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日本は世界の貧困撲滅を重視した政策への転換を！日本は世界の貧困撲滅を重視した政策への転換を！

　現在の先進国の社会経済活動が環境容量を超えていることを踏まえ、環境税や生態系
サービスへの支払（PES）など、生態系サービス・環境サービスの消費を経済活動に反
映させる仕組みを導入するとともに、利便性を過度に追求する価値観の転換や、大量
生産・大量消費に依存した生活スタイルの見直しなどを通じて、地球の環境容量に見
合った真のグリーン経済モデルを構築していくべきである。

　グリーン経済への移行に意欲的な新興国・開発途上国に対し、日本の持つ高度なエネ
ルギー・環境技術を普及するために、日本のグリーン・イノベーションと、新興国・開発
途上国のグリーン経済の双方の観点からニーズマッチングをきめ細かく行うとともに、
アジア諸国等との協働により環境分野における技術や規制・基準・規格を国際標準化し
ていくための具体的な道筋を早急に策定すべきである。

　グリーン経済政策がグリーン保護主義につながることを防ぐために、二国間でグリーン
認証と技術移転を組み合わせ、グリーン認証を満たす持続可能な生産方法を促進する
など、グリーン経済政策が輸出国の持続可能な生産を促進するようなメカニズムを構
築する努力が必要である。

　各国の立場の違いを超えて有効なグリーン経済議論を行うためのフレームワークとし
て、画一的なグリーン経済の定義に基づくのではなく、世界的なグリーン経済への移
行という目標を共有しつつ、貧困根絶など各国それぞれの優先事項の達成のために国
内外のグリーン経済政策を活用していく柔軟なアプローチの採用を働きかけるべきで
ある。
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国際的にグリーン経済が大きな注目を集めている。1992年
のリオ地球サミット20周年を機に2012年にリオデジャネイロ
で開催される国連持続可能な開発会議（UNCSD）における
主要テーマの一つは、「持続可能な開発及び貧困根絶の文
脈におけるグリーン経済」である。国連環境計画（UNEP）は
2008年からグリーン経済イニシアティブを実施しており、2011
年2月にグリーン経済報告書を発表した（UNEP 2011)。また、
経済協力開発機構（OECD）は2008年よりグリーン成長戦略
の策定を進めるとともに、2011年の設立50周年記念テーマ
としてグリーン成長を掲げている。

グリーン経済という概念自体は新しいものではなく、環境と経
済の両立を意味する概念として1980年代後半から提唱され
ていた。また、1987年に発表された環境と開発に関する世界
委員会報告書（WCED 1987）により、持続可能な開発の概
念が脚光を浴びる中、グリーン経済に関する議論も盛り上がり
を見せた1。しかし、グリーン経済が現在のように大きな注目を
集めはじめたのは、2000年代後半に入ってからである。2005
年に韓国で開催された第5回アジア太平洋環境と開発に関
する閣僚会議（MCED 2005）において、エコ効率改善など環
境保全と経済成長の両立を目指す地域協調枠組みとして「グ
リーン成長に係るソウル・イニシアティブ」が採択された。その
韓国は2008年に就任した李明博大統領が「低炭素・グリーン
成長」を国家ビジョンとして掲げるなど、グリーン経済・グリーン
成長を強力に推進している。日本でも、2007年の「21世紀環
境立国戦略」において「低炭素社会」・「循環型社会」・「自然

共生社会」の形成が環境立国の柱として掲げられ、グリーン経
済に向けた政策や取り組みが進められてきた。

さらに2008年の金融危機は、グリーン経済が世界的課題と
して大きく取り上げられるきっかけとなった。米国、欧州、日本、
韓国など主要国の多くが、金融危機を克服する方策として、再
生エネルギー産業をはじめとするグリーン産業への大規模投
資による景気刺激および雇用創出を核とするグリーン・ニュー
ディール政策を打ち出したのである。このようにグリーン産業成
長による景気刺激策としてグリーン経済の概念が脚光を浴び
る一方で、グリーン経済をGDP成長などの既存の経済モデル
からの転換、すなわちより持続可能な社会経済システムの構
築ととらえるべきであるという議論もある。また、高い技術力と
豊富な資金・人材に恵まれた先進国におけるグリーン経済の
概念が、新興国・開発途上国を含めた世界全体の持続可能な
開発に対する処方箋になりうるのかについては否定的な議論
もある2。

このように、グリーン経済については多くの国・国際機関が
関心を示しているだけに大きなポテンシャルを持つ一方、合意
された定義もないままに議論が紛糾してしまう恐れもある。本稿
では、UNCSDプロセスにおけるグリーン経済に関する議論や
各国の取り組みについて世界的な持続可能な開発の促進の
観点から整理するとともに、グリーン経済に関する日本の取り
組みを分析し、日本を含めた先進国のグリーン経済政策を世界
の持続可能な開発につなげるために日本が果たすべき役割に
ついて提言する。

UNCSDプロセスにおけるグリーン経済の議論の動向1

UNCSDは、これまで2回の準備委員会会合と1回の非公
式調整会合を開催しており、グリーン経済の議論を牽引する役
割を果たしている。まず2010年5月に開催された第1回準備
委員会会合では、グリーン経済という概念に対する定義や見解
などが主に議論の対象とされ、これに対する賛否両論の意見
が示された。また、具体的なグリーン経済政策やUNCSDにお
いて期待する成果なども議題に挙げられ、今後の議論の枠組
みが形作られた。

続く第1回非公式調整会合は2011年1月に開催され、グ
リーン経済は持続可能な開発の実現のための手段であるとの
肯定的な共通認識が醸成されつつあることが示された。グリー

ン経済の中身の議論についても、新興国・開発途上国に対す
る支援や環境政策による貿易の公平性の阻害（グリーン保護
主義）の可能性などの国際的課題と、経済成長と環境負荷の
デカップリング（分離）や環境税等のグリーン税制などの国内
的課題と、大きく2つに分類ができる程度に議論がまとまりはじ
めていることがうかがわれた。

そして2011年3月に開催された第2回準備委員会会合
では、グリーン経済の定義よりも具体的課題、とりわけ国際的
課題に注目が集まり、その中でも新興国・開発途上国に対す
る技術移転・資金援助・能力向上支援や国際貿易におけるグ
リーン保護主義の回避などが議論の的とされた。このように

1  例えば、1989年に出版され環境経済学の入門書として大きな話題を呼んだPearce et al.（1989）では、持続可能な開発と合致する経済としてグリーン経済を
定義している。

2  本稿では、OECD諸国を先進国、BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）を新興国、それ以外の国を開発途上国と呼ぶ。
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各国のグリーン経済に関する取り組みと国際的な議論への姿勢2

UNCSDプロセスにおけるグリーン経済の議論は、定義よりも
具体的課題、さらに国内的課題よりも国際的課題へと、回を経

る毎にその方向性を集約させつつある。

日本としては「低炭素社会」、「循環型社会」、「自然共生社
会」の形成を3つの柱としているが、UNCSDプロセスにおける
議論からは「国際協力」と「グリーン保護主義」に国際的関心
があることが明らかになった。これらに則し、各国のグリーン経
済に係る政策および国際的議論に対する姿勢を概観する。

まず、各国を見渡してみると、低炭素社会の実現への関心
が高くなっている。経済活動において欠かせないエネルギーの
安定供給は多くの国が抱える課題の一つであり、低炭素社会
の構築には化石燃料から炭素依存度がより低いクリーンエネ
ルギーへの転換を図らなければならない。とりわけ再生可能エ
ネルギーの開発と導入の企画・取り組みが各国でさかんになっ
ている。エネルギー効率の改善も低炭素化の一つの方法であ
り、主にアジア諸国や先進国で重要視されている。循環型社
会の形成については、多くの国で廃棄物管理・リサイクルに関
する取り組みが見られる。環境ラベリングやグリーン購入は主に
OECD加盟国で実践されているが、中でも欧州がこの分野で
積極的な対策を講じている。しかし欧州にしても、資源効率性
は重視しているが、さらに一歩進んで環境容量にもとづきシステ
ムを根本的に転換するという視点は希薄である。自然共生社
会への対応としては、生物多様性保全ないし生態系サービス
の経済価値評価が多くの国で行われている。汚染等の環境負
荷に対する費用の計測や生態系サービスの経済価値評価を
政策形成に反映させることを目的として、国連や世界銀行など
が中心となりグリーン国民経済計算の開発を推し進めている。

各国の取り組みの進捗状況をみると、これら3つの課題の
うち、低炭素社会形成への取り組みが比較的進んでいること
が分かる。これは、低炭素社会が、既に市場が確立され民間
企業ベースの投資も積極的に行われているエネルギーの問題
と密接に関連しており、民間企業等の活動が活発なためであ
る。循環型社会形成については、資源の循環利用を促進する
施策と、資源利用の過程で生成される有害物質・廃棄物を制
御・管理する施策がある。前者については価格メカニズムが有
効に機能しているものの、後者については市場メカニズムによ
る調整が十分には機能していない。自然共生社会形成に関し
ては生態系修復費用や生態系サービスの価値が必ずしも財・
サービスの価格形成に反映されず市場メカニズムに組み込ま
れていないため、取り組みは不十分である。これらの費用や価

値を内部化する試みとしてグリーン国民経済計算が注目されて
いるが、環境資本や生態系資本利用の実態把握だけでは不
十分であり、生態系サービスへの支払（PES）など実際の市場
価格にこれらの費用や価値を反映することが、グリーン経済の
実現における喫緊の課題である。

現行のブラウン経済からグリーン経済へ移行するには、経済
発展の段階を問わず資金と技術が不可欠である。とりわけ開
発途上国は資金と技術の両面において充分とはいえず、先進
国がそれらの支援をすべきと強く主張している。一方、先進国と
してもグリーン経済に係る国際協力の必要性を理解しており、
低炭素社会の形成に関しては、資金および技術支援を推進し
ているものの、循環型社会と自然共生社会の形成については
あまり進展していない。循環型社会と自然共生社会の形成で
国際協力が進まない要因の一つとして、各国内での取り組み
での議論と同様に、市場メカニズムに適切に組み込まれてい
ないことがあげられる。また循環型社会形成に関しては気候変
動枠組条約のような国際条約がなく、循環型社会形成のため
の国際的な資金メカニズムが存在しないという問題もある。さ
らに、グローバルな課題であり国際協力を行いやすい温室効
果ガス排出削減とは違い、自然共生社会形成についてはロー
カルな条件に大きく左右される課題である点も国際協力の対
象になりにくい原因であると考えられる。

グリーン保護主義については、例えばグリーン認証や国境調
整措置が国内産業保護に利用されかねないとの懸念がある。
グリーン認証は、環境基準を満たす製品等に認証を与えること
で基準を満たさないものと差別化を図るものであるが、先進国
の技術力を前提とした高い環境基準に基づく場合、開発途上
国の輸出が阻害される可能性が出てくる。また国境調整措置
は、炭素税や排出権取引制度など気候変動対策を導入した
国において、気候変動対策を導入していない国々に対して国
際競争力が低下することを防ぐために、対策を導入していない
国々への輸出に対して気候変動対策費用の還付を行う、ある
いはそれらの国々からの輸入に対して課税する制度であるが、
過剰な国内産業保護につながる可能性がある。国境調整措
置に対する主要国の見解は図1に示す通り、京都議定書附
属書I国は一部の国を除き賛成ないし好意的、非附属書I国が
反対である。概して、先進国対新興国・開発途上国の構図に



4

POLICY BRIEF vol.12

なっており、特に新興国、開発途上国がグリーン保護主義を警
戒していることがうかがわれる。したがって、国境調整措置がグ

リーン保護主義につながることを防ぎ、本来の目的を実現でき
るような制度の構築が強く望まれている。

日本が目指すグリーン経済とその課題3

グリーン経済の実現に向けて日本の果たすべき役割 ─ 提言4

それでは日本はグリーン経済に関してどのような道筋を描き、
取り組みを進めているのであろうか。またUNCSDにおける主要
論点である技術移転・資金援助・能力向上支援とグリーン保護
主義の回避について、どのような立場を示しているのであろうか。

まず日本では、2010年に閣議決定された新成長戦略にお
いて、グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦
略が7つの戦略の一つとして位置づけられるなど、2007年の

「21世紀環境立国戦略」において掲げられた「低炭素社会」・
「循環型社会」・「自然共生社会」の形成に向け、経済と関連
した政策や取り組みが進められている。とりわけ低炭素につい
ては産官学から揃って注目を集めており、低炭素技術の開発
や地球温暖化対策のための税の検討、温室効果ガスの排出
量削減に向けたロードマップの作成など、その活動は極めて活
発である。一方で資源循環や自然共生に関する経済政策に
ついては、国内的に導入している資源生産性指標をOECDの
グリーン成長戦略へ反映させる取り組みや、世界銀行が推進
するグリーン国民経済計算パートナーシップを支援する意思の
表明などが散見されるものの、低炭素と比較してその対策が進
んでいないのが現状である。またこれらにしても、前者について
は生産効率を主眼に置いたもので生産量・消費量自体の削減

をもたらすものではないという課題、後者については従来の国
民経済計算からの移行という視点も含めて国内で本格的に導
入する政治的意思があるのかという疑問がある。

UNCSDの準備プロセスで議論されている技術移転・資金
援助・能力向上支援およびグリーン保護主義の回避について
は、日本は前者に対しては好意的な立場を示しているものの、
後者についてはその姿勢を明確にしていない。日本がグリーン
経済に係る国際協力を支援する背景には、アジアを中心として
社会インフラ事業など多くの開発援助を実施してきた経験があ
るものと考えられ、事実、2010年策定の「新成長戦略」にお
いても、環境関連の社会インフラ整備をパッケージでアジアに
展開する意図を明示している。しかし近年では中国や韓国の
台頭が著しく、日本が得意とする環境技術や高度インフラ整備
についてもアジア地域での競争が激化してきており、国益を絡
めた援助についても従来の手法からの転換が必要となること
は間違いないであろう。また一方で、グリーン保護主義の回避
についても、仮に国内で炭素税を導入した場合に、輸入品に
対しても国内産品と同等の税金を課すべきか否かなど、様々な
場合の対策を検討し、その立場を国際社会に示しておく必要
があると考えられる。

世界全体の持続可能な開発に向けてグリーン経済が究極
的に目指す目標は、地球の環境容量に適合した社会経済シス
テムへの転換と、貧困根絶の両立であろう。一方、日本にとっ

ては、京都議定書で合意した排出削減目標の達成など環境
制約に対処しながら雇用創出・経済成長を遂げ、持続可能な
社会をつくるためのアプローチとして、グリーン経済を促進する

注: 筆者による各国動向分析にもとづくものであり、必ずしも各国の公式発言によるものではない。

図1　国境調整措置に対する主要国の見解
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ことは喫緊の課題となっている。日本のグリーン経済政策を世
界的課題の解決に活用するとともに、国際協力による世界へ
の貢献を日本のグリーン経済政策の促進につなげるWin-win
アプローチとして、我々は以下を提案する。

◦地球の環境容量に適合したグリーン経済モデルの構築
◦ 日本のエネルギー・環境技術の普及による国際協力と
　グリーン・イノベーション促進
◦ グリーン保護主義を防ぎ持続可能な生産を促進する
　貿易政策の形成
◦ グリーン経済に関する国際議論への貢献

（1）地球の環境容量に適合したグリーン経済モデルの構築
日本は各種の3R政策を進めるととともに、資源生産性指標

を政策目標として採用するなど、世界に先駆けて資源利用の
抑制を視野に入れた循環型社会の実現に向けた政策を実施
している。また、福島第一原子力発電所の大事故により原子
力発電に大きく頼ったエネルギー政策の見直しが不可避とな
るなか、エネルギー消費をはじめ環境容量に見合った資源消
費量に抑制することの必要性が広く認識されつつある。地球
の環境容量に適合した社会経済システムへの転換は、場合に
よっては産業構造の変換をともなう極めて困難な課題である。
グリーン経済を巡る議論の多くは、痛みを受ける産業に配慮し
て、活動規模の大規模な調整を必要としない範囲での生産性
向上あるいは効率性向上の議論にとどまりがちである。しかし、
世界中の人々が先進国並みの生活水準を実現した場合に地
球がもたないであろうという意味で、現在の先進国の社会経済
活動が地球の環境容量を超えていることは広く認識されている
ところである。先進国が率先して地球の環境容量に見合った
真のグリーン経済の実現に向けて、利便性を過度に追求する
価値観の転換や、大量生産・大量消費に依存した生活スタイ
ルの見直しに真摯に取り組むことが強く求められている。

この点について日本は、循環型社会を目指す政策を促進し
てきた実績があり、かつ今回の大震災および原子力発電所事
故に直面し社会経済システムの在り方を見直す機運が高まっ
ているという2つの点で、グリーン経済モデルを構築するうえで
最も有利な条件を備えている。現在直面している危機を一大
転機ととらえ、世界にさきがけて地球の環境容量に見合ったグ
リーン経済への転換を目指すことは、日本の持続可能な開発
を促すという点にとどまらず、他の先進国におけるグリーン経済
への転換を容易にし、さらには開発途上国の貧困根絶に重要
である基本インフラ整備に必要な資源確保につながるという点
でも、国際社会に対する大きな貢献となる。

このようなグリーン経済への転換の実現をより容易にすると
いう観点から、環境税や生態系サービスへの支払（PES）など
の生態系サービスや環境サービスの消費を経済活動に反映さ
せる仕組みとともに、会計システムにこれらのサービスを生み出
す源泉となる生態資本・環境資本の価値を反映させるグリーン
国民経済計算および企業レベルでの環境会計を導入すること
を検討すべきである。

（2）�日本のエネルギー・環境技術の普及による�
国際協力とグリーン・イノベーション促進

グリーン経済への移行に意欲的な新興国・開発途上国に
対し、日本の持つ高度なエネルギー・環境技術を普及すること
も重要な国際貢献となる。例えば水関連技術やグリーン交通
などの社会インフラ事業のパッケージ輸出を、政府開発援助

（ODA）を活用しつつ企業と連携しながら行うことで、日本にお
けるグリーン経済の推進を開発途上国の貧困根絶・持続可能
な開発の促進につなげていくことが可能になるであろう。また
一方で、これは日本企業にとってもグリーンな製品の市場確保
というメリットを生じさせる。

このようなWin-winソリューションを実現するためには、日本
のグリーン・イノベーションと、新興国・開発途上国のグリーン
経済の双方の観点からニーズマッチングをきめ細かく行うととも
に、アジア諸国等との協働により環境分野における技術や規
制・基準・規格を国際標準化していくための具体的な道筋を早
急に策定することが重要である。また、これまで日本が蓄積し
てきた3R政策に係る知見を活用し、健全な国際資源循環シ
ステムの構築など技術支援・資金的支援の潜在的ニーズが高
い分野において積極的な情報提供を含めたニーズの掘り起こ

出典　WWF（2006）より筆者作成
注釈　 世界のすべての人々が各消費水準の生活をした場合に必要な環境資源量を地球の個数で表

わしたもの。例えば、世界のすべての人々が日本人と同じ消費水準で暮らすならば、地球は約
2.44個必要となる。またその内訳を色別で示しており、全体的に見て、化石燃料の使用による
CO2（を吸収するのに必要な森林面積）の寄与度が大きいことがわかる。なお、原子力エネル
ギーは化石燃料換算として表わされている。

図2　エコロジカル・フットプリント（2003年）
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しを行うことも効果的である。さらに、グリーン国民経済計算の
導入などにより持続可能な生態系サービス利用の経済的便益
を市場メカニズムに反映することができれば、これまで比較的
取り組みが遅れている生態系サービス利用に関する技術革新

（グリーン農業技術や間伐材利用技術など）も期待でき、自然
共生社会の構築に関連した国際協力も可能になるであろう。

（3）�グリーン保護主義を防ぎ持続可能な生産を�
促進する貿易政策の形成

グリーン保護主義への懸念に対処するためには、グリーン経
済政策による貿易や環境に対する影響の評価にもとづき貿易
の公平性を阻害しないためのメカニズムを検討する必要がある
とともに、より踏み込んで、これらの政策が輸出国の持続可能
な生産を促進するようなメカニズムを構築する努力が必要であ
る。例えば、二国間でグリーン認証と技術移転を組み合わせ、
グリーン認証を満たす持続可能な生産方法を促進することが
考えられる。このような持続可能な生産や国境調整措置に関
する研究は比較的新しい分野であり、既存の研究蓄積に加
え、新たな政策研究を通じてそのようなメカニズムを提案するこ
とができれば、重要な国際貢献となるであろう。

（4）グリーン経済に関する国際議論への貢献
グリーン経済に関する国際的な議論での各国の立場の違

いも明らかになりつつある。グリーン経済概念に疑問を持つ国
や、各国の状況に合わせてグリーン経済の定義はゆるやかに
すべきであるという国がある一方、グリーン経済の定義をあまり
柔軟にしてしまうとグリーン経済という概念の有効性が損なわれ
ることを懸念する意見もある。最大の争点は、先進国が念頭に
おいているようなグリーン技術を前提としたグリーン経済の概念
が、特に後発開発途上国において開発の制約要因となってし
まうことへの懸念であろう。

このような負の可能性に対処し、各国が立場の違いを越え
て建設的な議論を進めるためには、その概念的アプローチとし
て、世界的なグリーン経済への移行という目標を共有しつつ、
貧困根絶など各国それぞれの優先事項の達成のために国内
外のグリーン経済政策を活用するという認識を持つことが望ま
しい。例えば、先進国では環境容量・環境制約に見合った社
会経済構造への転換という意味でのグリーン経済を目指した
政策まで踏み込むことが望まれる一方、新興国・開発途上国
ではエネルギー効率や資源効率改善に意欲的な国における
効率改善・生産性向上など、「よりグリーンな経済」を目指した
政策が優先されるであろう。重要なのは、これらの取り組みをグ
リーン経済の概念が自国の開発への制約になるとの懸念を持
つ国での貧困根絶・持続可能な開発促進につなげていく視点
ではないだろうか。

このような柔軟なアプローチの採用は、異なる立場を持つ
国 を々同じ土俵で議論させることを可能にするとともに、異なる
状況の国同士をいかに連携させるかといった議論も可能にす
る。今後UNCSDをはじめ、国際的なグリーン経済議論が進め
られていく中で、各国の立場の違いを超えて有効な議論のフ
レームワークづくりは重要な知的貢献となるであろう。
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図3　環境容量の範囲内での生活へのひとつの仮想的な移行経路
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