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Abstract: 
Unlike the Kyoto Protocol which took 8 years to come into effect, the Paris 
Agreement on climate change entered into force at a speed of less than a year. In 
this background, the political power game was polarized as the developed countries 
and developing countries at the time of adoption of the Kyoto Protocol but now it 
has been transform to multipolarization, meanwhile the global economic situation 
surrounding the industry and financial world has undergone significant 
transformation. These distinctions have caused a great influence on international 
negotiations on global warming. This paper is to perform analytical comparisons of 
the global economic situation from the time of adoption of the Kyoto Protocol to 
the Paris Agreement, discussing its necessity and examine the prospects of future 
direction of corporate activities to combat global warming.   
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１．はじめに 

 

 2016 年 11 月 6 日から 18 日にモロッコ・マラケシュ

で開催された気候変動枠組条約第 22 回締約国会議

（COP22/MOP1）では，2015 年の COP21 で採択され

た「パリ協定」を受け，同協定の実施指針などに関す

る検討についての具体的な作業手順が決定された

（UNFCCC，2016）．2020 年以降の国際的な地球温暖

化対策の法的枠組みであるパリ協定では，1992 年に気

候変動枠組条約が採択され，米国が離脱した京都議定

書発効以降世界が目指してきた全締約国が地球温暖化

対策の義務を負うことが約束された． 本協定の発効要

件は，55 か国・地域以上，かつ世界の温室効果ガス排

出量の 55％以上を占める国・地域の批准であり

（UNFCCC，2015），2016 年 9 月 3 日多排出国である

米国，中国が批准し，2016 年 11 月 4 日に発効となっ

た（newsroom.unfccc，2016/11/04）．一方，1997 年に

採択された京都議定書の発効要件は 55 か国以上の批

准は同様であったが，温室効果ガス排出量の要件は，

附属書Ⅰ国（先進国）の 1990 年における温室効果ガス

排出量が最低限 55％を占める先進国が批准すること

であった（UNFCCC，2008）．先進国のみへの削減義

務を課する国連のトップダウンアプローチであった京

都議定書に対し，パリ協定は全締約国が自主削減目標

を持つボトムアップアプローチという差異がある．こ

の自主的かつ現実的な目標の提出が各国の批准を容易

にさせ， 特に世界の総排出量の計 44％を占める米国

および中国（図 2 参照）の早期同時批准が発効を加速

させた． 米中の批准は，米国のオバマ大統領の気候変

動に対する行動計画（Whitehouse， 2016），気候変動

を国家保障問題と位置づける声明（Scientific American， 

2016/9）に示される通り，大統領任期中の業績を残す

取り組み，および中国が南シナ海問題などで各国との

対立において温暖化対策により「責任ある大国」を示

すことなどの政治的背景があるといわれる（李，2016）． 

一方，京都議定書は 2001 年 3 月に G.W.ブッシュ大統

領が，米国の国益を損なうとの理由から批准を拒否し

た後，2004 年 11 月のロシアの批准を待って，2005 年

2 月に効力を発生させた（亀山，2011）．気候変動交

渉は各国の政治的パワーゲームに起因すると同時に，

これらの政治的判断には，実質的に二酸化炭素を排出

し削減を実施しなければならない国内産業および企業

を取り巻く経済活動が大いに起因される（亀山他，

2016）．こうした観点から本稿は，京都議定書発効前

後とパリ協定合意前後の交渉主要国の政治的経済的パ

ワーバランスの多極化を分析することにより，パリ協

定の批准への必然性を検証する． 特にパリ協定のスピ

ード発効は，先進国，途上国の主要各国の国内産業お

よび企業活動の変化に大いに関連すると考えられる．

これらの変化について分析し，パリ協定の具体的実現

に向けて企業の地球温暖化に関連する活動の展望につ

いて考察する． 

 

２．京都議定書とパリ協定交渉の経緯 

 

 京都議定書とパリ協定の発効までのスピードの差は，

協定の内容，政治的交渉の背景などの違いに加え，先

進国および途上国という政治的経済的パワーバランス

の多極化への変化があると思われる．以下，京都議定

書およびパリ協定の交渉時の背景について述べ多極化

の様相について論ずる． 

 

２－１ 京都議定書交渉の背景 

（１） 京都議定書の意義 

 1994 年に発効された「気候変動に関する国際連合枠

組条約」は，気候変動はこれまでの先進国の活動に起

因するとする途上国の主張を尊重し，気候変動が地球

的規模の性格を有することから，締約国の共通だが差

異のある責任，および，各国の能力並びに社会的経済

的状況に応じ，協力と対応を行うという原則を掲げ，

先進国は，各国の事情等を踏まえつつ温室効果ガスの

排出量を 1990 年代末までに従前のレベルまで回帰さ

せることを目指した（高村，2011）．このように国連

気候変動枠組条約は各国が削減政策措置をとり，その

効果の予測などを定期的に報告し審査を受け，途上国

へ特別配慮するように定めたが法的拘束力は弱い．こ

の条約を背景に 1995 年から開始された締約国会議に

おいて法的拘束力の高い実行性のある議定書の制定を

目指し，1997 年 COP3 において京都議定書が採択され

た． 京都議定書は先進国に対して温室効果ガスの排出
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量の抑制・削減を義務付け，国もしくは地域で短期的

な数値目標の達成に法的責任を持たせた（亀山， 2011）

ことに意義がある．  

（２）京都議定書交渉をめぐる各国のグルーピング 

 国連気候変動枠組条約に準じた京都議定書の交渉は，

前述のとおり気候変動の問題は社会的経済的状況に応

じて共通だが差異のある責任問題であり，先進国と島

嶼国，産油国，新興国の 3 つのグループからなる途上

国と，南北問題に端を発する二極化の構造で開始され

たが，実際はそれほど単純ではなかった．先進国にお

いて，日本，欧州（EU 一体での排出目標設定）など

が国別数値目標の設定を目指すのに対し，当時，最も

排出量の多い米国（図 1 参照）は，排出権活用など，

数値目標の達成に柔軟に費用効果的に達成することを

求め，特に途上国の参加に固執した（高村，2011）． 

 京都議定書は米国が離脱したため，先進国の総排出

量要件に到達するまでにロシアの批准が必要であった．

元来，気候変動に対する研究や提言は欧州の学者によ

りなされ，英国，ドイツを中心として温暖化交渉を先

導してきた．しかしながら，京都議定書は先進国によ

り厳しい責任を課すことを目指したため，発効に時間

を要したといえる（亀山，2011）． 

 

２－２ パリ協定交渉の背景 

（１）パリ協定の意義 

 京都議定書が採択された後，削減目標を持たない中

国を始めとする途上国での排出量が急増し（図 1 およ

び図 2 参照），2010 年の COP16 において 2020 年以降

に排出削減目標を設定するカンクン合意が採択され，

2011 年の COP17 のダーバン合意において，全締約国

が法的拘束力のある協定を 2015 年パリで開催される

COP21 において決定することが採択された．パリ協定

の発効要件である国数（少なくとも 55 カ国）及び排出

量（少なくとも総排出量の 55％）は，2016 年 9 月 3

日に多排出量国である米国と中国に続き10月にEUが

批准したことにより発効された（UNFCCC，2015）（図

3 参照）． 

パリ協定では，全締約国が排出削減目標を設定する

条約締結を目指すに当たり，トップダウンで先進国の

削減目標を設定した京都議定書と異なり，各国が自主

 
図 1 京都議定書採択時の各国の排出量のシェア 11) 

 

 
図 2 パリ協定採択直近の各国の排出量のシェア 11) 

 

 

図 3 京都議定書（KP）とパリ協定（PA）効力発生

までの主要国の動向 12) 
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的目標（約束草案）を提出することによるボトムアッ

プアプローチが採用された． 京都議定書を離脱した米

国，豪州，第二約束期間に参加しなかったロシア，日

本も含め全締約国は，産業革命前からの世界の平均気

温上昇を 2 度未満に抑えるために，各国の自主削減目

標を 5 年毎に見直し，対策を強化することが義務付け

られる（高村，2012）． 

（２）パリ協定採択をめぐる各国のグルーピング 

 京都議定書の際と異なり，パリ協定の交渉では，先

進国と途上国という二極の構造ではなく，途上国内で

も複雑なグルーピングができた． 経済発展の差異によ

る新興国と後開発国が意見を違え，先進国も含め，環

境重視派と国内産業を軸として経済重視派という構造

も見せた．表 1 に示す通り途上国においては，経済的

に大きく発展を遂げ先進国並みに環境に配慮する政策

を持つ新興国グループ，排出量が急激に増加し経済的

にさらに発展を遂げるために排出量削減目標を課され

ることを拒むグループ，経済的にある程度発展はして

いるが気候変動によって被害を被っており先進国に対

して支援要求などの主張をするグループ，海面上昇な

どの影響が受けやすく貧困に苦しむ後開発国などの脆

弱国グループなどに分かれる．これらのグループと対

峙している先進国側も環境十全派と環境十全性を重要

としながらも経済的持続可能性を重視するグループに

分かれる．パリ協定の交渉では，気候変動の被害を被

っているとする国からの気候変動を起こした国に対す

る「経済的支援」の要求に応えながら，いかに全締約

国を巻き込むかが課題となった．その結果，妥協点と

して先進国から途上国に対し，2025 年に先立ち 1000

億ドルを下限に設定する資金支援を継続し，途上国も

自主的に資金を提供する（UNFCCC，2015）ことがパ

リ協定に盛り込まれた． 

 

３．京都議定書採択からパリ協定採択時の各国比較 

 

 2014 年においては，日本は世界の排出量の 3.7％で

あり，気候変動の国際交渉のカギを握るのは，28.2％

の中国，16％の米国，9.8%の EU，次にインド，ロシ

ア，インドネシア，ブラジルの順である（図 2 参照）．   

 本稿では先進国側から日本のほか，米国，英国，EU

（主に EU 域内で最も排出量の多いドイツ，パリ協定

の議長国であったフランス），途上国から中国，イン

ド，ロシア，インドネシア，ブラジル等多排出量国に

おいて， 環境十全性の側面として温室効果ガス排出に

起因する要素と経済及び国内産業の要素としての企業

を取り巻く経済環境について比較分析をする． 

 

３－１ 温室効果ガス排出に起因する要素の比較 

（１）ＧＤＰの水準の推移とＧＤＰ当たりの排出量 

 気候変動枠組条約締約国会議が開始された 1995 年

から現在に至るまで，リーマンショック後の 2009 年以

外，GDP の成長率が右肩上がりなのは米国，中国，イ

ンド，ブラジルなどである．特に中国は京都議定書発

効時の 2005 年から急激に増加し，米国の成長率を追い

越している（図 4 参照）．一方，米国，特に中国は京

都議定書が発効された 2005 年頃より GDP 当たりの排

出量は減少している（図 5 参照）．図 4 に示すとおり， 

EU等の GDP 成長は頭打ちであるがリーマンショック，

ギリシャショックなどの世界的経済危機を乗り越え，

米国および中国の経済は好調である． これらを背景に

表 1 パリ協定における交渉グループの多極化 13) 

グループの特徴      途上国 先進国 

環境十全性重視  EU（ドイツ， フ

ランス等） 

環境十全性及び国内産

業重視 

韓国，メキシコ 米国，カナダ，豪

州 

多排出国及び国内産業

重視，京都議定書にお

いて削減目標なし 

中国，インド，ブラ

ジル 

米国 

衡平性や共通だが差異

のある責任，先進国の

歴史的責任重視 

ベネズエラ，コロン

ビア，ニカラグアな

どの中南米諸国， 

インドネシア，マレ

ーシア，フィリピン

などのアジア諸国 

 

後開発国 島嶼国，アフリカ諸

国 

 

* 13)の引用から著者オリジナル作成 
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米国，中国は，パリ協定における排出削減目標が国内

産業の経済発展を妨げにならない自国の達成可能な範

囲での設定（李，2016）ということであれば，国内の

合意が得られやすくパリ協定を批准しやすい状況であ

ったといえよう．  

（２）人口の推移と一人当たりの排出量  

 1995 年から 2015 年までの各国の人口推移は，途上

国を中心に増加し，特に中国が顕著である（図 6 参照）．

また，人口増に伴い，二酸化炭素の排出量も増加して

おり，その一人当たりの排出量をみると，米国が低下

している一方で，中国の増加率が顕著であり，ブラジ

ル，インドが続く（図 7 参照）．このまま今世紀末に何

も対策を講じず途上国の排出量が増加し続ければ， 

2081 年から 2100 年の世界の平均地上気温は 1986 年

から 2005 年の平均よりも最小で 03℃，最大で 48℃上

昇すると予測されている（IPCC 第 5 次）．気候変動交

渉では 1800 年代の産業革命以降の気候変動に対する

過去の責任所在ついて焦点が当たるが，長期的気候変

動対策の議論において先進国と主要途上国の責任のシ

ェアをゼロサムで解決できない状況であることは顕著

である．  

 

（３）エネルギー価格とエネルギー効率の推移 

 各国の気候変動対策は化石燃料の消費をいかに減じ

るかであり，各国のエネルギー政策に直結する．また

各国事情は異なるものの生活安定および経済成長促進

に必要な原油の価格水準は様々な影響を与える． 1990

年から 2015 年の原油価格の推移をみると，京都議定書

の採択時から発効時まで上昇し，その後一旦急激に上

昇したものの，パリ協定採択前後の価格水準は京都議

定書発効当時と同水準である（図 8 参照）．表 1 に示す

様に環境の重要性を認識しながらも国内産業を重視す

る米中にとって原油価格の低水準は国内産業にとって

はプラス要因である．一方，エネルギー価格が安定し

ていても，エネルギー効率が向上せず需要が増加した

場合は，産業のエネルギー消費を抑制することは困難

である．国単位のエネルギー効率はエネルギー消費 1

単位当たりの GDP で表すことができ，世界銀行のデ

ータによれば，最も顕著に効率向上しているのは中国

であり続いて米国，インドである（図 9 参照）．   

 
図 4 1990年～2015年の各国の名目 GDPの推移 15) 

 
図 5 1990年～2013年の各国の GDP当たりの排出量

の推移 15) 

 

図 6 1990年～2015年の各国の人口の推移 15) 

 

図 7 1992年～2013年の各国の一人当たり CO2排出

量の推移 15) 
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 これらのエネルギー効率向上の要因は様々である． 

中国は金属，化学などエネルギー多消費産業のシェア

が高く，国内のエネルギー価格が低く抑えられていた． 

中国政府は電力不足，石油輸入の拡大などの問題と，

大気汚染という環境問題を解決すべく，天然ガス，再

生可能エネルギー容量の拡大を図っている（野村総研， 

2015）．一方，米国では京都議定書採択後 2006 年にシ

ェールガスの技術が確立したことによるシェールガス

革命がおこり，同時にクリーンエネルギー政策を提唱

することにより新たな産業を構築する方針を打ち出し

た． このように京都議定書採択時と比べエネルギー産

業の構造が変化しており（アイ・ビー・ティ，2015）， 

パリ協定採択時ではエネルギー供給源の多様化とエネ

ルギー価格の低水準により企業の温室効果ガス削減の

負荷が比較的緩やかであり経済重視をする国家主体の

決定のハードルが低くなっていたともいえる． 

 

３－２ 企業活動に影響する要素の比較 

（１）実質ＧＤＰ（国内総生産），各国の財政収支

および政府負債の推移 

 2001 年から 2015 年の各国の財政収支の推移をみる

と，リーマンショックからは回復はしたものの，ギリ

シャショックなどにより，日本，欧州の財政収支は悪

化傾向にあり，対 GDP 比において各国の差が縮まり

つつある（図 10 参照）． 

 図 11 に示す各国の政府負債の推移をみると中国，ブ

ラジル，インドネシアなどは債務率が低く財政収支も

安定している一方で，日本を筆頭とする先進国の政府

負債は増加している．気候変動交渉では，先進国と途

上国の責任の差異と，途上国への支援資金および気候

変動による損失補てんの交渉（沖村，2016）に難航す

ると言われるが，実際先進国に多額の損失補てんする

ほどの財政的余裕はない．このように先進国と新興国

の財政的国力の差が縮まり，双方の民間企業の活動の

グローバル化において，企業活動を妨げない過大な排

出削減目標の設定がない限り，多排出でありかつ経済

重視の途上国側でもパリ協定を受け入れる体制が構築

されつつあったと考えられる． 

（２）各国の再生可能エネルギー投資推移 

 1995 年の京都議定書採択時から比べると，各国の再

 
図 8 1990年～2015年の原油価格の推移 17) 

 
図9 1990年～2013年の各国のエネルギー効率の推

移 15) 

 
 

図 10 2001年～2015年の各国の財政収支の推移 19) 

 

図 11 2001年～2015年の各国の政府負債の推移 19) 
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生可能エネルギー政策は加速し，米国では 2009 年以降

州レベルで（アイ・ビー・ティ，2015），2010 年以降

には英国など先進国で再生可能エネルギー買い取り制

度が導入されており，途上国においても導入する国が

増加している．各国の再生可能エネルギーへの新規投

資額の推移をみると，中国の増加が著しく，次に米国，

アジアが増加している． ヨーロッパは一時期に比べ多

少低下しているものの引き続き，投資意欲は増加して

いる（図 12 参照）．明らかに再生可能エネルギーは，

先進国のみならず途上国においても新な産業市場とし

て認識されつつあるといえる． 

 再生可能エネルギー設備投資が進む背景には，再生

可能エネルギー買い取り制度などの政策支援とともに

技術の確立，機器設備等のコストの低減が進み

（IRENA，2014）民間金融機関の再生可能エネルギー

ビジネスへの投資・融資が加速しているためである．

このようなクリーンエネルギーの産業の確立が現実化

する中，パリ協定では技術のイノベーションが重要だ

と位置づけられた（杉山，2016）．パリ協定に呼応する

ように，ビル・ゲイツ氏ら著名投資家等がクリーンエ

ネルギー技術の事業化に積極的に投資するグループ

「Breakthrough Energy Coalition」が米国で 50 億ドル出

資し，再生可能エネルギー100%での事業運営を目指す

国際イニシアチブ RE100 に Facebook，Apple，Google，

Microsoft 等が参加している．これらの大手情報産業が

クリーンエネルギー産業へ参入し今後も更なるクリー

ンエネルギー市場の拡大が予想される． 

（３）金融機関の気候変動リスクの認識とグリーン

投資の増加 

 2015 年 9 月 30 日，COP21 に向けて，金融安定理事

会（FSB）の議長を務める英中銀イングランド銀行の

カーニー総裁は気候変動が金融システムの安定を脅か

す可能性があると警告した．FSB は，二酸化炭素排出

に関する企業情報開示に向けた取り組みの必要性の検

証をするタスクフォースを立ち上げた．同時に大手年

金基金が化石燃料関連の投資から引き上げるなどのダ

イベストメントの動きもある．これは国連の責任投資

原則（PRI）を署名する各国の年金基金が ESG（環境・

社会・ガバナンス）投資促進をしているためである。

また ESG 投資の潮流として発展途上国等の再生可能

エネルギー事業や温室効果ガスの排出削減などの環境

保全事業に投資先を限定した資金調達のための債券で

あるグリーンボンドの発行が急速に増加している（図

13 及び図 14 参照）．これらの ESG 投資の拡大と金融

機関の気候変動リスクに対する認識の変化が，再生可

能エネルギー市場への投資促進を後押しすることは確

実である． 

 

図 12 2005年～2015年の各国の再生可能エネルギ

ー燃料への新規投資額推移 21) 

 
図 13 世界のグリーンボンドの発行状況推移 28) 

 

 
図 14 世界のグリーンボンドの国別発行状況（2016

年 7月時点）29) 
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４．結論 

 

 1992 年のリオサミットでの世界的な環境問題の認

識の高まりから，公害問題の汚染者負担原則同様，気

候変動発生の責任問題が主眼に置かれ気候変動交渉の

駆け引きが行われた．そのため経済的国益を損なうと

京都議定書を離脱した米国，WTO 参加との駆け引き

で議定書を批准したロシアなど経済政策を主眼とする

国，途上国として削減目標を持たない国などにより京

都議定書の下での世界の排出削減活動はアンバランス

な状況であった． 

 1997 年に京都議定書が採択されてから 18 年，各国

の財政状況，産業，企業を取り巻く経済及びエネルギ

ー市場等の環境が明らかに変化した．気候変動問題は

産業，企業，消費者の経済活動に起因しており，温室

効果ガス多排出産業に経済発展を依存している国が主

流である．そのため，現状削減目標が経済活動の妨げ

にならないようにするため，野心的な数字を設定して

いる国は少数派である．パリ協定では 5 年毎のグロー

バルストックテイクにより実施状況が確認され削減目

標の見直しが図られたとしても，このような状況で

2020年以降産業革命前からの世界気温上昇を2度未満

の水準にする目標が達成されるのか懸念される． 

  しかしこれまでの本稿の分析から，世界的なエネル

ギーおよび情報産業の劇的な変化，急速なグリーンボ

ンド市場の成長など金融市場の ESG 投資の動きと相

まって，再生可能エネルギー産業等の拡大の勢いは加

速するとみられる．そうなれば削減目標の遵守が経済

発展を妨げるのではなく気候変動問題解決がポジティ

ブな経済政策の一環として位置づけられ， 企業等の活

動により削減が実施される可能性がある．すなわち， 

技術のイノベーションの促進とともに，企業活動のイ

ンセンティブを考慮して制度設計がなされるべきであ

り， そうすれば長期的に企業や金融をとりまく様々な

市場環境にポジティブな変化がもたらされる． それに

より， 国家の削減目標が企業による経済活動の将来成

り行きで設定されたとしても全体の目標を達成できる

ステージが到来することが期待されるのではないだろ

うか． 
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