクトについては、APFEDショーケースプログラムが2010年～2011年度にかけ

て継続される見込みである。パイロット活動はAPFEDショーケースプログラムから資金拠出され

る予定である。 

 

また、計画研究業務に必要な資金を満たすため、AECEN、ASEF、アジア・ファンデーション、

ASEAN、アジア開発銀行、UNEP等の環境意思決定への参加が見込まれる支援団体からの外部資

金を検討する。 

 
IV. インパクトの創出 

 

1. 主なアウトプット（議長サマリー、その他の文書、データベース、優良事例等） 

 

各政策対話における議長サマリーはIGES、またはIGESと協力して作成する。主な要素は重要なト
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ピックやサブトピックを中心に政策文書として作成する。ケーススタディやパイロットプロジェ

クトはレポートとして文書にまとめた後、政策文書にする。また、政策対話、ケーススタディ、

及びパイロットプロジェクトの結果に基づき、持続可能性政策のさまざまな課題やテーマ別・分

野横断的な課題を含む総合的な地域レポートが作成される。こうした地域レポートを抽出し、地

域または国際レベルで行われる優先政策プロセスを開始するうえで政策措置や活動に対する提言

を形成する。 

 

2. 影響戦略 

（ネットワーク／プロセス関連活動とIGES研究プロジェクトの関連性、計画中の活動とその他重

要な地域的／国際的なプロセスとの関連性） 

 

IGESはネットワーク活動の出資団体と共同運営する。IGESは出資団体の他にNetResやENVForum、

AECEN等のネットワークのメンバーと協力する。 

 

研究の結果は、AECEN、ASEF、その他ネットワークなどの地域／地域間プロセスのインプット

の不可欠な要素として共有し、使用する。また、今後開催される第6回アジア太平洋環境と開発に

関する閣僚会議（MCED VI）、CBD／COP10、東アジア会議、CSD、2012サミット等の地域的／国

際的なプロセスへのインプットとして提供する目的もある。 

 


