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【オーストラリア】 難航する排出量取引制度関連法案の行方 
海外立法情報調査室・武田 美智代  

 
＊政府は、12 月の国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP15）開催前の成立を目指して、

2009 年 8 月 13 日に否決された排出量取引制度に関する一連の法案（11 の法案パッケージ）

を 10 月 22 日に下院に再提出した。同法案は、野党保守連合のターンブル自由党党首との水

面下の折衝により成立の機運が高まっていたものの、自由党の内紛により、またも成立が阻ま

れ、両院解散の可能性も視野に入ってきた。一連の経過と今後の見通しを紹介する。 

 
 

排出量取引制度関連法案の再提出 

 CO2 及び他の温室効果ガス排出量削減のための枠組みの一つとして、2011 年から排

出量取引制度（ETS）を導入すること、大気中の CO2 濃度を 450ppm に抑える国際的

合意ができれば 2020 年までに CO2 排出量を 2000 年比で 25%削減すること等を内容

とする「2009 年炭素汚染削減計画法案」ほか関連の 10 法案（以下、CPRS 法案と総

称）は、ウォン気候変動担当相の公約どおり、上院で否決されてから 2 か月後の 10 月

22 日、下院に再提出された（注 1）。8 月 13 日に上院で否決された法案と同じ内容で、

11 月 16 日に下院を通過、翌 17 日に上院に回付された。上院では、翌日から連日審議

が行われ、政府と野党保守連合による修正協議も大詰めとなっていた。  
政府は、保守連合の要求を受け入れ、①農業分野の ETS からの除外、②大量の二酸

化炭素排出産業で厳しい国際競争下にあるアルミニウム業界等に対する補償措置の拡

大、③炭鉱業界に対して、5 年で 15 億豪ドルの補償金の提供、④電力業界調整制度

（ESAS）（注 2）を 5 年から 10 年に延長し、総計 75 億豪ドルの補償金を提供、⑤ETS
導入に伴う各世帯のコストを軽減するため、特に低所得・中間所得世帯に対する支援

措置を導入、等の修正を行った（注 3）。保守連合との折衝の結果、CPRS 法案のうち「2009
年炭素汚染削減計画法案」ほか 4 法案の修正箇所は約 200 に及び、政府は、議会の最

終日である 11 月 26 日に審議を延期する動議を提出、最終的な法案の採決は 12 月 2
日に持ち越された。野党優位の上院（定数 76 のうち与党 32 議席）では、法案成立の

ためには 7 名の野党議員の賛成が必要であったが、11 法案のうち、上院の修正要求を

受け下院で修正後上院に戻された 2 法案は、賛成 32 票、反対 41 票で、他の 9 法案は、

賛成 33 票、反対 41 票でいずれも否決された。 
 

法案否決の背景 

【自由党の内紛と党首の交代】  

CPRS 法案否決の背景には、野党自由党のターンブル党首が、党内世論をまとめ切

れなかったことが大きくかかわっていた。自由党は、政府案の採決を COP15 終了後に

行うべきだとしていたが、政府が採決を強行し法案が否決されれば、憲法第 57 条に基
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づく両院解散の可能性も出てくる。6 月のオズカー・スキャンダル（注 4）以降、支持

率が低迷しているターンブル自由党党首は、政府との交渉で大幅な譲歩を引き出した

上で法案を成立させる道を選択した。保守連合の一員である国民党が一貫して ETS に

反対し、産業界を支持母体とする自由党内にも CPRS 法案への批判が強い中で、採決

直前の 11 月末から、法案支持に向けて党内をリードするターンブル党首に対して反旗

を掲げる議員が続出した。一部議員から退陣を迫られたターンブル氏は、11 月 25 日

に開催された両院の党議員会議で一旦信任を得たものの、翌日 21 名中 12 名の影の閣

僚（注 5）が抗議の辞任をしたため、12 月 1 日に党所属の両院議員による党首選挙が行

われた。候補者は、党首のターンブル氏、ポスト・ターンブルの最有力候補と言われ

た影の財務相のホッキー氏、影の家族等担当相のアボット氏の 3 名である。CPRS 法

案に対する立場は、ターンブル党首とホッキー氏が野党修正を含む政府案に賛成で、

ホッキー候補は法案採決に自由投票で臨むとしていた。それに対して、アボット候補

はそれまでのターンブル支持の立場を変え、2 月まで法案の採決を先延ばしすると主張

していた。この背景には、当初、自由党内の CPRS 反対派が、法案先送りを条件とし

てホッキー氏をターンブル党首の対抗馬として推したが、ホッキー氏が法案先送りの

取引を受け入れなかったため、急遽アボット氏が候補として躍り出たという事情があ

る。三つ巴の党首選は、第 1 回投票で過半数を得た候補がいなかったため、最下位の

ホッキー氏を除く 2 氏で再投票を行い、41 票対 42 票の僅差でアボット氏が新党首に

決定した。党首選挙終了後、自由党は両院議員の秘密投票により、54 対 29 で CPRS
法案に反対票を投じることを決議した。党首選前には法案賛成を表明していた 9 名の

同党議員も党議に従い、翌 12 月 2 日の法案採決では、2 名の造反議員を出したのみで、

CPRS 法案は上院で否決された。  
 

【世論の動向等】  

 政府が、夏休み直前の議会で CPRS 法案の成立を急いだ背景には、12 月 7 日からコ

ペンハーゲンで開催される COP15 に向け、オーストラリアの積極的な姿勢を国際社会

に明らかにする意図があった。温暖化対策は、労使関係法と並んで、ラッド政権の重

要政策の一つであり、政権獲得直後の 2007 年 12 月には、選挙公約どおり京都議定書

を批准している。しかし、COP15 の開催が近づくにつれ、各国の足並みの乱れが明ら

かとなり、温暖化防止の国際的枠組みについて合意が得られるか不透明な中、国民の

関心は、環境問題より雇用問題に移り、ETS の導入で雇用が厳しくなるとの見方も出

てきた。Newspoll 社の 2009 年 9 月下旬の調査によれば、政府の ETS を支持するもの

の割合は 67%であり、2008 年 10 月の調査結果（72%）よりも下がっている。このう

ち強い支持を表明するものの割合は、35%から 29%となり、ETS への反対は 21%から

22%にわずかに上昇している。多くの国民は、温暖化対策の必要は認識しながらも政

策の内容に対する理解が不十分であり、ラッド首相が ETS 導入について議論を先導せ

ず、政府の温暖化政策を国民に丁寧に説明してこなかったことがその背景にあるとす

る論者もいる（注 6）。  
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今後の見通し 

【両院同時解散の可能性】  

法案をめぐり両院間で調整がつかなくなった場合、連邦総督は両院を解散できる（憲

法第 57 条）。この規定は、下院で可決され上院で否決された法案と同じ法案を下院が

3 か月の期間をおいて再可決した場合、上院が同法案を否決し、若しくは議決せず、又

は下院が同意できない修正を行った場合に適用される。今回の CPRS 法案の再度の否

決はこの規定に該当し、政府は連邦総督に、憲法の規定による両院同時解散の進言を

行う権限を得ることになった。憲法上、ラッド首相がこの権限を行使できるのは、現

在の下院議員の任期（2011 年 2 月 11 日）の半年前の 2010 年 8 月 11 日までである。

ただし、2010 年 7 月 1 日より前に同時解散を行うと、上院の任期は 2009 年 7 月 1 日

から始まることとなり（憲法第 13 条）、通常 3 年の任期が 2 年に短縮される。さらに

下院議員の任期満了を控え、遅くても 2011 年 4 月 16 日までには総選挙を執行しなけ

ればならない。そのためラッド首相は、慎重に解散の時期を見極める必要がある。  
CPRS 法案否決後の 12 月 3 日のインタビューで、両院同時解散の可能性を問われた

ラッド首相は、政府は任期いっぱい務めるべきだとした上で、2010 年 2 月に始まる秋

季議会冒頭に、CPRS 法案を改めて提出することを表明している（注 7）。 
 

【温暖化対策の行方】  

新たに保守連合のリーダーとなったアボット自由党党首は、政府の ETS を炭素税と

呼んで批判し、太陽、風力、地熱等のエネルギー利用による排出削減、植樹や土壌を

通じた二酸化炭素の回収・貯留等を含む、党独自の温暖化対策案をまとめると表明し

た。同時にアボット氏は、原子力を温暖化対策の選択肢として検討すべきだとしてい

る。温暖化対策の一環としての原子力利用は、ハワード前政権下でも議論されたが、

総選挙敗北後の 2007 年 12 月、自由党は原子力発電を支持しない方針を決定していた。

現在の労働党政権は、原子力発電所建設に一貫して反対しているが、ETS の導入が否

決された現在、温暖化対策の一環として原子力利用の議論が浮上する可能性もある。  
2006 年以降の ETS 導入をめぐる経緯は、表に示すとおりである。温暖化対策とし

ての ETS 導入の可能性については、保守連合政権時代から既に検討が始まっており、

ハワード首相（当時）自身が、2007 年 5 月に提出されたタスクグループの報告書を承

認していた。ハワード前首相は、政府が再提出した法案について、自由党が先の総選

挙で提示したものとそれほど変わっていないと発言している（注 8）。この 2 年間で、労

働党と自由党の議論は結果的に歩み寄ってきたとも見られるが、自由党の党首交代を

招いた CPRS 法案をめぐる一連の動きは、政府の温暖化対策を一時白紙の状態に戻し

たとも言える。CPRS 法案の成否、そして温暖化対策としての ETS 導入の可能性につ

いては、まだしばらく予断を許さない状況が続きそうである。  
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【表】 排出量取引制度の導入をめぐる一連の経緯（2006 年以降）  
政権党  年月日  主要な出来事  

保守連合

（ハワー

ド首相）  

2006. 8 全国排出量取引タスクフォース（NETT）が討議資料「全国温

室効果ガス排出量取引制度のための可能なデザイン」を公表  
2007. 5 排出量取引に関する首相のタスクグループが最終報告を公表  

労 働 党

（ラッド

首相）  

2007.12 NETT 及び数州にわたるタスクフォースが最終報告を公表  
2008. 7.16 政府が緑書を公表  
2008. 9.30 政府の委託に基づく、ガーノウ・オーストラリア国立大学教

授の気候変動検討班最終報告書が連邦・州首相に提出される。 
2008.12.15 政府が白書を公表  
2009. 5.14 政府が、CPRS 法案を下院に提出  
2009. 8.13 CPRS 法案、上院で否決  
2009.10.18 自由党・国民党の特別議員会議が、CPRS 法案の一連の修正

に合意  
2009.10.22 政府が、CPRS 法案を下院に再提出  
2009.12. 2 CPRS 法案、再び上院で否決  

出典: Department of Climate Change, ‘CPRS Progress,’ <http://www.climatechange.gov.au/                
government/initiatives/cprs/cprs-progress.aspx>  をもとに筆者作成  

 
注（インターネット情報はすべて 2009 年 12 月 18 日現在である。） 
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物と分かって、ターンブル氏が大きな痛手を受けた事件。 

(5) 野党幹部による政策立案機関であり、政府与党の閣僚に対峙して「影の首相」「影の財務相」等と

呼ばれる。二大政党制の英国に典型的な制度であるが、オーストラリア、カナダ等にも見られる。 

(6) Peter Hartcher, “Floundering against the global current,” Sydney Morning Herald, November  

28-29, 2009. 

(7) Prime Minister of Australia, ‘Transcript of doorstop, Fadden Primary School,’ 3 December 2009. 

<http://www.pm.gov.au/node/6367> 

(8) op.cit. (6) 

 


