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The aim of this study is to propose interregional Cap & Trade program on the land use basis by using Ecological
Footprint (EF), and also to create new framework for regional and interregional policies aiming toward balanced
environment national land use planning. The scheme of new framework introduces EF index in master plan for
direction of land use, and can be used to conduct interregional Cap & Trade based on a footprint (environmental load)
with uniform method for all local governments in the country. In addition, cost of interregional Cap & Trade program
and policies for effective utilization of land resources implementation was estimated.
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１．はじめに
(1)研究背景と目的
京都議定書では、温室効果ガス削減をより柔軟に行うた
めの措置として国家間の排出権取引などを許可したいわゆ
る「京都メカニズム」が定められた 1)。わが国では既にハ
ンガリー政府が売却する排出権約 1,000 万トンの一部の排
出権を購入する方針であり、その取引額は全て購入した場
合で 200 億円規模と言われる 2)。削減目標達成のために、
このように国際排出権取引市場に頼ることは一つの手段で
はある。しかし、このような海外への資金流出を必要とし
ない国内での削減のための仕組みができるのであれば、そ
の方がはるかに望ましいといえる。ちなみに、国内での排
出量削減を目的とした取引制度は既にいくつか試行され、
自治体のみならず地区(町内会)レベルで排出権取引を検討
する動きまであり 3)、むしろ乱立気味である。なお、この
ような排出権取引制度は主に“地球温暖化”に対する切り
札として議論が進められている。このため削減対象は地球
温暖化の原因とされるCO2 などの温室効果ガスに偏ってい
る。しかし地球環境問題が多様化・深刻化する現在では温
室効果ガスのみに限らず、より広範に環境問題を捉え、そ
のための対策を講じることも必要となる。
このような状況の中、国土審議会では持続可能な国土管
理を検討する中で、
「持続可能な地域の形成」などを国土形
成計画のコンセプトとして掲げている。また、その実現の
ために国土を限りある貴重な土地資源と捉えこれまでの都
市域の拡大を再考し、集約型都市構造や自然的土地利用へ
の再生等の施策に関する議論が進められている 4)。つまり、
今後の広範な地球環境問題に対応する形で都市、さらには
国土を“計画・管理”していくことが求められる。これら
をふまえると国土利用の観点からは都市的な活動に伴う食
＊

糧消費や CO2 排出源となる地域と、それら環境負荷を負
担・吸収するための田畑や森林等の自然環境を有する地域
とでは、都市部が地方部に対して、土地利用を介して環境
的に依存しているという構図が見える。この着想に基づく
と、土地利用に伴う環境負荷を地域間で取引できる仕組み
が地域計画の中に組み入れられれば、地球環境問題を総合
的な観点から捉え、その解決のためのアプローチを地域計
画の上で検討できよう。
その一方で、近年ではエコロジカル・フットプリント指
標(以下、
EF 指標と略記する)が着目されている。
EF 指標は、
人間活動に伴う食糧消費や CO2 排出、都市活動に必要な土
地利用等々、様々な環境負荷を土地資源の消費面積
（Footprint）に換算することで、同一基準によって包括的
に評価できる指標である。さらに、それら環境負荷量に対
して対象とする都市・地域内の環境受容量(農用地や CO2
吸収のための森林地等々)がどの程度存在するのか、持続可
能性の観点から、それら環境バランスを比較できる。つま
り、都市・地域内の環境負荷量と受容量とのバランスが均
衡した（身の丈にあった）国土利用へ向けて、その施策の
評価・検討が可能となる。
本研究では、EF 指標を用いることにより地域内での環境
バランスの均衡を目指した地域間キャップ&トレード制度
を提案し、
“身の丈にあった国土利用”へ向けた新たなフレ
ームワークを構築する。また、それに基づき複数の自治体
を例とし、地域内での土地利用施策の実施による取引価格
や、地域間での取引価格について試算する。
以下、2．ではキャップ&トレード制度の導入及び検討事
例について述べた上で、本研究の特長を明確にする。3．で
は EF 指標値及び環境受容量の算出方法を示す。4．では
EF 指標を用いたキャップ&トレード制度を提案するとと
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もに、
“身の丈にあった国土利用”へ向けた新たなフレーム
ワークを構築する。5．では、そのフレームワークに基づき、
環境バランスの異なる複数の自治体を例にキャップ&トレ
ード制度実施における取引価格の試算を行う。最後に、6．
にて本研究の成果をまとめる。
2．キャップ&トレード制度の導入事例と本研究の特長
(1)キャップ&トレード制度とは
キャップ&トレードとは管理すべき対象の総量に管理目
標(キャップ)を設定して、
この数値目標に応じた取引(トレ
ード)可能な許可証や証明書を発行する政策手段、
または制
度を指す 5)。また、以下のメリットがあるとされている 6)。
1)効果(削減量)の確実性
この制度では、達成したい目標を最初に定め、その分の
許可証(排出枠)だけを発行するため、制度がきちんと機能
する限り、制度導入による効果の確実性は高い。
2) 削減費用の最小化
法的な規制(直接規制)とは異なり市場メカニズムを採用
している点で、一定量の排出削減を達成するためにかかる
費用を最小化できる。各々の対象内での削減価格が、許可
証(排出枠)の取引価格より高ければ購入すれば良いし、安
ければ目標以上に削減して、売却することもできる。この
ため、新たな環境ビジネスとしても捉えることができる。
(2)キャップ&トレード制度の導入及び検討事例の動向
キャップ&トレード制度を採用した主要な導入事例を表
1 に整理するとともに、検討段階の事例も含めそれら動向
について把握する。まず、キャップ&トレード制度の取引
範囲に着目すると、国内や EU あるいは、ある特定の州な
どにおいて制度が実施されている。一方、削減対象は漁獲
量等に着目した例もあるが、その多くが CO2 等の温室効果
ガスを対象としている。そして、土壌汚染に着目した事例
はあるものの、土地資源自体を対象とした例は見当たらな
い。なお、森林地の CO2 吸収量を増加させることで、CO2
排出削減量として捉える取組み 1)もあるが、キャップ&ト
レード制度ではない。また、取組主体は企業を対象とした
制度が多い。さらに規制レベルは参加義務が多いが、自主
参加の制度も見られた。つまり、CO2 などの環境指標を用
いて、国や地域をベースとして各々が独自に進めている状
況にある。なお、研究レベルでは、新たな取引制度を検討

した例は数少ないが、世帯を対象とした CO2 取引制度につ
いてアンケート調査に基づいて検討した研究 12)が見られる。
また、キャップ&トレード制度ではないが、地域間の環境
補償の概念に基づき、EF 指標を貨幣換算し、地方交付税と
の比較・検討を行った研究 13)がある。しかし、これら制度
は単体もしくは温室効果ガスのみの環境負荷を対象として
おり、地球環境問題を包括的に捉えたキャップ&トレード
制度は提案されていない。また、環境バランスの視点も十
分ではない。さらに、既存の制度では個々の企業などを取
組主体としている。国土全体で地域をベースとして一体的
に取り組むための仕組みが準備されていない。
(3)本研究の特長
1) EF 指標を用いることで、土地利用(計画)をベースと
し、地球環境問題を包括的に捉えた地域間キャップ&
トレード制度を初めて提案する。
2) 土地利用計画を策定する自治体レベルを取組主体と
するため、環境バランスのとれた“身の丈に合った国
土利用”へ向けた地域内での施策の実施が可能となる。
その上で、地域間キャップ&トレード制度を組み込む
ことで、国内の環境負荷削減のための新たなフレーム
ワークを構築する。
3) EF 指標の中には CO2 排出に伴う環境負荷も含まれる
ため、上記のプロセスの中で、京都議定書の削減目標
の達成もあわせて目指すことができる。すなわち、海
外への削減コスト流出を防止し、その代わりに国内で
の資源と資金の循環システムを構築するための仕組
みを示す。
3．EF 指標(環境負荷量)と環境受容量の算出方法
キャップ&トレード制度を実施する際に用いる EF 指標
と環境受容量について述べる。地域内の居住者の日常生活
(消費)に伴って発生する環境負荷を対象とした EF 指標値
（以下、居住者消費に伴う EF 指標値）を算出する。この
ため、地域外の都市活動が関連する産業・業務等に伴う環
境負荷(資源消費や CO2 排出)は対象外とした。
また EF 指標
は土地利用計画などを策定する際に重要な関連性のある下
記の各要素より構成されている。なお、これら各要素は
WWF の「Living Planet Report」14)を参考として、海水域に
関するフットプリントを除いた陸地の土地資源消費が関連

表 1 キャップ&トレード制度の主要な導入事例及びその概要
制度名

取引範囲

削減対象

取引主体

規制レベル

1

自主参加型排出量取引制度 7)8)

2

EU-ETS8)9)(EU 域内排出量取引制度)

域内(EU)

CO2

エネルギー多消費施設

参加義務

3

シカゴ気候取引所 8)10) (CCX)

国内(一部企業を除く)
域内(米国東部10 州)

参加義務

5

Regional Greenhouse Gas Initiative6)11) (地域温室効果ガ
ス・イニシアティブ)
Acid Rain Program5) (酸性雨プログラム)

民間企業、行政機関、NGO
等
一定規模以上の発電施設

自主参加

4

CO2 等,6 種類の
温室効果ガス
CO2

国内(米国)

SO2,No2

一定規模以上の発電施設

参加義務

6

Individual Transfer Quota5)(譲渡可能個別漁獲割当制度)

漁獲量（26 種）

個別漁業者

参加義務

7

Manure Law and the Soil Protection Act5) (家畜堆肥及び土
壌保護法)

ニュージーランドの排
他的経済水域(EEZ)
国内(オランダ)

家畜堆肥(リン酸
や硝酸塩)

畜産業者

参加義務

国内(日本)

CO2
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事業者

自主参加

する要素を用いた。なお、森林などの土地資源は水源とし 標」である。ある一定基準を設定することで環境負荷の依
て涵養機能なども有しており、それに着目したウォーター 存・負担地域を定量的に区分できる。都市 k に対する環境負
サプライ・フットプリント指標 15)も提案されているが、今 荷超過率（rk）は以下のように定義される。
回の検討では、
土地資源利用のダブルカウントになるため、
EF k
rk =
地表上の利用に着目することとし、これについては対象外
（1）
CC k
としている。それら算出式を表 2 に示す。
①食糧、動物飼料のための作物を育てるために必要な農用地
EFk：都市kにおける居住者消費に伴うEF指標値(ha)
②肉および牛乳のための動物に草を食べさせるための牧草地
CCk：都市 k における環境受容量(ha)
③製紙材料を採取するための森林地
次に“身の丈にあった国土利用”に向けて国土全体の環
④都市的な活動を提供するために必要な土地
境負荷超過率の削減目標(キャップ：上限)を設定する。ま
⑤排出された二酸化炭素を固定するために必要な森林地
た、各地域の初期配分は国土全体のキャップ(α)と同じとし、
（民生家庭・交通部門対象）
それに基づき配分される。
その概念図を図 1 に示す。
なお、
なお、本研究での EF 指標値の算出方法は、Wackernagel キャップは状況に応じて変化させることを前提としている。
の提案したコンパウンド法 16)の概念をベースとしている。 具体的には、まず努力すれば達成可能な数値を設定し、取
この概念に基づいて、表-2 で示した地区(町丁目)レベルで 引きを通じて各地域に削減のためのインセンティブを提供
する。一定期間において目標が達成されれば、αの値を少
の算出方法を独自に提案し、EF 指標値を算出している。
そして、環境受容量(Carrying Capacity：CC)は、EF 指標 しずつ1.0に近づけて取り組みを繰り返すという形をとる。
値の各構成要素を受け入れるための土地利用面積(例えば、 なお、キャップに環境負荷超過量(EF 指標値と環境受容量
対象地域内の食糧消費に伴って必要となる農用地)とする。 との差)を用いた場合、仮に国土全体での削減目標を達成で
きても、達成した各自治体間での環境負荷超過率は一定で
はない。本研究の基本的な考え方は、各々の自治体が、そ
4．EF 指標を用いた地域間キャップ&トレード制度の提案
れぞれに環境バランスの改善を目指すという視点であり、
1)取引主体及びキャップの設定
まず、取引主体は土地利用計画などの方向性を示す都市 環境負荷超過率はそれらバランスを環境受容量ベースにて
計画マスタープランを策定する自治体レベルとする。これ 分かりやすく評価できることからキャップに採用している。
は、各地域の土地利用計画を環境的視点から点検しながら、 2)取引価格の設定
取引価格の導出については複数の考え方が可能であり、
取引制度に参加するためである。またトレードの基準とな
るキャップ(環境負荷の上限)を設定する際には、EF 指標及 本論文では環境負荷を吸収する土地の「地代」に根拠を求
「CO2 取引価格」に根拠を求める考え方を例
び環境受容量(CC)に基づく環境負荷超過率を用いる。この める考え方と、
超過率は「地域の環境受容量に対して、その地域から発生 とし、それぞれについて試算を行ってみる。
する環境負荷量(EF 指標)がどの程度あるのか、それら環境 ・地代ベース
受容量(CC)と環境負荷量とのバランスを示す定量的な指
キャップを設定することによって、環境負荷の依存地域
と負担地域を明確にすることができた。これは冒頭で述べ
表 2 EF 指標の各構成要素の算出式
たような、
国土利用の観点における土地利用の依存関係
（土
EF指標の各構成要素
算出式
変数説明
地資源の貸借）を示している。つまり、これらフットプリ
食糧
F j k ：地区k における
ントの取引を実施する場合には地代を介することで取引価
(EF
)
農用地
品目j の総消費量（t）
10
①
k
k
フットプリント
動物飼料
F j = ∑ p n ⋅ f nj p n k ：地区k における
格に換算可能となる。つまり、地域間の土地資源の依存関
(EF
)
n =1
年齢階層n の人口（人）
係に基づいた取引価格を算出できる点に特長がある。以下
f nj ：年齢階層n における
14 F k
品目j の 1人あたりの
k
j
牧草地フットプリント
にその算出式を示す。
EF食 糧 ･飼 料 = ∑
消費量（t/人）
②
k
k

食糧

k

飼料

j =1

及び牧草地

αj

α ｊ ：品目j における

環境負荷超過率 倍率

土地生産性（t/ha）

w m ：輸入先別m パルプ・

④

森林(製紙材料)フットプリント
(EF 紙k )

都市的土地利用フットプリント
(EF 都市面積k )

森林(CO2吸
⑤ 収・固定)
フットプリント

民生家庭
(EF 民生家庭k )

EF

＝

3
p nk
w
⋅r ⋅∑ m
p
m =1 β m

3

k
EF都市面積
＝∑ bik
i =1

k
EF民生家庭
2

4

= ∑∑ Cijk / γ
i =1 j =1

交通
k

(EF 交通 )

k
交通

EF

チップ需要量(日本)
（m3）
β m ：輸入先別m 森林蓄積
3
成長量 (m ／ha)
p ：日本全体の人口（人）
r ：家計消費割合(%)

トレード
依存分

キャップ
(初期配分)
負担分

(

③

k
紙

b i ｋ ：地区k の土地利用i の
都市面積（ha）

C ij ｋ ：地区k の住宅の建て方i 、
世帯人員j の二酸化

実超過率

)

(EF 牧草地 )

炭素排出量(ton)

γ ：二酸化炭素吸収効率

環境負荷依存地域

（t-CO2/ha）

C ｋ ：地区k の平日平均自動車
燃料消費量(CC/人)

＝ p k ⋅ C k ⋅ k c / γ k ：換算係数
c
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環境負荷負担地域

図 1 EF 指標を用いた地域間キャップ&トレード
制度の概念図

EL = EF − α ⋅ CC

丈にあった国土利用”に向けた地域間・地域内施策のため
EC = LR ⋅ EL
の新たなフレームワークを構築する。そのフレームワーク
を図 2 に示す。図中【1】では、まず先述のように、土地利
用計画の方向性を示す都市計画マスタープランの中に EF
α：キャップ(倍率)
指標の導入を明確に位置付ける。これより、自地域内の環
EC：環境負荷依存(負担)量に対する取引価格(円/年)
境負荷超過率を把握するとともに、環境バランスの視点か
LR：１ha あたりの地代(円/年)
ら土地利用の点検を行う。そして、
【2】各々の自治体が“身
EL：環境負荷依存(負担)量(ha/年)
の丈にあった国土利用”へ向けて、地域内で集約型都市構
・CO2 取引価格ベース
既存の CO2 取引価格を用い、森林面積あたりの CO2 吸収 造(都市コンパクト化)や、低未利用地の優先的開発及び自
のため価格を算出する手法である。このため、容易に取引 然的土地利用への再生(空間リサイクル)などの施策を実施
価格を設定することができる点に特長がある。以下にその する。また、EF 指標を用いることで、自地域内の土地利用
計画を見直すことによる施策の実施効果も定量的に把握で
算出式を示す。
きる。なお、例えばキャップ「α=10.0」と設定されている
(4)
C CO = c ⋅ rCO 2
(5) 場合、その目標値に向けた削減努力が各地域において必要
EC CO = C CO ⋅ EL
となる。
【3】あらかじめ各自治体において、都市計画マス
タープランに EF 指標の導入を位置づけておけば、新たに
CCO2：１ha あたりの CO2 吸収のための価格(円/年)
環境負荷量の算出を行わずとも全国レベルにてキャップ&
ｃ：既存の CO2 取引価格原単位(円/t-CO2)
トレード制度に参加可能な素地ができる。そして、全国の
rCO2：森林の二酸化炭素吸収効率(t-CO2/ha・年)
各自治体の環境負荷超過率や施策の取組み状況など、取引
ECCO2：環境負荷依存(負担)量に対する CO2 吸収のための
制度を運用する上で、必要な状況を一括管理できるバンキ
取引価格(円/年)
ング・システム(1)(2)を導入することで全国規模での取引が
3）フットプリント(環境負荷)の地域間トレード
土地利用の依存関係に基づき、
全国の各自治体において、 可能となる。またキャップは、まず達成可能な目標が設定
キャップと各地域の実超過率との間に生じるフットプリン され、各自治体にインセンティブを与えながら段階的に変
ト（依存・負担分）のトレードが実施される。また、従来 更される。つまり、長期的な視点に立って“α=1.0”を目
のキャップ&トレード制度と同様に各地域内において、自 指し、
【2】
、
【3】を繰り返すことで最終的に地域の環境バラ
地域内での実超過率の低減が経済的に効率的であれば自地 ンスが均衡した“身の丈にあった国土利用”に向けたフレ
域内での削減を選択することも可能である。
ームワークが構築される。また、EF 指標値には CO2 排出
4）
“身の丈にあった国土利用”に向けた新たなフレームワ に伴う環境負荷も含むため、京都議定書の削減目標も考慮
ークの構築
でき、諸外国に多額の費用を支払って、排出権を購入する
EF 指標を用いたキャップ&トレード制度を含め、
“身の のではなく、地域間取引によって資金を国内循環させ、京
都議定書の削減目標の達成を目指すことができる。
(2)
(3)

2

2

2

土地利用(計画)をベースとした
包括的な環境負荷を対象とした仕組み
環境負荷の発生源

環境負荷の吸収源

下図と対応

【地域間キャップ＆トレードの実施】

【現状】

α＜γ
キャップ：α

実超過率：γ

負担分

【1】

環境負荷の
吸収源

【地域内施策の実施】
EX.：α=10.0（可変）
低減

環境負荷の
発生源

バンキング・
システム

・都市コンパクト化
・空間リサイクル
負担分

繰り返し

依存分

α≧γ(1.0)
依存分

【2】

身の丈にあった
国土利用

【3】

図 2 “身の丈にあった国土利用”に向けた地域間・
地域内施策の新たなフレームワーク

5．EF 指標を用いたキャップ&トレード制度の取引価格の
試算
先述のフレームワークに基づいて、全国規模で運用され
る地域間キャップ&トレード制度の一例として、中国地方
山間部の都市である岡山県津山市と、地方中心都市である
岡山市のような環境特性の異なる都市を抜き出し、本制度
が運用された場合の取引価格を試算する。津山市において
は、地域内施策の実施による取引価格への貢献（インセン
ティブ）も試算している。
なお、先進的事例として、岡山県津山市では都市計画マ
スタープランの中で EF 指標を採用し、EF 指標値や土地資
源の有効活用に伴う施策効果を既に把握している 17)。つま
り、EF 指標を用いたキャップ&トレード制度が導入された
場合に、容易に参加できる仕組みとなる。
(1)本試算における各種設定
1)EF 指標値の算出
表2 の方法により基本的には地区(町丁目)単位でのEF 指
標値の算出を実施し、各都市レベルでの集計を行った。そ
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の際に用いた各消費量のデータは以下の通りである。EF 指 より明らかにする。
まず、空間リサイクルとして、津山市郊外(用途地域外)
標の構成要素①、②の食糧消費量は岡山市、津山市ともに
国民栄養調査(岡山県)18)の年齢階層別データを用いた。要素 の低未利用地約 180ha や、市全域の耕作放棄地約 480ha の
③は、木材需給表 19)等を用いており、岡山市及び津山市と 空間を農用地や森林等の自然的土地利用(環境受容量)とし
もに居住者 1 人あたりの消費量は同じと仮定している。要 て再利用(リサイクル)するシナリオを設定した。
また、都市コンパクト化として、津山市の都心部に存在
素④は、岡山市は都市計画基礎調査に基づく土地利用デー
タ 20)及び津山市提供のロットレベルでの土地利用データ 21) する低未利用地を対象としてマンション建設等の開発を促
を用いてそれぞれ集計した。要素⑤(民生家庭)は環境省・ 進(受入れ可能人数：2,066 人)するとともに、これまで宅
経済産業省「京都議定書の削減約束達成に向けた「国民行 地化によって農地転用が進んだ地域を対象として、それら
動の目安」
」22)に基づき、住宅の建て方(戸建・集合)及び世 地域の開発抑制を実施するシナリオを設定した。なお、開
帯人員別のエネルギー消費量(中国地方)を用いた。要素⑤ 発抑制規模は都心部の受入れ可能人数と同じとした。
以上のシナリオ設定に基づいて試算した結果を図 3 に示
(交通)は、岡山市は環境自治体会議のデータ 23)に基づき市
単位での交通環境負荷データ(CO2)を用いており、表 2 の算 す。単独シナリオでは耕作放棄地活用が最も高く、地代ベ
出方法とは異なる。これは、後述するような津山市におけ ースでは年間約 0.96 億円、CO2 取引価格では約 0,93 億円
る地区レベルでの検討を岡山市では実施せず、両都市を比 の環境負荷超過率の低減に伴う新たな取引価格が発生する
較する上では、市単位での集計値で問題ないからである。 ことが明らかとなった。また、耕作放棄地利用と、あわせ
津山市では「ありふれたまちかど図鑑」24)の住宅地(地区) て都市コンパクト化シナリオを実施した場合には、地代ベ
タイプ別の居住者の自動車燃料消費量(平日)を用いている。 ースでは年間約 1.2 億円の取引価格が発生する。また、
EU-ETS の CO2 取引価格と地代ベースでは、その取引価格
2)キャップの設定
各都市の環境負荷超過率の削減目標(キャップ)は、段階 は大差のない結果となった。つまり、本研究で提案したニ
的に変更されるものである。
今回のケースでは 典型的な地 通りの取引価格のどちらを採用したとしても、現在におい
方中心都市である岡山市の環境負荷超過率“13.5”を参考 ては、ほぼ同程度の取引価格として運用できると言える。
に、期首の削減目標として“キャップ α=10.0”と仮定した。 なお、将来的に地代や CO2 取引価格原単位が同じような推
3)取引価格の設定：
移を辿ると保証されていない点には注意が必要である。
・地代ベース
つぎに、この試算結果を詳細に検討するために津山市の
年間の各都市における依存(負担)分に課せられる取引価 地区(町丁目)レベルにて、
「都市コンパクト化」及び「耕作
格を先述の地代ベースの算出方法に基づき試算する。地代 放棄地活用」を実施した場合の影響(EF 指標値削減量及び
の算出には地価に社会的割引率(0.04)を乗じることで簡便 環境受容量増加量の合計値)を図 4 に示した。分析の結果、
に算出した。また、1ha あたりの地価は山林素地平均価格 都市計画区域の周辺部においてシナリオ実施に伴う影響が
25)
(用材林地及び薪炭林地：H 16 年平均)を用いた。なお、 高いことが分かる。これは、都市コンパクト化によって、
この地価にはその土地に植生する材木の価値は含まれてい これまでスプロール開発等が進展した地域において自然再
生が行われたことや、都心部の低未利用地での優先開発に
ない。
よって、
郊外部への開発指向が都心部へ向いたためである。
・CO2 取引価格ベース(EU の事例)
現在、世界最大規模で運用されている EU の「EU-ETS」 このため、都心部においてはマイナスの影響となっている
の CO2 取引価格の原単位を用いる。また、
「EU-ETS」の取 地区も見られるが、エネルギー効率の高い居住形態や交通
引価格原単位は、22.03€(2008 年 4 月 2 日現在)とした 26)。 エネルギーの削減により、郊外部での居住と比較して、環
なお、1€は 160.4 円とする(2008 年 4 月 3 日現在)27)。
境負荷の低い暮らしが行われている。つまり、津山市全体
またEF指標の中には森林地の他、
農地等も含まれるが、 1.4 億円/年間
地代ベース
1.23 1.19
今回の地代ベースの試算では、それらを森林地と等価とし
1.2
て取引価格の中に含んで取り扱った。つまり、EF 指標の構
0.96 0.93
1.0
CO2取引価格ベース
成要素を同一次元(面積)にて積み上げたのと同様に、取引
（EU-ETS）
0.8
価格の設定でも土地資源の利用状態に関わらず等価として
0.63 0.61
いる。なお上記の CO2 取引価格ベースの試算は土地資源を 0.6
0.38 0.37
森林地における CO2 吸収源としており、地代ベースとの比 0.4
0.25 0.24
較の際の整合性を持たせているが、今後は異なる土地利用 0.2
における価値についても検討していく必要があると考える。 0.0
低未利用地 耕作放棄地
都市
低未利用地 耕作放棄地
(2)地域内施策に伴う取引価格の試算 (図 2：
【1】
【2】)
活用
活用
コンパクト化
活用
活用
岡山県津山市を対象とし、環境バランスの改善を目指し
空間リサイクル
都市コンパクト化
た地域内施策の実施によって、どの程度の環境負担分の取 図 3 各シナリオ実施による環境負荷削減に伴って
引価格を得られるのか（インセンティブ）をシナリオ分析
得られる取引価格の試算結果
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を実施するとともに、地域間にてフットプリント(環境負
荷)のキャップ&トレード制度を実施できる仕組みである。
あわせて、そのフレームワークに基づいて、EF 指標を用い
たキャップ&トレード制度を運用した場合の地域内施策の
実施効果を把握するとともに、環境バランスの異なる自治
体を例として示し、その制度を実施した場合の取引価格を
試算した。本研究での検討が活かされれば、冒頭で述べた
ように海外から巨額の排出権を購入しなくとも、都市・地
域計画制度の仕組みを改善することで、資金の国内循環を
通じて、京都議定書の削減目標の達成を目指すとともに、
“身の丈にあった国土利用”に向けた取組みに踏み出すこ
とが可能となろう。
【補注】
(1) 米国では開発行為に対する環境補償として、その行為に見合った自然環境の回
復・創出が必要とされ、第三者機関の管理のもと、それらを円滑に運用するためのミテ
ィゲーション・バンキング 28）が構築されている。
(2) 本研究で提案したキャップ&トレード制度の場合、まず前提条件として、1)国レベ
ルでの法整備が重要であり、都市計画マスタープラン策定の際などに環境バランスの視
点を明確に位置付けることから始まる。その上で2)それら法の規定の下、バンキング・
システムを運用できる主体であれば公的機関や民間機関など、運用形態については特に
定めなくて良い。
(3) キャップ&トレード制度や環境負荷超過率の削減努力で得た資金は、都市計画を
実施する上での、インセンティブとして捉えることができる。また、環境負荷削減に向
けた地域の取組みのためにこれら資金を活用し、循環させる仕組み作りも重要とある。

図 4 土地資源の有効活用方策シナリオ実施に
伴う環境的視点からみた影響
（Ex.「都市コンパクト化」及び「耕作放棄地活用」
）
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