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2009年6⽉、34カ国の閣僚らは、「『グリーン』
と『成⻑』は⼿を携えて進むことができる旨を確
認し、危機及び危機後への対応策の⼀環としてグ
リーン成⻑戦略を追求する取り組みを強化する」
とした「グリーン成⻑宣⾔」に署名しました。閣
僚らは、経済的、環境的、社会的、技術的、開発
的側⾯を包括的枠組みに盛り込む「グリーン成⻑
戦略」の策定をOECDに求めるマンデートを承認
しました。
「戦略」は、このマンデートに応えるとともに、
2012年6⽉に開催されるリオ＋20会議に対する
OECDの貢献の⼀部をなすものです。
「グリーン成⻑宣⾔」は、2009年6⽉25⽇の OECD 閣僚理事会で採択されました。

本冊⼦は、2011年5⽉25〜26⽇にパリで開かれるOECD閣僚理事会に提出する
資料として作成されました。
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本書はOECD事務総⻑の責任により刊⾏されたものです。本書におい
て表明されている意⾒や述べられている議論は必ずしもOECDや
OECD加盟国政府の公式⾒解を反映したものではありません。
© OECD 2011
OECDは⾮商業⽬的による本書の利⽤を⾃由に承諾します。本書の商
業利⽤や翻訳権に関する全ての請求はrights@oecd.orgにご提出願い
ます。
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松島（ソンド）新都市：ソウルまで40マイ
ル の ⼈ ⼯ 島 に 建 設 さ れて い る 広 さ 1 , 5 0 0
エーカーのこの都市は、温室効果ガス排出量
が同規模の都市の3分の1に抑えられるとと
もに、北東アジアの商業ハブ化が⽬指され
ている。
www.songdo.com
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OECD事務総⻑の序⽂

OECDグリーン成⻑戦略：成⻑の審査を⾏うためのレンズ
世界経済は、我々の⼤半がかつて経験した中で最悪の危機から、ゆっくりと、そして不
規則に、抜け出しつつある。⾼失業やインフレ圧⼒、財政⾚字といった喫緊の問題に対
処しつつ、我々は将来を⾒据え、我々が当然視するようになっている成⻑と進歩をこの
先も確保していくための新たな⽅法を案出しなければならない。
実際、「従来の政策」に⽴ち戻るのは、経済成⻑／開発に⼈的コストや種々の制約を
課すリスクを伴うだけに、賢明ではなく、究極的には持続不可能であろう。そうする
ことは、⽔不⾜の深刻化、資源のボトルネック、⼤気及び⽔の汚染、気候変動、回復
不能な⽣物多様性の喪失を招きかねない。
成⻑のグリーン化を達成するための戦略が必要である。我々がこの50年間に達成してきた⽣活⽔準の向上を
今後も続けていこうとすれば、モノの⽣産・消費に係る新たな⽅法を⾒出さなければならない。さらには、
進歩とは何か、どのように進歩を測るかまで定義し直さなければならない。そして、我々がこの道筋を歩ん
でいく上で市⺠らを置き去りにしないよう、とりわけ、市⺠らが構造改⾰から雇⽤便益を得るための適切な
技能を⾝に付けられるよう、留意が必要である。
しかし、我々は何もないところから始めることはできない。成⻑、消費習慣、技術、インフラの現⾏パター
ンを変えていくには時間がかかり、⻑期にわたり過去の決定の帰結を受け⼊れていかざるを得ない。この
「経路依存性」は、政策環境を⽐較的速やかに整備した場合でも、体系的な環境リスクを悪化させていく可
能性が⾼い。
近代経済はイノベーションのおかげで創出され、イノベーションを糧にしており、経済は物事を⾏う新たな⽅
法や新製品の発明を奨励する。こうした事情は今後も変わらない。新たなビジネスモデルや労働パターン、都
市計画、輸送システムなど、⾮技術的な変⾰やイノベーションもグリーン成⻑を推進していく上で重要である。
いかなる政府も単独ではグリーン成⻑の実⾏に必要な全ての技術／科学／財政その他の資源を有していない。
課題は地球規模のものであり、最近では、気候変動に対処するための先駆的なカンクン合意など、環境問題
に共同で取り組むための⼼強い国際的努⼒も⾒られている。
2009年6⽉のOECD閣僚理事会で、各国の閣僚は、「グリーン」と「成⻑」は⼿を携えて進むことができる
旨を確認し、OECDに「グリーン成⻑戦略」の策定を要請した。それ以降、我々は各国の政府や市⺠社会の
広範なパートナーと連携し、どうすれば各国が、気候変動に対処し、多⼤な犠牲を伴う環境悪化と天然資源
の⾮効率的使⽤を防⽌しつつ、経済成⻑／開発を実現していくことができるかといった枠組みの提供に取り
組んでいる。
報告書「グリーン成⻑に向けて」及び「グリーン成⻑に向けて―進捗状況の監視：OECD指標」は、これまで
の作業をまとめたものである。成⻑の審査を⾏うためのレンズとして、この2つの報告書で提⽰されている分
析は、グリーン成⻑戦略設計への重要な第⼀歩であると同時に、 先進国、新興国、開発途上国等の政策決定者
に実⾏可能な 政策枠組みを提供するものである。
ＯＥＣＤは、特にリオ＋20会議を視野に⼊れて、今後もグリーン成⻑を促進するグローバルな取り組みを⽀援
していく。次のステップとして、グリーン成⻑に向けた各国の取り組みを⽀援すべく、グリーン成⻑を国別審
査報告や指標、ツールキット、セクター別調査などに関する今後の報告書に反映させていく⽅針である。
我々は⾃らに野⼼的な⽬標を課しているが、連携して取り組むことで、この⽬標を達成できると確信している。

アンヘル・グリア
OECD事務総⻑

© OECD グリーン成⻑に向けて：政策決定者向け概要 . 3

OECD Green Growth layout [Jap] [7]:Layout 1

27/7/11

16:18

Page 4

グリーン成⻑とは何か、なぜグリーン成⻑が必要か

主要な環境課題

グリーン成⻑とは、⾃然資産が今後も我々の
幸福が依存している資源と環境サービスを提
供するようにしつつ、経済成⻑／開発を促進
していくことである。このため、グリーン成⻑
は、持続可能な成⻑を下⽀えし、新たな経済
的機会をもたらす投資とイノベーションの触媒
としての役割を果たさなければならない。

重度の⽔ストレス下で⽣活している⼈⼝数（百万⼈）
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無
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中度
重度
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我々がグリーン成⻑を必要としているのは、
成⻑が⾃然資本を浸⾷し続けているのに伴っ
て開発へのリスクが⾼まっているためである。
こうした状態を放置すれば、⽔不⾜が深刻化
し、資源のボトルネックが悪化し、汚染、気
候変動、回復不能な⽣物多様性の喪失が拡⼤
する。
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これらの緊張状態は少なくとも2つの理由か
ら将来の成⻑⾒通しを損ないかねない。

⽣物多様性に関する世界的脅威
断片化・森林による喪失
気候による喪失
農業による喪失

I ⾃然資本の代わりに物的資本を⽤いるコス

2000

トはますます割⾼になりつつある。例えば、
⽔不⾜や⽔質汚染が⽣じれば、⽔の輸送や、
純化のためのインフラを増やす必要がある。
I 変化は必ずしも円滑かつ予測可能な道筋を

2030

残存している多様性
窒素による喪失
インフラ整備による喪失

たどるわけではない。例えば、⽔産資源の
中には、⻑年緩やかにしか減少していなかっ
たのに、ある⽇突然姿を消してしまったも
のがある。
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PM10⼤気汚染による早死者数（百万⼈）

太平洋

我々がこの50年間に達成してきた⽣活⽔準の
向上を今後も続けていこうとすれば、モノの
⽣産・消費に係る新たな⽅法を⾒出し、さら
には、進歩とは何か、どのように進歩を測る
かまで定義し直さなければならない。

2000
2030

欧州
北米
アジア
ブラジル

2050年までに⽔不⾜
にいたる可能性がある
世界⼈⼝は33％

ロシア
中国

対策を講じなければ20
30年までに⽣物多様性
を10%喪失

南アジア1
その他
世界全体
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1．インドを含む。
出所：OECD「2030年までのOECD環境アウトルック」（2008）、OECD「気候変動緩和の経済学：
2012年以降のグローバル⾏動のための政策及びオプション」（2009）
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グリーン成⻑の源泉

グリーン成⻑は、以下を通じて、成⻑の新た
な源泉を開拓することができる。

グリーン成⻑は、以下による成⻑リスクも低
下させる。

資源⽣産性の向上、廃棄物及びエネ
I ⽣産性。

I ⽔不⾜や⽔質低下が⽣じた場合の資本集約

ルギー消費の削減、資源の有効活⽤など、資
源利⽤及び⾃然資産利⽤の効率性を⾼める
ためのインセンティブ。

型インフラ整備の必要性など、資源不⾜や
品質低下が投資コストを⾼めることから⽣
じるボトルネック。この点に関して、⾃然
資本の喪失は、経済活動によって⽣み出さ
れる利益を上回り、将来の成⻑の持続⼒を
低下させる恐れがある。

価値の創出及び環境課題解
I イノベーション。
決のための新たな⽅法を可能とする政策及
び枠組みによるイノベーション機会の活性
化。
グリーン技術／製品／サービスへの
I 新市場。
需要刺激による新市場の創造。新たな雇⽤
機会の創出。
政府の主要な環境問題対策の予測可能
I 信認。

I 極めて⼤きな損害をもたらし、取り返しの

つかないことになりかねない影響を突発的
に⽣じさせるリスクを⾼める⾃然システム
の不均衡。潜在閾値を特定しようとする試
みは、すでに潜在閾値を超えているもの―
気候変動、地球規模の窒素循環、⽣物多様
性の喪失―があることを⽰唆している。

性及び安定性の強化による投資家の信認向
上。
公的⽀出の構成及び効率性の精査や
I 安定性。

低炭素エネルギーシス
テムへの投資による
2020〜2050年の燃料
節減額は112兆⽶ドル
世界の糧となっている
主要作物の受粉昆⾍
（主に蜂）の2005年
における経済的価値は
1,530億ユーロ
天然資源セクターだけ
でも環境の持続可能性
と関連して2050年ま
でに⽣み出される可能
性のある商機は2兆
1,000億〜6兆3,000
億⽶ドル
スウェーデンは1991
年に炭素税を導⼊。そ
れ以降、経済は成⻑を
続け、50％拡⼤してい
る。

汚染賦課⾦を通じた収⼊増などによる、マ
クロ経済条件の⼀層の均衡化、資源価格ボ
ラティリティの低減、財政健全化の下⽀え。

グリーン成⻑と持続可能な開発
持続可能な開発はグ
リーン成⻑の重要な
背景となる。
「OECD
グリーン成⻑戦略」
は、1992年のリオ
地球サミットから⽣まれた⼤量の分析
／政策努⼒を活⽤し、リオ・サミット
における主要な願望の多くを実現する
ための明瞭で焦点を絞り込んだアジェ
ンダを策定する。
グリーン成⻑は持続可能な開発に代わ
るものとして考え出されたものではな
く、むしろその⼀部と⾒るべきである。
グリーン成⻑は持続可能な開発より範
囲が狭く、経済と環境の接点における

具体的で測定可能な進歩の実現に資す
る運⽤政策アジェンダを伴う。グリー
ン成⻑は、経済成⻑―持久⼒のある⽣
態系と整合的な経済成⻑―の新たな源
泉をもたらし得るイノベーション、投資、
競争の必要条件を助⻑することに重点
を置く。
グリーン成⻑戦略は、経済グリーン化
の直接的結果として―地域的にも国際
的にも―⽣じ得る社会問題や公平性へ
の懸念の多くに特に留意する必要があ
る。このため、グリーン成⻑戦略は、
持続可能な開発のより広範な社会的⽀
柱に的を絞った取り組みと並⾏して実
施すべきである。

「グリーン成⻑戦略」は、国情や開
発段階の違いに合わせてカスタマイ
ズできるだけの柔軟性を持つよう設
計される実⾏可能な政策枠組みを策
定する。国連環境計画（UNEP）、国
連アジア太平洋経済社会委員会
（UNESCAP）、世界銀⾏など、他
の国際機関の取り組みと連携して、
OECDのグリーン成⻑関連の活動は
リオ+20の⽬標に貢献するために企
画⽴案されている。
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グリーン成⻑の実践
韓国、アイルランド、中国、ルワンダ

韓国の「グリーン成⻑国家戦略及び5カ年計画
（2009〜2013年）」は、グリーン成⻑のた
めの総合的な政策枠組みを提供する。この戦略
は、
（1）エコフレンドリーな新成⻑エンジンの促進
（2）国⺠の⽣活の質の向上
（3）国際的な気候変動対策への貢献
を⽬指したものである。この戦略の実現を助⻑
する⽬的で、「グリーン成⻑に関する⼤統領委
員会」が2009年に設置されるとともに、低炭
素グリーン成⻑基本法が2010年に制定された。
5カ年計画はこの戦略を実施するための政府⾏
動の⻘写真を描いたもので、特別予算と各省庁／
地⽅⾃治体の詳細な任務が規定されている。こ
の計画に基づき、政府は年間ＧＤＰの約2％を
グリーン成⻑プログラム／プロジェクトに⽀出
する。
アイルランドの「国家開発計画（2007〜2013
年」は、経済競争⼒を強化するとともに⽣活の
質を向上させるための優先的投資分野に関する
指⽰的な資⾦配分を定めている。この計画は、
各セクターの投資政策を政策間の調整と連携を
促進するための全体枠組みへと統合し、政府各
省庁が公共投資を企画・⽴案・実⾏できる資⾦
的枠組みを提供する。この計画の環境に関する
章では、輸送、廃棄物管理、気候変動、環境リ
サーチ、持続可能なエネルギーなどが取り上げ
られている。2007年、環境の持続可能性の促
進に直接的な影響を及ぼす投資プログラムは13
億ユーロを上回った。

「世界経済のグリーン化は莫⼤な有形の報酬をも
たらすものであり、その⼿段は政府と⺠間の双
⽅がいつでも利⽤できる。早急にこの課題に取
り組むべきである。」
国連環境計画（UNEP）「グリーン経済に向けて：持続可能な開発と貧困撲滅への道筋」

6 . © OECD グリーン成⻑に向けて：政策決定者向け概要

中国の第12次5カ年計画（2011〜2015年）
に盛り込まれている「グリーン開発」に関す
るセクションは、経済のグリーン化に向けた
中国の意欲を⽰している。計画は国家戦略の
ロードマップを⽰すもので、中国の今後の社
会経済開発に関する優先順位を定めるととも
に、各セクター／⾏政単位レベルの政策決定
に関する指針と⽬標を提供する。「グリーン
開発」のテーマは6つの戦略的な柱を特定し
ている。気候変動、資源節減・管理、循環型
経済、環境保護、⽣態系保護・回復、⽔保全・
⾃然災害防⽌である。これらの柱には、第11
次5カ年計画から引き継いだ⽬標（エネルギ
ー 集 約 度 、 S O 2（ ⼆ 酸 化 硫 ⻩ ） ／ C O D
（化学的酸素要求量）汚染など）に加えて、
いくつかの新しい拘束的な⽬標（ＧＤＰ1単
位当たり炭素排出量を2015年までに17％削
減、Nox(窒素酸化物)／窒素排出量を2015年
までに10％削減など）が含まれている。エネ
ルギー効率化技術の実証／普及プログラムが
省エネと新たな成⻑機会双⽅の原動⼒として
強調されているなど、詳細な政策指針も第12
次5カ年計画で提供されている。
ルワンダの「経済開発・貧困削減戦略（2008
〜2012年）」は、同国が⻑期⽬標として打
ち出している「ビジョン2020」の達成に向
けた第2次の中期戦略である。この戦略は、
中期⽬標と指⽰的な資⾦配分を定めている。
環境は主要な分野横断的問題として特定され
ている。さらに、豊富な環境／天然資源を有
するいくつかのセクターが、⽣産（⼟地など）
や健康（⽔供給や衛⽣など）との繋がりの点
から、ルワンダの開発⽬標を達成するために
極めて重要なものとして特定されている。環
境／⼟地／森林セクターには2008〜2012年
に総額で公的⽀出全体の1.8％にあたる620億
ルワンダ・フランが配分されている。また、⽔／
衛⽣セクターにも総額で公的⽀出全体の4.2％に
あたる1,460億ルワンダ・フランが配分され
ている。
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グリーン成⻑戦略のための枠組み

グリーン成⻑戦略のための枠組みは、以下に
よって幸福を⾼めるインセンティブや組織機
関を確⽴することを最⼤の⽬標としている。
I 資源管理の改善と資源⽣産性の向上
I ⻑期的に社会的利益が最も⼤きい分野で経

「グリーン成⻑戦略」は、経済的進歩の⽬安
としてGDPのみに注⽬すると、総じて富や健
康、幸福に対する⾃然資産の寄与を⾒逃して
しまうとも認識する。したがって、グリーン
成⻑戦略は、成⻑の質や内容など、進歩を測
る様々な⽬安や、それが⼈々の富や幸福にど
のような影響を及ぼすかを⽬標に据える。

済活動が⾏われるよう奨励
I この2つの⽬標を達成する新たな⽅法、す

なわち、イノベーションの創出
経済の成⻑軌道をグリーン化できるかどうか
は、政策及び制度環境、開発の程度、資源賦
存状況、特定の環境負荷のポイントなどにか
かっている。成⻑のグリーン化において直⾯
する課題と機会は、先進国、新興国、開発途
上国によって異なり、政治経済状況が異なる
国によっても違う。しかし、どのような状況
下でも取り組む必要のある共通の考慮点もあ
る。そして、どのような場合でも、政策⾏動
は、従来の「グリーン」政策ばかりでなく、
広範な政策に⽬を向ける必要がある。
グリーン成⻑戦略の枠組みは、成⻑に注⽬し、
経済／開発政策の相互補強的側⾯を特定する
ためのレンズとなる。グリーン成⻑戦略は、他
の⼀次産品やサービスと並んで、⽣産要素とし
ての⾃然資本の価値を正当に認識する。また、
地⽅／地域／地球環境の臨界閾値を超えない
範囲の新たな成⻑パターンへの移⾏を実現す
るため、費⽤対効果の⾼い環境負荷低減策に
焦点を絞り込む。
この戦略は、既存の⽣産技術や消費⾏動によっ
てはある程度しかプラスの成果を⽣み出し得
ないと認識する。ある段階まで来ると、⾃然
資本の枯渇が成⻑全体に悪影響を及ぼすよう
になる。この境界がどこにあるか全てのケー
スについて正確に分かっているわけではない
が、イノベーションがなければ（枯渇した）⾃
然資本の代わりに（機械などの）再⽣産可能
な資本を⽤いる能⼒が限られるのは確実であ
る。

この枠組みを新興国及び開発途上国に適⽤す
る上では、グリーン成⻑政策と貧困削減⽬標
をマッチングさせることが重要である。グリ
ーン成⻑と貧困削減の間には、ミレニアム開
発⽬標（MDGs）の達成推進に資し得る重要
な補完性がある。例えば
I より効率的な⽔の提供と輸送インフラの整備

I 環境悪化による不健康の軽減
I コストの削減と⽣産性の向上をもたらし得

る効率的な技術の導⼊、環境負荷の緩和な
どである。
低所得国では⾃然資産が中⼼的役割を果たし
ているので、グリーン成⻑政策は環境リスク
への脆弱性を引き下げ、貧困層の⽣活保障を
⾼めることができる。

経済的産出⾼は20世紀
に22倍に増加
過去150年の⼈類の進
歩により世界の⼤半の
国・地域で平均寿命は
30年延⻑
⽔質汚染による回避可
能死亡者数は世界全体
で毎年170万⼈（主に
5歳未満児）
⼤気汚染による回避可
能死亡者数は640万⼈
⽶国の⼤気浄化法によ
る計測可能な公衆衛⽣
上の便益は1兆3,000億
⽶ドル
平均寿命の延びを考慮
に⼊れると、環境緩和
コストは推定で50％削
減
低所得国の富の25％は
⾃然資本

「環境⾯に配慮しない事はGDP
を⽬減りさせ、未来の可能性を
狭めることになる。」
インガー・アンダーソン世界銀⾏持続可能な開発担当副
総裁 http://web.worldbank.org
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グリーン成⻑戦略の本質的要素は何か

成⻑、消費習慣、技術、インフラの現⾏パタ
ーンを変えていくには時間がかかり、⻑期にわ
たり過去の決定の帰結を受け⼊れていかざるを
得ない。この「経路依存性」は、政策環境を
⽐較的速やかに整備した場合でも、体系的な
環境リスクを悪化させていく可能性が⾼い。
したがって、グリーン成⻑戦略は新たな技術
や思わぬ好機を⽣かせるだけの柔軟性を持ち、
より良いアプローチを利⽤できるようになっ
た場合には、従来のアプローチを捨てること
ができなければならない。
資源の効率的な利⽤・管理が経済
政策の中核的な⽬標であり、通常
は「グリーン」アジェンダと関連
付けられていない財政⾯や規制⾯
の多くの介⼊がグリーン成⻑には
含まれる。
以下の2つの広範な政策群が、い
かなるグリーン成⻑戦略の場合に
おいても本質的要素である。
I 第1の政策群は、経済成⻑と⾃

国によって事情は異なるが、汚染や希少な天
然資源の過剰利⽤に対して―税⾦や排出量取
引制度などのメカニズムを通じて―課⾦する
ことをポリシーミックスの中⼼的要素とすべ
きである。課⾦メカニズムは、多くの場合、
与えられた⽬標の実現コストを最⼩限に抑え、
⼀層の効率性向上やイノベーションを促すイ
ンセンティブを提供する。
環境税などの利⽤を増やすことは、より歪曲
的な法⼈税／個⼈所得税／社会保障拠出⾦か
らの税負担の⼀部シフトに資することによっ

今から1世代、世界の
温室効果ガス排出量を
削減していくことが必
要
発電所の通常の寿命は
2世代
様々なタイプの輸送連
結や都市計画の期待寿
命は10世代まで
OECD諸国は2025年ま

て、成⻑志向型の税制改⾰で重要
な役割を果たし得る。エネルギー
税／CO2税も、労働／企業所得
税の引き上げや公共⽀出削減の魅
⼒的な代替策として、より広範な
財政健全化策の中に盛り込むこと
ができる。
あらゆる状況が市場的⼿段に向い
ているわけではない。規制や積極
的な技術⽀援政策、⾃主的取り組
みの⽅が適していたり、市場的⼿
段を⼤きく補完する場合もある。
さらに、企業や消費者の価格反応
も、多くの場合、特定の活動によ
って引き起こされる環境破壊の影
響や、よりクリーンな代替⼿段の
利⽤可能性に焦点を当てる情報提
供措置を通じて強化することがで
きる。

でに平均でGDP⽐
然資本の保全を相互補強する広
5%の財政緊縮が必要
範な枠組み政策から成る。例え
ば、適切に設計され、確実に実
OECDは2020年までに
⾏された場合には、効率的な資
GDP⽐で約3%の炭素
源配分をを極⼤化する租税／競
税収が可能
争政策などの中核的な財政／規
制環境などである。これは、経
済政策によく盛り込まれているものであり、
いかなる場合でも、今⽇取られる経済政策上
しかも、経済に対してと同様に環境に対し
の決定は⻑期的な視点を取り⼊れる必要があ
てもよい影響を及ぼし得るアジェンダであ
る。というのも、成⻑と技術⾰新のパターン
る。イノベーション政策もこの政策群に加
は互いに補強し合い、経路依存性と技術的／
えるべきである。
制度的ロックインを⽣じさせる傾向があるか
らである。環境影響は累積的で時に不可逆的
I 第２の政策群には、天然資源の効率的利⽤
でもある。好ましくない、不可逆的な、ある
を促すものや、汚染負担に係るコストを⾼
いは破滅的ですらある影響を受けないように
める政策が含まれる。この中には、環境税
するための⾏動を今起こせば、将来的に⼤き
などの様々な価格的⼿段や規制、技術⽀援
な経済的コストを回避し得る。
政策、⾃主的取り組みなどの⾮市場的⼿段

が含まれる。

8 . © OECD グリーン成⻑に向けて：政策決定者向け概要

OECD Green Growth layout [Jap] [7]:Layout 1

27/7/11

16:18

Page 9

グリーン成⻑戦略の本質的要素は何か

グリーン成⻑の制約要因に取り組む政策
グリーン成⻑の制約要因

政策オプション

インフラ未整備

・ 官⺠パートナーシップ（PPP）
・ 公共投資
・ 関税
・ 振替

低⽔準の⼈的資本／

・ 補助⾦改⾰／廃⽌

社会資本及び劣悪な制度

・ 政府収⼊の増加と安定

不完全な財産権、

・ ⾒直し及び改⾰／廃⽌

補助⾦
規制の不確実性

・ ⽬標設定
・ 独⽴した統治制度の創造

情報外部性及び
インセンティブの分断

・ ラベリング
・ ⾃主的取り組み
・ 補助⾦
・ 技術／パフォーマンス基準

環境外部性

・ 排出権取引
・ 補助⾦
・ 税⾦

R&Dのリターンの低さ

・ R&D補助⾦及び税制優遇措置
・ 汎⽤技術への焦点絞り込み

ネットワーク効果

・ ネットワーク産業の競争強化
・ 新規ネットワークプロジェク
ト向け補助⾦／融資保証

競争への障壁

・ 規制改⾰
・ 政府独占の削減
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グリーン成⻑戦略の本質的要素は何か

グリーン・イノベーション

グリーン技術開発は⼀
部の分野で加速してい
る。1999〜2008年に
おける発明の特許取得
件数の年間伸び率は以
下のとおり。
再⽣可能エネルギー、
24％
電気／ハイブリッド⾃
動⾞、20％
建物・照明のエネル
ギー効率、11％
グリーン技術が2010年
上期における⽶国のベ
ンチャー資本投資全体
に占める割合、25％
エネルギー効率及び再
⽣可能エネルギー関連
予算が政府のエネルギ
ー関連Ｒ＆Ｄ予算に占
める割合、26％（199
0年の13％から上昇）

れない。したがって、関連する研究への投
資やグリーン技術の開発及び商業化への⼀
時的⽀援を必要としている場合がある。こう
した⽀援は、技術的ロックインや競争の不
⾜、⺠間投資のクラウディングアウトなどが
⽣じるリスクを最⼩限に抑制しつつ、効率的
な技術の登場や採⽤を促進するものでなけ
ればならない。また、よく設計された公共
調達、基準、規制などを通じて、グリーン・
イノベーションのための市場を強化すること
も重要である。

社会は慣れ親しんだ制度や技術に依存するよ
うになる。社会的／経済的無気⼒は極めて強
いので、⼤きな利益をもたらし得る変⾰であっ
ても⾏動を変えることにつながらない場合が
ある。イノベーションは、従来の⾏動様式への
依存を断ち切り、成⻑と⾃然資本枯渇のデカ
ップリングに資することによって、成⻑のグリ
ーン化において主要な役割を果たす。
グリーン・イノベーションのために、グリーン
成⻑戦略は以下の課題に取り組む必要がある。

貿易／投資障壁はグリーン技術の開発普及に
とって⼤きな⾜かせとなる可能性がある。こ
れらの障壁を削減したり、知的財産権（IPR）
の効果的な保護と執⾏を提供したりすること
は、技術の開発普及や外国直接投資及びライ
センス供与の円滑化を奨励する上で極めて重
要である。また、後発途上国のグリーン技術
へのアクセスを円滑化するため、多国的⾏動
も必要である。

I 多くの環境外部性は⼗分に課⾦されていな

いか全く課⾦されていない。例えば、炭素
価格は気候変動に対処するイノベーションを
奨励し得るものであるが、現在の炭素価格
は余りにも低過ぎて必要なインセンティブ
を提供できていない。
I 新技術は、特に既存技術が⽀配しているエ

ネルギーや輸送などの市場では、既存技術
と競合したり、市場に地歩を築いたり、ス
ケールアップしたりすることが難しいかもし
⼀部のグリーン技術におけるイノベーションと科学のリンク
引⽤による特許と科学のリンク、2000〜2007年

化学

材料科学
14.2%

凡例

17.4%

科学的引用

9.5%
10.5%

グリーン技術
10.6%

学のリンク (1
00
と科
許

特許

用)
て引
=全
%

物理学

引用によ
る
特

化学工学

4.9%

工学

エネルギー
7.5%

4.8%

免疫学 ・ 微生物学

6.6%

3.7%

5.7%

生化学 ・ 遺伝学 ・ 分子生物学

環境科学

地球惑星科学
農業生物科学

出所：OECD「イノベーションの計測－新たな視点」（2010）。Scopusカスタムデータ（2009年7⽉、エルゼビア社）、
OECD特許データベース（2010年1⽉）、EPO世界特許統計データベース（2009年9⽉）に基づく。
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グリーン・イノベーションを促進する政策
政策課題

政策オプション

グリーン・イノベーションに対する需要不⾜

・ 特定の市場及び状況における、公共調達や基準、

規制などの、需要側の政策
・ 外部性に課⾦したり、インセンティブ

を⾼めたりするための税⾦及び市場的⼿段
イノベーション能⼒の⽋如

・ 広範なイノベーション強化策

技術的障害及び抜本的なイノベーションの⽋如

・ 主題研究やミッション指向型研究など、

関連するR&Dへの投資
・ 国際協⼒

研究及び投資の既存技術偏重

・ R&D⽀援、税制優遇措置
・ 採⽤へのインセンティブ／補助⾦
・ 技術賞

資⾦不⾜

・ 共同投資ファンド
・ 市場開発

新企業への規制障壁

・ 規制改⾰
・ 競争政策
・ フロントランナー・アプローチ

中⼩企業のグリーン・イノベーション採⽤⼒不⾜

・ 資⾦へのアクセス
・ 技能開発
・ 中⼩企業を知識ネットワークへリンク
・ 情報供給の改善
・ 規制負担の削減

⾮技術的イノベーション

・ 都市／輸送計画
・ 規制改⾰

国際技術移転

・ 能⼒開発
・ 貿易／投資政策
・ 知的財産権の保護及び執⾏
・ ⾃主的な特許プール及び共同メカニズム
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グリーン成⻑への取り
組み
英国：グリーン投資銀
⾏ この銀⾏は2012
年に設⽴され、リスク
が⼤き過ぎる、または
リターンの期間が⻑過
ぎて市場の資⾦が⼊り
にくい低炭素プロジェ
クト向けの融資に30億
ポンドの公的資⾦を振
り向ける。

ドイツ：グリーン化の
パイオニア「持続可
能な開発のための国家
戦略」（2002年）は、
21セクターの⽬標を定
めている。2010年、
再⽣可能エネルギー源
による発電が電⼒供給
の約17％を占め、12.
5％という⽬標を上回
った。

デンマーク：明⽇の農
業 デンマークの「グ
リーン成⻑合意」（20
09年）は、⾼度の環境
／⾃然／気候保護と近
代的で競争⼒のある農
業／⾷品産業を結び付
けている。

欧州連合（EU）
：
進捗状況の監視 スマ
ートかつ持続可能で包
摂的な経済を構築する
ためのEUの「欧州20
20戦略」は、マクロ経
済要因、成⻑を⾼める
改⾰、財政を監視する。

⽶国：⻑期成⻑ ⽶国
の「⽶国再⽣・再投資
法」の狙いは、雇⽤を
創出・維持し、⽶国経
済を活性化し、⻑期的
経済成⻑の基礎を築く
ことにある。

ブラジル：持続可能な
都市 クリチバはブラ
ジルで最も公共交通機
関の利⽤率が⾼く、統
合的な都市計画のおか
げで⼤気汚染が最も少
ない都市のひとつ。

ルワンダ：⽣態系の回
復 ルワンダのマウン
テンゴリラの⽣息地保
護の取り組みは観光産
業を押し上げており、
今ではGDPで最⼤の
シェアを占めている。

注：この地図は例⽰⽬的のものであり、この位置づけによ
って⽰されているいかなる領域についてもその地位や主権
を毀損するものではない。
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中国：再⽣可能エネル
ギー 中国は2020年
までに⼀次エネルギー
の16%を再⽣可能なエ
ネルギー源から⽣産す
ることを⽬指している。
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韓国：国家的なグリー
ン成⻑計画 韓国政府
の「グリーン成⻑国家
戦略及び5カ年計画
(2009〜2013年）」
は、グリーン成⻑のた
めの総合的な政策枠組
みを提供する。この計
画に基づき、政府は年
間GDPの約2%をグリ
ーン成⻑プログラム／
プロジェクトに⽀出す
る。

⽇本：グリーン・イノ
ベーション ⽇本の
「グリーン・イノベー
ションにおける国家戦
略プロジェクト」は、
約50兆円規模の環境関
連市場の実現と140万
⼈に上る環境関連の新
規雇⽤の創出を狙いと
している。

ニュージーランド：
グリーン成⻑諮問グル
ープ。財務⼤⾂、経済

南アフリカ：新成⻑計
画 2011年、経済開
発庁は、産業開発公社
が向こう5年間に南ア
フリカの「グリーン経
済」における新規投資
に250億ランドの資⾦
を投じると発表した。

開発⼤⾂、環境⼤⾂は
共同で、輸出産業の付
加価値強化策、技術／
イノベーション利⽤の
スマート化策、中⼩企
業のエネルギー効率改
善⽀援策などについて
討議するハイレベルの
⺠間諮問グループを⽴
ち上げた。

インドネシア：補助⾦
の削減。インドネシア
は2014年までエネル
ギー補助⾦総額を年率
10〜15%削減する計
画である。
オーストラリア：効率
的なインフラ。オース
トラリアが優先的に整
備に取り組んでいるイ
ンフラは、新規能⼒へ
の投資よりはるかに少
ないコストで、経済的／
社会的／環境的便益を
もたらす⾒込みである。
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グリーン成⻑戦略の本質的要素は何か

グリーン債が91兆⽶ド
ルに上る世界債券市場
で占めるシェアは現在
0.012%

インフラ投資プログラム
グリーン成⻑は、特にエネルギー、輸送、⽔、
通信などの分野の次世代技術に適したネット
ワーク・インフラを整備するための政策も必
要とする。グリーンインフラへの投資は、⾮
効率的な成⻑パターンの⾼額ロックインを回
避することに資する。また、経済成⻑を押し
上げ、社会的／健康的便益をもたらし得る。
開発途上国では新たな形態のインフラ整備へ
と⾶躍する機会が⽣まれる。

⼤半の国では膨⼤な投資が必要とされるの
で、官⺠双⽅の資⾦を―官⺠パートナーシッ
プ（PPP）、関税及び租税の組み合わせ、規
制障壁改⾰や健全な⻑期的政策シグナルに
よる⼤型機関パートナーの投資円滑化など
を通じて―活⽤する必要がある。多くの国
はこうした投資を⼤幅に増やす⽅針を発表
している。例えば、南アフリカは2009
〜2011年に輸送、⽔、エネルギー分野の
インフラ整備に2007〜2008年の⽔準に
⽐べ73%増となる440億⽶ドルの資⾦を投
じる。

⽔インフラへの投資
には既存インフラの拡張に現在の⽀出
額のほぼ倍となる毎年180億⽶ドルの
資⾦を投じる必要がある。現在サービ
スを提供している⼈⼝に引き続きサー
ビスを提供していくだけのために、さ
らに年間540億⽶ドルの資⾦が必要と
なる。

先進国では⽔インフラの⽼朽化がます
ます⼤きな問題となっている。⼀部の
推計によれば、⽶国は、健康基準や環
境基準を達成しつつ、⽔インフラを現
⾏のサービス⽔準に維持するためには、
今後20年間に毎年230億⽶ドルの資
⾦を投資しなければならない。英国と
⽇本は、⽔インフラの緊急の再建とア
ップグレード化に対処するには、⽔関
連⽀出を20〜40%増やす必要がある。
世界保健機関（WTO）によれば、開
発途上国が⽔関連のMDGを達成する

⽔インフラへの投資は、貧弱な上下⽔
道サービスによる健康への悪影響から
⽣じる外部費⽤を減らすことにより、
政府の保健医療関連予算への圧迫を軽
減することができる。開発途上国の場
合、基本的な上下⽔道サービスの便益
と費⽤の⽐率は7対1にも達すると報告
されている。

上下⽔道サービスの持続可能な費⽤回
収を利⽤すれば、政府はインフラ整備
ニーズの資⾦⼿当てに資する収⼊を得
られる。

上下⽔道サービスの資⾦⼿当て －収⼊源、2005〜2007年
料金（使用者負担）

税ベースの補助金

移転

フランス
オーストリア (WS)
オーストリア (WW)
モルドバ (WW)
メキシコ
チェコ共和国 (INV)
グルジア
韓国
アルメニア
エチオピア
モザンビーク (RWS)
エジプト‐カイロ
0

10

20

WS＝上⽔道、WW＝下⽔道、INW＝投資額のみ、
RWS＝農村部の上⽔道。
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出所：OECD「万⼈のための⽔管理：料⾦及び資⾦調達に関するOECDの展望」
（2009）
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グリーン成⻑は雇⽤にどのような影響を及ぼすか

成⻑のグリーン化は、新たに⽣まれる⾰新的
なグリーン活動における技能職などの新規雇
⽤の創出を伴う。しかし、リスクにさらされ
る雇⽤もあるため、縮⼩しつつあるセクター
・企業から、汚染を排出する活動の代わりに
よりクリーンな代替的活動を⾏ったり、環境
サービスを提供するセクター・企業など、拡
⼤しつつあるセクター・企業への、労働者再
配分を円滑化する必要がある。
グリーン活動への投資がもたらす雇⽤の創出
グリーン活動への投資は多くの雇⽤を創出する
が、多くの国の政府はすでに⾃国のグリーン景
気刺激策やより広範なグリーン成⻑戦略によっ
て⼤量の雇⽤が創出される可能性を強調してい
る。短期的なマクロ安定化策以上に、再⽣可能
エネルギーの拡⼤には雇⽤創出の⼤きな可能性
がある。最近の推計によれば、再⽣可能エネル
ギーによる発送電は2030年までに世界全体で
最⼤2,000万⼈の雇⽤を創出し得る。

再⽣可能エネルギーが⼤幅に増えれば、その
代わりに、より汚染度の⾼いエネルギー源が
減少し、関連の雇⽤が失われる。しかし、こ
うした雇⽤の喪失は労働⼒全体のごく⼀部に
集中する可能性が⾼い。実際、最も汚染度の
⾼い産業は、CO2排出量全体に占めるシェア
は⼤きいが、雇⽤者数全体に占めるシェアは
極⼩さい（図を参照）。2004年を⾒ると、デ
ータを⼊⼿可能なOECD諸国の平均で、これら
の 産 業 は 、 ⾮ 農 業 セ ク タ ー の
排出量全体に占めるシェアが82%に達してい
たが、雇⽤者数全体に占めるシェアは8%未
満に過ぎなかった。
総じて、⼤半の調査研究は、エネルギーセク
ターのよりクリーンなエネルギー構成への事
業再構築にはネットで⼤量の雇⽤増をもたら
す可能性があるという点で意⾒が⼀致してい
る。これは、再⽣可能エネルギーセクターの
雇⽤創出率は、発電量1メガワット当たりで

⽶国は「⽶国再⽣・再
投資法」によりクリー
ンエネルギー分野に
900億ドルの資⾦を投
⼊するが、これにより、
2012年までに72万雇
⽤・年が確保ないし創
出される⾒込みである。
韓 国 も 「 グ リ ーン ・
ニューディール」の⼀
環として50兆ウォンを
投資するが、これによ
り、環境に優しい輸送
ネットワーク、⽔管理・
河川再⽣、クリーンエ
ネルギー、グリーン情
報技術、廃棄物エネル
ギー（WTE）
などの分野で2009〜
2012年に96万⼈の雇
⽤が創出される⾒込み
である。

セクター別雇⽤者数とCO2排出集約度
OECD加盟27カ国の⾮加重平均、2004年1
最も汚染度の高い産業
累計の化石燃料燃焼CO2排出量構成比（化石燃料燃焼CO2排出量全体に占める比率）
累計の雇用者構成比（雇用者全体に占める比率）
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1． セクターはCO2排出集約度（＝CO2排出量／付加価値）の⾼い順。図で⽰されているセクター分類で、7つのセクターが最も汚染度の⾼いセクターとして際⽴っている
（輸送セクターが3つで、エネルギー⽣産セクターと製造セクターが2つずつ）。
出所：EUの労働⼒調査（LFS）、GTAPデータベース、KLEMSデータベース。
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グリーン成⻑は雇⽤にどのような影響を及ぼすか

も、⽣産エネルギー1単位当たりでも、投資
額1ドル当たりでも、化⽯燃料に基づくエネ
ルギーセクターより⾼いからである。
全体的な⻑期雇⽤効果
しかし、グリーン成⻑への移⾏は単にエネル
ギー⽣産の源泉を転換することにとどまらな
い。包括的な⼀般均衡モデルでのみ評価し得
る経済全体にわたるシステミックな変⾰を伴
うのである。こうした事情から、労働市場へ
の影響を含め、環境政策の経済的影響の分析
に応⽤⼀般均衡（CGE）モデルを適⽤してい
る経済モデル作成チームが増えている。労働
市場政策／制度は国によって⼤きく異なり、
他市場の政策と複雑に絡んでいるので、環境C
GEモデルに労働市場の完全な姿を取り込むの
は依然として難題である。これらの問題をさ
らに解明するため、OECDでは多国間多部⾨
⼀般均衡モデルであるOECD「ENV連関モデ
ル」を⽤いて気候政策の含意に注⽬する例⽰
的なシミュレーションも⾏っている。
このシミュレーションによれば、例えば、温
室効果ガス排出量の⼤幅削減は、雇⽤の伸び
に限定的な影響しか及ぼさずに達成すること
ができる。実際、炭素課⾦からの収⼊を労働
需要の促進に充てれば、労働市場の成果を改
善し得る。例えば、労働市場の調整パターン
に関する合理的な想定の下で、OECDの雇⽤
は2013年〜2030年に、気候変動緩和策を実
施しない場合の6.5%に対して、7.5%増える。
それも、労働者の購買⼒を⼀切失うことなし
に、である。なお、この推計は、グリーン・
イノベーションによって⽣み出される成⻑の
押し上げから⽣じる雇⽤への好影響について
考慮していない。
労働市場／技能政策
労働市場／訓練政策は、グリーン成⻑を実現
するための政策枠組み全体の中で重要な役割
を果たすことができる。労働市場政策は、労
働者や企業が、新たな機会を捉えるなどして、
経済のグリーン化によってもたらされる変化
に迅速に適応できるよう配慮する必要がある。
労働者が縮⼩しつつあるセクターの雇⽤から
拡⼤しつつあるセクターの雇⽤へと移動する
のを⽀援することで、労働市場政策は移⾏時
に⽣じる調整コストの適切な分担を確保する。
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ことにも資する。新たな技能が必要とされる
ため、適切な教育／訓練政策も必要となる。
多くの既存技能は今後も適切な技能として残
るが、その⼀⽅、技能のミスマッチやギャッ
プが⽣じる可能性がある。訓練／再訓練プロ
グラムは、労働者が台頭するグリーン経済に
本格的に参加するのを⽀援する上で重要な役
割を果たすことになる。
「OECD雇⽤戦略改訂版」
（OECD
Reassessed Jobs Strategy） は、グリーン
成⻑の実現に必要とされる活発な「創造的破
壊」のプロセスと⾼⽔準の雇⽤及び繁栄の共
有を両⽴させることができる政策を特定する
ための有益な枠組みを提供する。円滑かつ公
正な移⾏を促進するため、次の3つの政策分
野に優先的に取り組むべきである。
I 求職者の雇⽤への迅速な再統合を助⻑し得

る強⼒な技能開発制度と積極的労働市場プ
ログラムは、労働市場の適応⼒を補強する
主要な供給側の政策要素である。
I 需要側では、環境政策とエコイノベーショ

ンが新規の競争的なグリーン・ニッチ市場
を創出するので、緩やかな雇⽤保護と製品
市場の強⼒な競争が活発な雇⽤創出の重要
な下⽀え要因となる。
I 労働市場の適応⼒強化策と合わせて、ダイ

ナミズムを実現する代わりに労働者とその
家族が過剰な不安や格差にさらされないよ
うにするための、失業保険や在職給付など
の補完的措置を実施する必要がある。
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格差拡⼤懸念への取り組み

⼀部の⼈々はグリーン成⻑政策のせいで暮ら
し向きが悪くなる、と⼀般に考えられている。
これは必ずしも正しくないが、こうした懸念
の解消に取り組まない限り、⼀部の主要な政
策は受け⼊れ難いものとされる可能性がある。

例えば、燃料補助⾦の段階的廃⽌は環境や経
済全般に好影響を及ぼすが、短期的には⼀部
の国や⼈⼝層に悪影響を及ぼす可能性がある。
典型的な政治経済的ジレンマが⽣じるのであ
る。⼀部の⼈々は燃料価格の上昇によってす
ぐに⽬に⾒える形で⼤きな損失を被るが、経
済や環境⾯の利益は実現するまでに時間がか
かり、もっと拡散的でもある。特に、⼈⼝の
⼀部が成⻑のグリーン化に伴う移⾏コストか
ら⼤きな悪影響を受ける新興市場では、対象
を絞り込んだ補償措置を導⼊する必要がある。
例えば、インドとインドネシアは、化⽯燃料
補助⾦を削減する取り組みの⼀環として、こ
うした⽅向の重要な策を講じている。

悪影響を受けるグループを最初から政策決定
プロセスに取り込んでおく必要がある。この
プロセスは、⾼い透明性を有するとともに、
改⾰を⾏う理由を明瞭に説明したものである
ことが必要である。例えば、移⾏時の競争⼒
の変化に関する企業の懸念に対しては多⾓的
な政策調整を通じて対処すべきである。補償
スキームが正当とされる場合もあるが、これ
には独⾃のコストが伴う。貧困層への悪影響
については、税及び移転制度全体の環境を考
慮した上で、対象をよく絞り込んだプログラ
ムを通じて相殺する必要がある。

化⽯燃料補助⾦の廃⽌
により2050年までに
世界の温室効果ガス排
出量は10％削減
化⽯燃料補助⾦の廃⽌
により実質所得は
2〜4％増加する可能性

化⽯燃料補助⾦を廃⽌した場合の温室効果ガス排出量

世界

日本

EU27カ国 ・EFTA

ブラジル

米国

カナダ

オーストラリア・
ニュージーランド

その他

中国

インド

EU非加盟の東欧諸国2

ロシア

5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40

石油輸出国1

ベースラインからの偏差（％）

⼀⽅的な化⽯燃料補助⾦廃⽌の実質所得への影響
ベースラインからの偏差（％）

4.19%

3
１．中東、アルジェリア・リビ
ア・エジプト、インドネシア、
ベネズエラが含まれる。

2
1
0
-1

石油輸出国1

インド

中国

ロシア

出所：国際エネルギー機関（IEA）の補助⾦データに基づくOECD「ENV連関モデル」

その他

EU非加盟の
東欧諸国2

２．アルメニア、アゼルバイ
ジャン、ベラルーシ、クロアチ
ア、グルジア、カザフスタン、
キルギスタン、モルドバ、タジ
キスタン、トルクメニスタン、ウ
クライナ、ウズベキスタンが含
まれる。
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グリーン成⻑のための国際協⼒

グリーン成⻑をもたらすグローバルな構造を
創造するには、国際協⼒を強化する必要があ
る。グローバル公共財、特に⽣物多様性や気
候変動問題に対処するための合意を強化する
ことが、調整やインセンティブを巡る問題に
取り組む上で極めて重要である。2010年の
気候変動に係るカンクン合意により、「進展
は可能」と楽観視することもできるが、更な
る取り組みが必要である。特に資⾦フローは、
グローバル・コモンズの質を維持するための
インセンティブになるだけでなく、成⻑及び
開発の原動⼒にもなる必要がある。
政府開発援助（ODA）は、不可⽋なインフラ
の整備や⼈的／制度的な能⼒構築など、⺠間
投資へのインセンティブが限られ、投資が乏
しい分野を対象にすることによって、グリー
ン成⻑を可能にする条件作りで引き続き重要
な役割を果たし得る。開発途上国のグリーン
成⻑に対するODAの寄与は、気候耐性を強化
し、災害リスクを削減するアプローチを公共
投資の主流化とすることで、さらに強化でき
る。同様に、貧困削減向けの援助も、安全で
環境悪化に強い⽣活を促進する必要がある。

能⼒増強⼿段としての国際技術協⼒
太陽光発電技術の場合

この地図は、各国の投資家が
特許技術の開発でどの程度頻
繁に協⼒しているかを⽰して
いる。EPO/OECDの世界特許
統計データベースから引き出
したデータに基づく。
出所：OECD
Ｉ・ハシック、N・ジョンスト
ーン、Ｆ・ワトソン、Ｃ・カミ
ンカー「気候政策と技術⾰新
／移転：傾向及び近年の実証
データの概要」（2010）

注：この地図は例⽰⽬的のも
のであり、この地図によって
⽰されているいかなる領域に
ついてもその地位や主権を毀
損するものではない。
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科学技術協⼒の強化は、開発途上国における
技術開発／普及を加速し、研究能⼒を構築す
るためのより協調的アプローチによって、下
⽀えする必要がある。グリーン技術／プロセ
スの適時の普及を促進する上では、融資保証
や保険機構など対象を絞り込んだ時限的な融
資メカニズムの活⽤、その他の形態によるリ
スク分担、安定的かつ予測可能な経済／環境
政策へのコミットメントなどが重要である。
グローバルな貿易／投資フローを押し上げる
取り組みを強化すれば、持続的な成⻑とグリ
ーン技術の普及を⽀えることに資し得る。低
所得国の開発⾒通しが国内の貿易／投資措置
の潜在的波及効果によって損われないよう留
意する必要もある。
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グリーン成⻑のための国際協⼒

⼀部の国は、グリーン成⻑の政策アジェンダ
が保護主義⾊の強いものになれば貿易と投資
が打撃を受けるとの懸念を表明している。
グリーン成⻑政策関連の投資保護主義はこれ
までのところ⼤きな問題となっていないが、
今後も警戒を怠るべきではない。OECD主催
の「投資の⾃由円卓会議」は引き続き投資措
置が保護主義の隠れ蓑として利⽤されないよ
う監視していく⽅針である。

環境課題に対象を絞り込んだ援助
リオ会議による分類、100万⽶ドル 1
10000
生物多様性
8000

気候変動
砂漠化

6000

4000

2000

0
1998-99

2000-01

2002-03

2004-05

2006-07

2008-09

１．OECDの開発援助委員会（DAC）加盟国、2．年平均、約束額、2008年基準の実質。
出所：OECD DAC：CRS援助活動データベース

グリーン成⻑に関する国際的取り組み／協⼒
2012年のリオ+20
会議を視野に⼊れ、
グリーン成⻑を促進
する最近の努⼒によ
る国際的な取り組み
が増えている。
2008年に開始された国連環境計画
（UNEP）主導の「グリーン経済イニ
シアティブ」（GEI）では、グリーン
（化）セクターへの投資を促進するた
めに20を超える国連機関が結集してい
る。2010年以降、GEIは多くの国の政
府に助⾔を提供しているほか、15カ国
で積極的に活動している。2011年2⽉、
UNEPは「グリーン経済：持続可能な
開発及び貧困撲滅への道筋」と題する
報告書を公表したが、これによれば、
グリーン経済は先進国に関係している
ばかりでなく、開発途上国でも成⻑と
貧困撲滅の触媒役を果たし得る。
各国のグリーン成⻑への進捗状況評価
を⽀援する取り組みの⼀環として、OECD
とUNEPは連携するとともに、国連統
計局（UNSD）、その他の国連機関、
世界銀⾏、EU統計局（EUROSTAT）、
欧州環境庁（EEA）など他の機関とも

協⼒して、グリーン成⻑に関する共通
の中核的指標の策定を進めている。
セクターレベルでのグリーン成⻑の含
意を探る国際的取り組みとしては、例
えば、⾷料／農業セクターの活⽤によ
る持続可能な開発、⾷料安全保障、貧
困軽減を対象にした「農業による経済
のグリーン化」に関する国連⾷糧農業
機関（FAO）のプロジェクトがある。
2011年9⽉にはFAO／OECD共同の国
際専⾨家会合が開かれる。
IEAとOECDは、エネルギーセクター
のグリーン成⻑に関する共同報告書の
作成に取り組んでいる。この報告書は
2011年6⽉に公表される。

のグリーン成⻑への転換を促進するた
めの⾥程標となるリオ+20に対しても
連携して貢献している。
グ ロ ー バ ル ・ グ リ ーン 成 ⻑ 研 究 所
(GGGI）など、他の新興機関も成⻑の
グリーン化推進につながるグローバル・
アーキテクチャの創出でますます重要
な役割を果たすようになっている。GGGI
は、様々な国際機関、地域機関、各国
政府間の強⼒な連携と知識共有を促進
することによって、貧困削減、機会の
創出、社会開発という⽬標と環境の持
続可能性、気候変動への対応⼒、エネ
ルギー安全保障という⽬標を統合する
グリーン成⻑の創造と普及を⽀援して
いる。

2011年3⽉、世界銀⾏は各国政府及び
開発機関に対し、世界銀⾏、OECD、U
NEPが共同で開発しているグリーン成
⻑に関する新たな世界的知識プラット
フォームに参加するよう求めた。この
プラットフォームは、持続可能な開発
の唱道者／推進者が結集して、知識・
情報・経験を交換することによってグ
リーン成⻑政策を促進・実施していく
ものである。この3機関は、地球規模
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グリーン成⻑への進展の監視

グリーン成⻑へと歩みを進めていくには、政策
分析を⽀え、進捗状況を追跡するための、国際
的レベルのものを含めた適切な情報と⽐較可能
なデータが必要である。グリーン成⻑への進展
を監視するため、OECDの枠組みでは、以下の
相互に関連している4つの指標グループの下で
調査を⾏う。
I 環 境 ／資 源 ⽣ 産 性 ― 経 済 モ デル や 会 計 処

理システムではほとんど定量化されていない
⾃然資本の効率利⽤及び⽣産側⾯へのニ
ーズを 捉えるため。
I 経済／環境資産―資産基盤の減少は成⻑にと

ってリスクであることを反映するため、また、
持続可能な成⻑には資産基盤を⼿つかずのま
ま維持する必要があるため。
I 環境的な⽣活の質―⽔へのアクセスや⼤気汚

染の悪影響などを通じて環境が⼈々の⽣活に
直接的に及ぼす影響を捉えるため。
I 経済的機会と政策対応―グリーン成⻑を実現

する上での政策の実効性や効果が最も顕著に
表れる分野を特定する際に利⽤し得る。

各グループの指標リストはOECDの現⾏の活動
と経験に基づいて提案されている。リストは発
展途上にあり、データが新たに⼊⼿可能となっ
た場合や、基本的な考え⽅の進化とともに、⼀
層洗練される。また、社会経済背景や成⻑の特
徴を⽰す指標により補完される。
これまでの作業によれば、国によって⼤きな違
いが⾒られるが、GDPその他のアウトプット関
連指標の伸び率の⽅が、⼀般に、⽣産システム
への環境インプットの伸び率より⾼い。⾔い換
えれば、環境／資源⽣産性は⾼まっている、と
いうことである。しかし、環境⽣産性の向上は
必ずしも環境負荷の絶対的な低減や何らかの⾃
然資産の持続可能な利⽤を伴っていない。
「グリーン経済」を測る指標については慎重に
解釈する必要がある。単に環境製品／サービス
の⽣産に従事している産業の規模から判断する
と、今⽇の「グリーン経済」は⽐較的⼩規模で
ある。しかし、グリーン成⻑関連の経済的機会、
起業、イノベーションは全てのセクターで盛り
上がる可能性があるので、グリーン産業のみに
基づいて評価すると、環境関連活動の経済的重
要性を実際より低く⾒積もることになる。

デカップリングの動向、OECD
指数、1990年＝100
160
GDP
一般廃棄物
エネルギー供給
非エネルギー材料消費
温室効果ガス排出量

150

140

130

120

110

100

90
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出所：OECD 及び IEA の環境関連データ
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グリーン成⻑への進展の監視

計測の枠組み

経済活動
産出

投入

消費

生産
所得
財 ・サービス

リサイクル
リユース
再製造
代替

家計
政府

政策
措置
機会

労働
資本

4
資源

残余

投資

多要素生産性

1

3
アメニティ ・健康 ・
安全性の側面

サービス機能

汚染物質
廃棄物

エネルギー ・原材料
水 ・土地 ・バイオマス ・大気

シンク (吸収) 機能

資源機能

2

天然資源基盤

提案された指標グループとカバーされているテーマの概要

1

経済の環境／資源⽣産性

• 炭素／エネルギー⽣産性
• 資源⽣産性：材料、栄養物、⽔
• 多要素⽣産性

2

⾃然資産基盤

・再⽣可能な資源ストック：⽔／森林／⽔産資源
・再⽣不可能な資源ストック：鉱物資源
・⽣物多様性と⽣態系

3

⽣活の質の環境側⾯

・環境衛⽣／リスク
・環境サービス／アメニティ

4

経済的機会と政策対応

・技術とイノベーション
・環境製品／サービス
・国際資⾦フロー
・価格と移転
・技能と訓練
・規制と管理アプローチ

成⻑の社会経済的⽂脈と特徴

・経済成⻑／構造
・⽣産性と貿易
・労働市場、教育、所得
・社会⼈⼝統計学的パターン
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グリーン成⻑戦略の構築

グリーン成⻑は既存の優先的な環境／経済政
策改⾰課題を戦略的に補完するものと考える
べきである。⾃国経済の成⻑軌道をグリーン
化したければ、各国政府は政策課題を⾃国の
経済戦略の中核的な課題のひとつとして取り
扱う必要がある。これは、財務、経済、環境
の各担当機関が主導的役割を果たすことを意
味する。

グリーン成⻑戦略／政策の優先化を促進する
ため、「グリーン成⻑に向けて」の本体報告
書には、成⻑のグリーン化を制約している主
要な要因と可能な政策対応を特定するための
診断枠組みが含まれている。この枠組みは、
「グリーン成⻑実現ツール」という付属のツー
ルキットの中でさらに詳しく説明されている。

グリーン成⻑診断

低リターン（グリ
ーン活動、
イノベ
ーション、投資からの）

低いリターン
占有可能性

低い経済的リターン

不活発

低い社会的リターン

政治の失敗

市場の失敗

R&Dの低いリターン

不十分なインフラ

ネットワーク効果

不完全な財産権
歪んだ補助金
既存事業者の選好

情報外部性及び
インセンティブの分断

政策の予測不可能性
及び規制の不確実性

負の外部性

低水準の人的資本

競争障壁
低水準の社会資本及び
制度の質の悪さ
規範及び習慣
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「OECDグリーン成⻑戦略」の次のステップ

グリーン成⻑を実現するには、グリーン成⻑
戦略を政府の政策の中でで主流化する必要が
ある。
OECDは、データの収集、データ分析ツール
の設計、広範な政策領域にわたる専⾨知識の
整合的アプローチへの統合などで⻑年実績を
積んできたことにより、こうした取り組みに
貢献できる独⾃の強みを有している。
2011年5⽉のグリーン成⻑戦略統合報告書
及び同指標報告書の配布は、成⻑のグリーン
化を実現するための国家的／国際的取り組み
を⽀援していくOECDの⻑期的アジェンダの
出発点となるものである。
将来的に、この報告書の枠組みと政策に関す
る知⾒は、各国に特有の事情を考慮するため
にカスタマイズし、国別審査報告の形で継続
的に分析を⾏っていくための指針にすること
ができる。この作業は、どのような政策を組
み合わせれば成⻑のグリーン化を牽引できる
か（あるいはできないか）を徹底的に評価す
る機会となり得るものである。この「戦略」
に付属するグリーン成⻑ツールキットの開発
と改良は、国レベルでの政策の実⾏をさらに
サポートすることができる。

国別審査と⼀般的な政策評価の両者を通じて
得られる経験から、各国横断的な分析とグッ
ド・プラクティス（良き慣⾏）の理解を踏ま
えて各国の優先的政策課題を特定する分析
ツールの開発が可能となる。グリーン成⻑の
指標と測定上の問題への⼀層の取り組みもこ
うした分析ツールの開発に資する。実際、⼊
⼿可能かつ国際⽐較可能なデータと指標を突
き合わせることで、重要な測定を巡る政策課
題が⽣じる。OECDでは、OECDその他の国
々のグリーン成⻑への移⾏を追跡調査する可
能性を⾼めるため、今後、測定を巡る政策課
題を推進していく⽅針である。
様々な政策⼿段の費⽤及び便益に関する分析
作業をもっと進めていく必要もある。さらに、
問題別やセクター別の調査に関する取り組み
は、多くの分野における成⻑グリーン化の含
意についてより具体的な知⾒をもたらしてく
れる。早期に取り組むべき優先課題として、
⾷料及び農業、エネルギーセクター、⽔、⽣
物多様性、開発協⼒のほか、都市部及び農村
部の開発政策などが挙げられる。

グリーン成⻑に関するOECDの取り組み事例
2011年5⽉
・「グリーン成⻑に向けて―グリーン成⻑戦略統合報告書」

・ イノベーション政策プラットフォーム

・「グリーン成⻑に向けて-進捗状況の監視：OECD指標」

・「グリーン成⻑と⽣物多様性」

・ グリーン成⻑達成ツール

・「グリーン成⻑と⽔」
・「グリーン都市計画」

2011〜2012年

・「再⽣可能エネルギーと農村開発」

・「⾷料及び農業のグリーン成⻑戦略：予備報告書」

・「グリーン⾦融プロジェクト」

・ IEA/OECD共同の「エネルギーのグリーン成⻑調査」

・「環境規制と成⻑」

・ グリーン成⻑監視作業：

・「グリーン財政収⼊」

– グリーン成⻑指標
– 経済審査報告及び環境保全成果レビュー報告のグリ
ーン成⻑関連の章を増補

・「低炭素経済への転換の雇⽤ポテンシャル」
・「グリーン経済への地域的移⾏に関する報告書」

– 新興経済圏に関するグリーン成⻑報告書
– グリーン投資保護主義懸念の監視
・「グリーン成⻑と開発途上国に関する報告書」
・「グリーン・イノベーションに関する報告書」
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OECDの主要刊⾏物

A Framework for Assessing Green
Growth Policies（
「グリーン成
⻑政策評価枠組み」)、OECD Economics
Department Working Paper, No. 685
(2010年)

Better Policies to Support Ecoinnovation（「エコイノベーショ
ン⽀援策の改善」) (2011年)

Cities and Climate Change
（
「都市 と気候変動」
）(2010年)

Eco-Innovation in Industry: Enabling
Green Growth
（「産業のエコイノベーション：イネーブリング
なグリーン成⻑」
（2010年）
）

Economic Policy Reforms 2010: Going
for Growth（「経済政策改⾰2010：
成⻑に向けて」）
（2010年）

Employment Impacts of Climate
Change Mitigation Policies in OECD:
A General-Equilibrium Perspective
（OECDにおける 気候変動緩和政策
の雇⽤への影響：⼀般均衡の観点）
、OECD

Environment Working Papers, No. 32
（2011年、近刊）

Energy Technology Perspectives 2010:
Scenarios and Strategies to
2050（「エネルギー技術展望2010：205
0年へのシナリオ及び戦略」）、IEA
（2010年）
Environmental Outlook to 2030
（
「2030年までの環境アウトルック」
）
（2008年）

Globalisation, Transport and the
Environment （「グローバル化、
輸送及び環境」）（2010年）

Greener and Smarter: ICTs, the
Environment and Climate Change

Linkages between Agricultural Policies
and Environmental Effects: Using the
OECD Stylised Agri-environmental Policy
Impact Model （「農業政策と環境影
響の連関：OECD定型農業環境政策影響モデル
の利⽤による」
）（2010年）

OECD Green Growth Studies: Energy
（
「OECDグリーン成⻑調査：エネルギー」
）
（2011年、近刊）

OECD Green Growth Studies: Food and
Agriculture（「OECDグリーン成⻑調査：⾷料
及び農業」）（2011年、近刊、予備報告書）

Paying for Biodiversity: Enhancing the
Cost-Effectiveness of Payments for
Ecosystem Services（「⽣物多様性の対価：
⽣態系サービス向け対価の費⽤便益の強化」）
（2010年）

Subsidy Reform and Sustainable
Development: Political Economy Aspects,
OECD Sustainable Development Studies
（「補助⾦改⾰と持続可能な開発：政治経済的
側⾯、OECD持続可能な開発調査」）（2007年）

Taxation, Innovation and the
Environment （「税、イノベーション
及び環境」）（2010年）

The Economics of Adapting Fisheries
to Climate Change （「漁業の気候変動
への適応の経済学」）（2011年）

The Economics of Climate Change
Mitigation: Policies and Options for Global
Action beyond 2012 （「気候変動緩和
の経済学：2012年以降のグローバル⾏動のた
めの政策及びオプション」）（2009年）

The OECD Innovation Strategy: Getting
a Head Start on Tomorrow（「OECD
イノベーション戦略：明⽇への有利なスタート」
）

（
「グリーン化及びスマート化：ICT、環境及び

Tools for Delivering on Green Growth

気候変動」）（2011年）

グリーン成⻑達成ツール（2011年）

Greening Household Behaviour: the
Role of Public Policy （「家計⾏動のグリ

Towards Green Growth

ーン化：公共政策の役割」）（2011年）

Greening Jobs and Skills: Labour Market
Implications of Addressing Climate Change
（
「雇⽤及び技能のグリーン化：気候変動対策の

、OECD Local Economic
雇⽤市場への含意」
）
and Employment Development (LEED)
Working Paper Series（2010年）

（「グリーン成⻑に向けて」）（2011年）

Towards Green Growth – Monitoring
Progress: OECD Indicators
（「グリーン成⻑に向けて：進捗状況の監視」－
グリーン成⻑指標報告書）
（2011年）

Transition to a Low-Carbon Economy:
Public Goals and Corporate Practices
（
「低炭素経済への移⾏：公共⽬標と企業慣⾏」
）
（2010年）

World Energy Outlook 2010
（「世界エネルギーアウトルック2010」）、
IEA（2010年）
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「⽣物多様性の喪失と⽣態系の劣化が加速し、
企業をリスクにさらしているが、
適切に管理す
れば、
新たな機会に変えることができる。
」
ビヨン・スティグソン持続可能な開発のための世界経済⼈会議（WBCSD）事務総⻑
www.wbcsd.org
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国際グリーン成⻑対話 (IGGD)
国際協調の強化に向けて、OECD加盟諸国は新興国、開発途
上国、国際機関、⺠間セクター、⾮政府機関（NGO）を交え
た「国際グリーン成⻑対話」（IGGD）を開始しています。こ
の対話は、グリーン成⻑を巡る問題に関する討議を奨励する
とともに、学び取った教訓と最良慣⾏（ベストプラクティス）
を交換する場を提供するものです。
登録ユーザー専⽤ウェブサイトでの議論にご参加ください：
https://community.oecd.org/community/greengrowth
ご登録にはgreengrowth@oecd.org.に連絡先をお送りくださ
い。登録ユーザーには、グリーン成⻑の様々なテーマに関する
ニュースレターを定期的にお送りいたします。
詳細情報：
www.oecd.org/greengrowth

