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一般論文 我が国の気候変動政策における意思決定プ口セスへの

市民関与の発展

山田久美子 1・榔下 正治

摘要

技術革新や経済社会構造の変革のみならず¥人の価値観・意識変革・行動変革をも必要

とされる気候変動問題に関する政策を実効あるものとするためには，その意思決定等への

市民の関与に対する期待が大である。我が固においては 京都議定書交渉への対応のため

の閣内政策からポスト京都議定書対応に向けた閣内政策に至るまで，この 10年間余りに，

国家レベルでの気候問題の政策形成へのm民参加としては，行政府が市民関与の場を設定

(行政アプローチ)するパブリック・コメント等の関与手法が用いられてきた。しかしな

がら，有効な民意の形成，及びその政策決定への反映といった観点からは，これらの手法

が充分機能しているとは言い難い。これまで気候政策に関して適用されてきた意見公募

や世論調査等においては，民意を掬取する手法としての系統的な'育報整理や，調査された

実態に基づく有効な議論の展開が為されてこなかったのではないか。

そこで本稿では，気候変動枠組条約第 3問締約障会議 (COP3)における日本の対応方

針の意思決定から COP15のポスト京都議定書の渇媛化ガス削減怠標の日本案意思決定ま

での複数の気候政策事例を取り上げ それらの政策定:思決定における市民関与の形態や機

会数，関与レベル等に注目し関与手法の系統的評価の法礎となる情報を収集した。さ

らにこれらの事例における関与の実態を時系列で整理したよで 市民関与のレベル評価と

傾向分析を行ない，我が固における気候政策決定への有効な市民関与の実現に向けての

課題を考察した。なお，関与レベルについては，市民関与の類型として定着しているア一切

ンスタインの 8階梯モデル，原科の 5段階モデル，佐藤らのエレベータ・モデル等を用い，

関与の強さや応答の双方向性に関する評価に焦点を当てた。その結果に基づけば，パブお

リック・コメント等で収集された市民意見の情報処理，民意把握の点での課題が残され

ているものの，総体として，我が国の気候変動政策への行政アプローチによる市民関与は，

緩やかで、はあるが発展の傾向にあることも観察された。

キーワ…ド:GHG (Greenhouse gas 温室効果ガス)中期削減目標，気候変動政策，政

策決定プロセス，市民関与，民意の形成

1.問題の所在

1.1 はじめに

低炭素社会に向けた理念やライフスタイル転換

の必要性を特徴とした，気候変動問題に関する政策

の形成プロセスにおいては，市畏もその実現や変革

の拐い手として重要な主体であり，意思決定等への

政策関与が期待される存在である。たとえば英国で

2010塁手 9月6日受付， 2011 c9三 5月16日受理

は. 2008年 11月に成立した英国気候変動法には伺

国の目指す中長期削減目標が明記されているが，向

j去のilllJ定にあたっては，談会での審議に先立ち，草

稿 (DraftClimate Change Bill)が国民へのコンサ

ルテーション (PublicConsultation ; 2007年 3月

13 日 ~6 月 12 日)に供されている 1)。また我が国

においては. 2009年 6Aのドイツ・ボンにおける

条約作業部会に向けて提示された，自民党麻生内閣
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による白本の中期日擦の決定，及び何年 9月，政権

交代した民主党鳩山内閣により内外に提示された

新たな中期目標の決定プロセスにも，様々な市民関

与が見られた。

我が国内においては，気候変動陪題に関する重要

政策の意思決定に|捺して市民意見を考慮すべく実

施されてきた，意見公募(パブリック・コメント)

や世論調査なと守の手法に関する，実質的な有効性や

発展の検証が為されて来なかったが，一方で，意思

決定のプロセスに関してはさまざまな議論がある。

強い利害関係を有するステークホルダ一向におい

ても熟議と充分な対話がなされていないとの指摘

や2) トップダウンの決定の場合には，専門家やス

テークホルダーの見解さえ考慮されていないとの

批判31があるが，特に政策決定に|探しての市民と行

政府との双方向の情報交換や対話が為されている

とは言い難く，熟議の場はさらに少ないと指摘され

ている引。

環境政策の意思決定プロセスにおける市民関与

には，行政府側から関与の場を設定する行政アプ

ローチ型(アンケート調査，公聴会，パブリック・

コメント，市民会談，フォーラムなど)と，市民1WJ

から能動的に関与する市民アプローチ劉 (NGO活

動，意見書・要望書提出など)にカテゴライズでき

るが，本稿では，行政府によって行なわれてきた気

候政策に関するパフボリック・コメント募集，意見交

換会，世論調査などを中心に視点を据える。その上

で¥周辺状況も視野に入れつつ，概ね時系列で関与

事例に関する情報を整理した後，関与レベル等の評

価を試みてその発展の傾向を分析し我が国の諜題

を採ることとする。

1.2 市民関与の必然性と周辺状況

1.2.1 市民関与の必然性

市民が気候変動政策の意思決定に関わるべき必

然性は，次の 4つの視点から捉える事ができる。

第lには政治哲学の観点からの必然性である。政

治とは「人々の社会的協力関係に基づき，ある協働

目的(理念)の実現を目指すべく，人々が主体的に

かつ自律的に秩序化，組織化を行う活動jであると

定義され，政策の策定といった行為は政治概念の中

の一つの作用と捉えられる九例えば政策の意思決

定プロセスにおける「人々Jとは，市民，企業や各

種団体などの様々なステークホルダー，専門家，行

致スタッフ，政治家などすべての主体を包含する概

念であるが， どの意見をどれほど勘案するべきか

については，一定のルールが存在するわけではな

い。しかし政策決定プロセスに多様な主体の関与が

あるほど，均衡の取れた政策となるという報告61か

らすれば，市民が他の主体と伺等に重要なアクター

であることが判る。

第2に，気候変動だけではなく，環境問題全般に

ついて，市民の関与と参加は 1992年の霞連潔境開

発会談 (UNCED)における環境と開発に関するリ

オ宣言7)の第 10原則でも誠われているように，国

連での合意事項である。向原則によれば，市民には

情報へのアクセスと意思決定への参加の権利があ

ると同時に，国には情報提供と参加促進など，大き

な責務があるとされる O なお，このりオ第 10原則

に則った「環境に関する，情報へのアクセス，意思

決定における市民参加，司法へのアクセスに関する

条約(オーフス条約)りを，日本は未だ批准して

いないが，早急な批織は先進国としての当然の趨勢

であろう。

また特に気候変動問題に関しては，これまで人類

社会が目指してきた，差是かさや成長といった基本理

念が関われ，気候変動の原因とされる化石エネル

ギー消費や様々な搾取のよに築かれた社会経済構

想、の変革が迫られている。そこで持続可能な開発と

いった第3の観点からの必然、性として，市民にも低

炭素社会に向けた理念やライフスタイルの転換が

迫られており，同時に変革の担い手としての政策関

与がJtJJ待されている。

さらに，気候変動政策に梼わる問題においては，

市民という存在は客体でもあり主体でもあるJつま

り政策の是非によって，気候変動の影響の深刻化に

よる身体的リスクや経済的リスクを，直接的・間接

的に被る客体であると伺H者に9) その国の気候変動

政策の下，日々の生活の中で実際に化石由来エネル

ギーの消費を削減し，またそのための私的コストを

も投入して，事実上の政策実施を末端で担うべき主

体でもある。この第 4の視点からも，市民こそ，政

策における意思決定に強く関わるべき存在である

と言えよう 10)。

1.2.2 気候変動問題の複雑さと市民関与の困難性

一般市民が，廃棄物問題や環境汚染問題などに比

べて気候変動政策に関心が}¥ilvミとされ，表明する意

思や動機も比較的弱いとされる原因については.JJ、
下に示す気候変動問題の 5つの一般的特徴が考えら

れ，さらに我が国特有の傾向としての 2点が見ら

れる。

まず，気候変動のような長いスパンで、起きてくる

環境問題では，被害がすぐに可視化するわけでもな

く. f7~ えば自動車の運転と氷河の融解の関連のよ

うに，自らの行動と気候変動による事象との間に

ギャップがあり，思果関係やリスクをイメージしに

くいため，関心が薄くなると言える。第 2に，温室
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効果ガス(以下， GHG)が他の汚染物質111とは異なり，

f悶々の発生源が特定できず，台風の強大化や洪水の

増加といった有害事象も気候変動に特有の現象と

ないため，地球規模で排出されてきた温室効

果ガスについての排出者・原因者の特定が悶難であ

ることだ。第 3には，将来世代にわたる災害による

ものを含めれば被害者の特定もきわめて閤難であ

り，総じて，原因となる行為と有害事象，原、困者と

被害者の問には，距離的・時間的に大きな主張離が存

在することが問題の根底にある。

また第 4，第5の特徴として鼠綬化に関する科

学的知見，及び国際交渉に関する情報の二重の複雑

さがある 12)0

近年，気候変動に関する政府間パネル(以下，

IPCC)が2007年に発表した第4次評価報告審にお

いては，より詳細で具体的な'情報が提供され，また

自然災害や異常気象などの増加が一般市民の日に

も見える事態になってきているものの，未だ科学的

知見は充分と言えず，その不確実性のため，気候変

動に関しては様々な見解の分布があることも

である O つまり一般市民にとっては，意見する云々

以前に，断片的な情報には接するものの，適切で、正

確な科学的情報を入手しそれを理解して総合的に

判断することがきわめて困難な作業なのである。同

時に，国際的には，従来の先進臨時.途上国といっ

た単純なニ援対立構造で、はなく，中国やブラジ)V，

ロシアといった比較的高い国内総生産 (GDP) の

毘々の台頭により，各国の経済活動を含めた利害関

係が複雑かつ錯綜してきているため，問題構造の視

覚化も専門家にとってさえ困難を板める状況であ

る13)。
さらに我が国特有の傾向として第 6に，上記のよ

うな問題の一般的な特徴から，広く意見を募って

も，日本人特有の謙虚さの負の面として，積極的

な意見表明を控えてしまう傾向があると考えられ

るω。第7に，我が協のパブリック・コメント制

度などにおいては，寄せられたその意見が有効に考

慮されたとの実証151は，市民にとって国難な作業で

あり，意見すること自体を放棄してしまうと考えら

れることである。

このように市民関与を阻む要因が多数存在する

ため，今後は問題の特徴を踏まえた上で，関与シス

テムを構築することが肝要で、あろう。

1.2.3 気候変動政策への市民関与を廻る我が霞の

状況

わが国で、も，環境行政への市民参加/関与の重要

性が唱えられ，さまざまな関与手法が政策決定の場

に取り入れられてきており，地方自治体の環境計画

の策定や環境条例の制定といったプロジェクト等

への，市民参加/関与の事例に関する評価も数多く

報告されている 161。しかしながら，こういった環境

プロジ、エクト策定への参画，及びアセスメント法の

施行による市民の意見表明の場が設定されたとは

いえ，実質的な参加とは言い難い，形式的参加であ

るケースが未だ多いとの指摘もある 17)。

地方自治体の条例策定といった身近な環境プロ

ジェクトの事例においでさえも，市民参加が擁立さ

れていない今日，気候変動政策における GHG削減

自擦の決定といった，国の政策の決定プロセスに関

しては，意見公募手続きなど形式的な関与手法に終

始しているのが現状である。一般市民の視点からし

でも，実生活からの議離感のある政策に関しては，

積極的な市民関与の動機とするには困難であろう。

もう一つの課題として，王見在，効果的な市長関与

の方法論がないことである。 2009年 3月 12日，閣

議決定された地球渇暖化対策基本法案第 33条には

「政策形成への民意の反映等Jの義務が菰われてい

る181。法案にこのような規定が導入されたことは大

いに評価されるべきであり，今後の市民関与に飛躍

をもたらす可能性を秘めていると言えよう。しかし

ここで問題となるのは，その具体的な方法論につ

いては，行政府の側も一般市民の側も有効策を持

たず，民間の研究機関も未だ模索中との現状であ

る191。

この他にも，パブリック・コメントや意見交換会，

世論調査等の坊で表明された意見の代表性や，一般

市民への提供情報の公平性と情報提供方法の適切

性といった諸問題も存在しており，市民意見の充分

な抽出や有効な市民関与を阻む要素は未だ多い。そ

こでこれらの状況を踏まえたよで，気候変動問題に

関する政策決定の場における現在の市民関与の機

会や手法が，主主に効果的なものであるか否かの客観

的な評価を行うことが必要であろう。

2.本研究の自的と間的達成のための指標

2.1 本研究の目的

本稿の目的は，これまで検証されて来なかった，

1997年の COP3以降から今日までの我が悶の気候

変動政策の意思決定に，一般市民はどのような関与

の機会を有してきたか，さらにその関与によって市

民と行政府の双方にどのような影響(変化)が生じ

たかについて，関連する情報を務理した上で系統立

てて明らかにすることであり，これを踏まえて今後

の市民関与の望ましいあり方への示唆とすること

である。なお，関与による実効性を測る直接的な指

標の設定が不可能で、あるため，本稿においては，実
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効性評価の素と想定される次項 2.2で列挙す る諸指

標;;;:設定し調査と分析を行なった。

望ましい市民関与のあり方とは一概に述べ ら れ

るものではないが，強いて言えば，市民関与のレ

ベルに関する類型化の概念である，次項で示すアー

ンスタインの 8階梯，佐藤らのエレベータ・モデ

ルお原科の 5段階モデル21)に照らすと， a)市民

自身が意思決定の権力 (power) を持ち， b) 市民

自身による事実上の管理 (contro]) を行ない. c) 

行政府とのパートナー・シップにより市民にとって

最適な政策を形成する (bestpolicy formation) と

いう，民主主義の基本である概ね 3つの条件の揃っ

た状況下での関与が，実現可能性という点で現実的

であると言えよう。

そこで本稿においては，我が悶の行政アプローチ

による市弐関与事例が，関与回数や関与ポイントの

表 1 市民関与モデルの基礎概念

アーンスタイ 各レベルの内容 各段階の総括 原科の5段階 各レベルの内容 (特徴:佐藤のエレ 各レベルの内容

ンの8階梯モ (特徴市民と行政 モデル(原科， Public Involvement (pl) ベータ・モデル (特徴:市民と行政府

デル の関係でモデル化 2001) からPublicParticipation (佐藤， 2005) の関与度の遼いに焦

(Arnstein， し，現況の階梯1か (PP)へ。市民と行政の隠係 点)

1969) ら最も完成された におけるカテゴライズで，

参加である階梯8 双方向性の有無に義眼)

までの階j習に分類)

8 市民によ flJf主権力と 3 [:皆 i当i台 行政の関与!支がfえも
る竹切1(自主 しての参加 低く， rli民主導の参
'tH思)citizen Degree of 加1(市民立法，コミュ
control citizen power ニティ ~ll織への権限

7， t{il[~委任 Xff:、思決定等にi対す 移譲(近隣政府))

(権限の委任)る行政からTIi民へ
delagated の権限移談
power 

6パートナー 行政と市民の協働 ⑤パートナー 窓辺、決定は行政と il1民の 2 附 i~lj働 市民と行政府が共に
シップ シッフ。 協働(双方に災任がある)。 考え共に行動する(市
partnership partnership PP。参加できる市民がi浪 民会議. NPOと行政

定されてくる f仔による共i司4MI~等)

③芯i来ある応答 透明な形とjj)jにおける双方
参々

Meaningful i句~の議論を行なう。最終
Reply 的なJj:思決定と ~lt任は行

政。 PI。

(-I'，'i甘i参加) 形式的には参加と言い難い
が，実質的には参加が為さ
れる段階。行政の立思決定
にTIT民の意思を主11いさせ
るc

5 懐粂策(ヰ}行政がHi民を予な 形式的参加の ③Jf~だけの応答 Plo j[自常のパブリソクコメ 1 [:皆行政主 fli民の意見を聴くも
'fn) placation づけたり，歩み寄 段階 Degreeonly reply ント等が該当。行政は l皮 議のTlr民参加 ののi1左本的に行政

りを兇せようとし oftokenism だけの応答で市民との談論 が決定する。(アン
て形式的に参加の カミない。 ケート1:主総司dJ査等，
機会を増やすこと ノfフリックコメント，

4 相談 行政が市民からの ②立見!如氏 Plo 1iUえliアンケート. i吐 審議会への公募市民

consultation 意見を11日くだけで， hearing 論調13うなどが該当。市民の の登用等)

まとl面的な I~l与 le、見は11fJくカまフィードパツ
クはない

3 七日報提供 行政が市民へ一方 ①情報提供 PI。行政が市民へ一定の十ì~j
informing 的に十i~j~告を与える informing 幸fAを与えるのみ

段階

2 不i諸国 参加l不夜 Ulo
i竪策 参加)no日
(不満をそ participation 
らす操作)
therapy 

l 山首相
(あやつり)
manipulation 

(i主 各モデルの各段階は，それぞ、れの意味するところが呉なる場合もあるため，水平方向に完全には一致していない)
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調査とともに，上記の複数の市民関与モデルに照ら

して，どのようなレベルに佼置するかを評価するこ

とで関与の強さを，また時系列で観察することによ

りその傾向を分析し上記の 3つの条件にどこまで

到達し得たか，或いは到達し得なかったかについて

検証することも，兵イ本的な 8擦とする。

2.2 市民関与に関する基礎的な指標

前項 2.1で述べた本稿の目的達成に向け，前項 l

で、述べた気候変動政策への市民関与の必然性と現

状を踏まえ，次項 3で調査の対象として示す 8つの

事例に関して，我が由の中長期削減目標決定等，気

候変動政策の各決定プロセスにおける市民関与の

レベルを評価するため，以下に示す複数の指標を設

定した。

(ア)いつの時点でどのような市民関与の機会が

あったか

*市民関与の手法

*関与恒!数(関与の機会数)

*関与ポイント

(イ)その関与手法は既存の市民関与モデルに照ら

してどのレベルであったか

*アーンスタインの 8階梯モデル(市民と行政府

の関係↑生)

*佐藤らのエレベータ・モデル(市民の行政府へ

の関与の度合)

(ウ)それらの市民関与が相互に効果的な関与と言

える双方向のものであったか

*原科の 5段階モデル(花、答と情報の双方向性)

*行政府と市民の荷の応答の有無

*市民，行政府の双方における変化(関与の有効

性の間接評価)

(エ)各事例における情報の公開性について

*パブリツク・コメントや意見交換会における資

料の点数と量(ページ数など)

*世論説査における説明資料等

(オ)我が酪の市民関与の状況と市民の意識レベル

について

*参加/関与の人数規模

*沼答率等

(カ)行政府・市民の双方に生じた変化と影響等

*関与の有効性を評価する前提としてまず双方

に何らかの変化が生じる必要がある。その生じ

た変化や影響について情報を整理した。

なお，各市民関与モデルの特徴と該当レベルに関

する説明については.<表 1:市民関与モデルの基

礎概念>に概説したので参照されたい。これに基づ

き，各事例の関与レベル等の評価を行なった。

3.調査の対象

本稿では上記のような考察を踏まえ，気候変動政

策のうち，数値が比較的明確であり，一般市民に理

解しやすいと考えられる GHG排出の中期及び長期

削減目標の決定プロセス等を中心として，以下の 8

つの事例について評価を試みる O

(l) 1997年 12月 COP3-2002年 6月，京都議定

書締結に伴う我が閣の f20l3年までの GHG6%

削減約束」

(2) 2005年4月，淘議決定の「京都議定番目標達

成計画J(削減目標億 6%)

(3) 20昨年 5月，自民党政権安部首相の所信表明

演説と翌月 6月閣議決定された f21世紀環境

立回戦略Jにおける f全世界で 2050年には現状

比で 50%青山成Jの目標f痘

(4) 2008年 3月『京都議定番目標達成計闘jの全

部改定

(5) 2008年 6月の自民党梅田首相の所信表明演説

と，翌月 7月29日間議決定された汀氏炭素社会

づくり行動計爾Jにおける f2050::9三までの日本

の長期目標として現状比 60%-80%削減j

(6) 2009年6月， 自民党麻生内閣によって示され

た「中期日様 2005年比 16%削減J(COP15のた

めの条約作業部会に向けた公表)

(7) 2009年 9月，民主党鳩山内閣により公表され

た「中真耳目標 1990年比 25%削減J(同年 12月の

COP15に向けての公表)

(8) 2010年 3月，民主党鳩山政権下の地球混暖

化基本法制定プロセスにおける中長期自襟等の

ロードマップ試案

なお，ここで挙げたそれぞ"i'Lの白襟数値は，基準

年や森林吸収分・ CDM等による補正分の取捨に相

異があるが，本稿においては勘案せず，決定プロセ

スへの市民関与に焦点を当てて論じることとする。

4.謂賓の方法

4.1 政府公表資料の分析

2008年度-2009年 5月中期目標検討委員会およ

び地球読I暖化に関する首相懇談会の開催状況と

事録，仁t期目標{こ関する意見交換会，パブリック・

コメント，政府陛論調資に関する情報と結果につ

いては，内閣府(官邸)ホームページを参考とし

た。また 25%削減ロードマップ，地球温暖化対策

基本法案関連情;液については環境省ホームページ

を， AWG-LCAなど COP15前後の交渉経過につい

ては，外務省ホームページを参照した。

また政府による公開情報の検索には， E-GOVZ21 
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の利用および2007年度以前の情報に関しては，情

報の閲覧あるいは情報公開手続きによって情報を

得た O

4.2 関係者ヒアリング

中期目標検討委員会，首相懇談会，および中期目

標の選択肢をめぐる意見交換会，パブリツク・コメ

ント，政府世論調査，その他 COP3~ COP15等に

関連する国際会議における市民関与の内容・結果に

ついては，複数の政府担当者に対して，直接ヒアリ

ング，電話によるとアリング，メールベースでのヒ

アリングを行ない，情幸Rを4又集した。

またm民関与者 (NGO関係者を含む)へのヒア

リングを，中期包擦の複数の選択肢をめぐる意克交

換会，諸パブリック・コメント募集に参加した市民

/国民(複数の NGO，弁護士団体など)に，意見

の反映や双方向の応答の有無，提言/コメントの導

入/採用の有無等に関して行った。

さらにf世立論調査が実l際祭に現士場場是湯‘でで、はどのような状況
1下マで

調査会社の担当者のヒア lリjングをメ一ルベ一スで

f行子なつた。
4.3 その他

研究報告書，書籍，経済/政治関連雑誌，新聞，

ウェブ・マガジンなどからの情幸Rを収集した。

5.各事例の調嚢結巣(後掲の表 2参照:気候変動

政策への市民関与(行政アプローチ)備敵評価表)

5.1 COP3 における我が国の削減自標 6%~ 2002 

年 6月京都議定番締結に伴う r2013年までの

GHG6%削減約束」

1997年の COP3から 2002年の京都議定書締結ま

での期間では，法律に基づく意見公募制度は設けら

れておらず，重姿な気候政策に隠する決定の場合

も，特に一般市民の意見を直接聞く義務が国にはな

かった。このような現出から， COP3を廻るさまざ

まな国際交渉の方針や気候変動国内政策における

意思決定に，一般市民が権利として関わることので

きる機会が設けられた形跡はなく，実際の交渉実務

は専ら，閣僚の意向と国際動静を勘案しつつ，各

省から選抜された専門家としての担当官が行って

いたことが推祭されるお)。したがってこの時点では，

情報の公開性も低かったと判断せざるを得ない。

ところですでにこの時点で， COP3への日本代

表面のメンバーは，非政府市民組織(臼下， NGO) 

の建設的な役割を期待し気候問題に携わる我が国

の環境 NGOとの対話は頻繁に行っていたとの記録

が見られる O ただし一般市民の意見の代表/市民意

識の仲介役というよりは，すでに国際交渉において

重要な役割を担っていた海外 NGOとの情報交流の

窓口として，及び常に新たな問題を提起するなど，

COP3後の一般市民やマスコミの関心を維持する役

割を期待していたことが競える 2.1)。

5.2 r京都議定書目標達成計画J
京都議定書の発効に伴う 6%削減義務を確実に達

成するための計画案が， 2005年3月30日から 4月

13日までの 2週間，この時点ですでに施行されて

いたパフV ック・コメント制度に供されたお。

このとき行われたパブリック・コメント募集にお

いて評価できる点は少ない。まず対象となる市民に

対する問題点として，第一に，国畏に提示された資

料が計爾案 (99頁)及び参考資料としての骨子 (2

のみであり，計画立案段階における詳細な検討

経過やその中で提起された選択肢などは提供され

ておらず，透明かっ充分な情報公開であったとは言

えない。さらに第ニの問題点は， 100ページ近い大

部への意見の募集期間として僅かに 2週間という，

熟考する猶予を与えないほどの短期間である。この

ような重要課題に関しては，資料である計画議:を読

み込み，周辺状況や国際動向を視野に入れつつ，市

民の視点で計図書の内容の是非を判断するという

重層的な作業のための，充分な時間的猫予が必須で

ある。この案件のように行政手続法に基づかない意

見公募であっても，少なくとも向法に誠われている

30日間に準じるべきであろう。

また，結果の取り扱いの観点から第三の問題点と

して，意見提出者の所属・立場を特定する1'1誌を設け

なかったことであり，どの分野にどのような意見が

あるかという意見構造の把握と明磯化が不可能で

あったことである。したがって第 4の問題点とし

て，募集の結果とまとめも，主な応募意見を列挙し

それらに対する政府の考え方と細部の文言の修正

を一方的に併記したのみであり，系統的な分析は為

されていない。また，環境税創設等の重要なポイン

トに触れる意見に対する「今後の参考にする」との

定型的かっ悶避的な回答が目立つなどの状況も併

せて判断すれば，この事例において，市民意見が政

策形成に実質的な影響を及ぼしたとは考え事Itい。こ

れらの状況から，パブリック・コメント制度の施行

早々ではあるが，すでに手続きが形式的に行われ制

度は形骸化していたと解される。なお推察の域を出

ないが，パブリック・コメントの結果概要と政府諸

対応、をホームページに公表すると同時に閣議決定

したという状況からも，情報の双方向性や寄せられ

たコメントへの政府内における検討の経過に透明

性はなく，熟慮、の痕跡も見られない。
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5.3安部首相の所信表暁演説及び r21世紀環境立

雷戦略jの自襟値「全世界で 2050年には現

状比で 50%削減」
2007年ら月，安部首相はハイリゲンダム・サミッ

ト前の所信演説の中で曾 r.全世界で 2050年には

現状比で GHGを50%削減しなければならない J 
と述べた。この目襟債は，問年 1月26日の施政方

針演説において 6月までの策定が表明されていた，

W21 世紀環境立国戦略.1261に盛り込まれている。

首相の命を受けて中央環境審議会は特別部会を

設置し 10回の審議の後 5月29日，W21 世紀環境

立菌戦略の策定に向けた提言jとして意見具申がな

された。この審議過程では， r各界各!替の意見を聴

取したJとされ，第 4回特別部会 (3月29日)に

おいて提案された具申案の論点整理を行ったもの

に憶して，市民意見を聴取するため，パブリック・

コメント募集 (2007/4/5~ 4/28)を行ったとの記

録はある。しかしながら，意見募集終了後の向特別

部会の議事録には，資料として出席委員のみに募集

意見の概要が席上配布されたとの記録はあるもの

の，応募意見に関する記述や部会内で発表，或いは

検討との記述は見られない。

以上の諸情報を踏まえると，パブリック・コメン

トは実施されたものの，この事例においても具申案

のその後の記述内容に影響を与えた形跡、はなく，双

方向の応答の欠如等から判断すれば，実質的な市民

関与の効果はなかったものと観察される O

なお，検討経過を示す特別部会の議事録と資料に

ついては，第 l回からすべて公開されており，情報

公開性に一定の発展は認められるが，意見募集告知

のページ上に，簡便にアクセスできる形で表示され

ていたか否かについてはすでに記録がなく，琉時点

では検証の術を持たない。

5.4 r京都議定書目標達成計画(改定案)j

京都議定書の約束期間 (2008 年度~2012年度)

に入る前の見直しを必要とされていた『京都議定

書達成計薗書jの改定案に関しでも，パブリック・

コメント募集 (2008/3/1~ 3/21)が行われたか。

この事例における問題点は， 5.2で述べた事例と

同様，判断材料としての検討経過なと¥必須と考え

られる関連資料の寡少さである O 募集告知のページ

には r(改定案を)政府内で検討してきたjとだけ

記されており，検討経過は公開されておらず，情報

の公開性は低い。さらに情報交流の双方向性の欠如

として，結果概要に記された主な意見の取捨選択の

理由が，充分に明らかにされておらず，単に f今後

留意しながら検討を進めるjとの定型的回答が目立

つことである。

また前項の事例 5.2と問様， 3週間という公募

期間の短さは問題である。参考までに記すが，こ

れと対照的であるのは，英国における諸政策への

Public Consultation期間の長さであるお。重要な苦T

E百や決定，報告書宅法律の策定に向けての Public

Consultation は，大量の資料とともに 2カ月から

3カ月をかけてじっくり国民に問う姿勢である O 官

民がお互いの意見に関して熟慮する時間を与え合

うという，成熟した関係性がここに観察される。

前項 5.2から 5.4の事例に至るまでの時点におい

ても，未だ我が屈の行政府には，市民に対する情報

提供の重要性や透明性，市民意見の有効性といった

概念が充分浸透していなかったことが，低い情報公

開性と手続き効率俊先の短期募集期間という問題

点の要因と考えられる。

5.5福田ヒ、ジョン及び1低炭素社会づくり行動計画J
の f2050年までの日本の長期目襟:現状比

60%~ 80%削減」

j同爺訪日サミット直前の 2008年6月，福田首相は

いわゆる福田ビジョンの中で. fZ050年までの日本

の長期目標として 1990 年比 60%~80%削減」を公

表している。これとほぼ同時に『低炭素社会づくり

行動計薗jの発表を行なっており，同計蘭舎には長

期削減包擦として 60%~ 80%との数値が盛り込ま

れたO

この数値目標の公表に先立ち，関連する内容のパ

ブリック・コメント募集，及び世論調査が実施され

ている O しかしこれらの手法において行政府による

市民への提供情報は，具体性に欠ける概念や枠組み

のみであった。手続きょは， 2つの市民関与手法を

併用しているかに見えるが，実質的には政策に関す

る市民意見の充分な考慮や意味ある応答は観察さ

れていない。以下に各手法について街単な状況説明

と評価を記す。

5.5.1 r低炭素社会づくりについてiのパブリック・

コメント募集

福田ビジョンと f低炭素社会づくり行動計闘Jに

おける数値目標の公表より半年前の， 2007年 12月

17日から 2008年 l月7日まで， r低炭素社会づく

りに向けてj紛という整理された論点についての

パブリック・コメント募集が実施されている。環

境省は， r低炭素社会づくりJに関するビジョンを

明確化するとして，中央環境審議会地球環境部会

(2007 /9/21 ~ 12/7)を 9回開催し，有識者からの

ヒアリング会実施した。これを踏まえて論点整理を

行い， r低炭素社会づくりについてjを発表しこ

れを議論の出発点であるとして市民からの意見募

集手続きを行なったものである。しかしながら，こ
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の文書の中に明確な数値での長期目標の記述はな

く，削減への枠組みと大まかな概念だけが示されて

し、fこ。

意見件数は合わせて 50の団体と個人から 193件

であったが，その所属は明らかではなく，募集意見

の結来概要もこれらの意見を内容によって分類し

すべてを羅列したのみであったお)。また「これらの

意見を反映させて f低炭素社会づくりについてJを

修正したJと地球部会委員に説明を行なったと

録に記述があるものの，市民に向けての呉体的な修

正個所や行政府としての見解を記した文書は確認

されていなし、。これらの記録からは，この事例にお

いても未だ市民との応答が意味あるものではない

と判断される。

福田ビジョンの長期自擦である 12050年までに

60%~ 80%削減Jとの数値を含んだ『低炭素社会

づくり行動計画jの策定に関しては，直接的な意見

募集や中央環境審議会への諮問の形跡はない。しか

しながら長期目標は，拘束力のある中期目標と異な

り単なる目標であるとしても，国内外の経済活動や

市民生活に大きく関わってくる重要な方針であり，

このような「行動計画Jを策定するにあたっては，

枠組みや概念のみの提案段階でのパブリック・コメ

ントではなく，一定の具体性を持った案の段階で市

民意見の多面的な抽出iを行なう必要があろう。パブ

リック・コメント制度がきわめて有効で、あると主張

するものではないが，行政手続法第 38条(意見公

募手続きに関する条項)第2項，及び第 39条第 1

項に則り， r行動計画J自体もこれに準じる対象と

なって然るべきあろう。

なお，行政手続法第 39条第 4項には意見公募制

度の適用除外の 8つの条件が示されており， 1公主主
上の緊急性のあるとき(第 4項の 1)J， 1委員

の議を経て定めるとき(第 4壌の 4)1 1軽微な変

更として政令等で定めるとき(第 4項の 8)J等が

挙げられている。しかしながら，本事例の場合同

爺湖サミットの開催が迫り，首相発言との整合性を

持った行動計画が対外的に必要であったとしても

緊急J性はなく，公示ための 30日程度の充分な時間

的猶予はあったこと，審議会，委員会等への具体案

諮問の形跡がなかったこと，軽微な事由ではなく，

国際政策にも関わる事案であったこと等から，この

ケースはやはり再度，何らかの方法で市民意見の構

造を把握するべき事例であったと考えられる O

5.5.2 低炭素社会に関する特別世論調査

2008年6月の梅田ビジョンにおける 12050年ま

での日本の長期目標として 1990 年比 60%~ 80% 

郎減jを公表に先立ち，全国の 20歳以上の一般市

員 3000人に対し個別間接聴取によって内閣府の

「低炭素社会に関する特別世論調査J(2008/5/22 ~ 

6/1)が行われ，有効回答率 61.2%で 1837人の回

答を得ている 3lJ。調査の自的を「低炭素社会に関す

る冒誌の意識誠査jとしているが，その対象者の

抽出方法に関する記載のないことが問題点として

指摘されよう O 同年 7月に発表された結果によれば，

f低炭素社会Jの認知度は 3割程度であったが， 1低
炭素社会Jを実現するべきという肯定意見が9割で

あったというものである。

設問の様式と内容は，市民に問うものとして必要

最小限であると観察されるが，具体的に GHGを

12050年までの長期目標として 60%~ 8096削減」

との表現はここにもなく，日2050年までに世界で

半減させるjと生活はどのようになるか」との質問

であった。こういった世論調査の一般的な手法であ

る，調査員が数行のきわめて簡単な資料を調査対象

者にその場で読ませ，直ちに設問に答えさせるとい

う方式の対面調査は，裏返せば，問題に関する正負

の両聞からの熟慮と検討を伴わず，無責任な回答に

なり得る一郎も有しており，設問の設定や笑施の方

法なと¥世論調安のあり方についても一考を要する

と考える。

5.6 自民党麻生内閣によって示された中期毘標

2005年比 16%削減 (COP15のための条約作

業部会に向けての公表)

この事例に至って初めて，中期日襟の決定までの

政府内のプロセスを，ほぼすべて透明化する手法が

用いられた。「国民的議論」と名付けて，会7回の

中期日探検討会 (2008 年 11 月~ 2009年4月)の

結論である 6つの選択肢32)をその検討過程や詳細説

明とともに，首祁官邸において全9回開催された地

球温媛化問題に関する懇談会 (2008 年 3 月~ 2009 

年5月)の談事録を，すべて国民に情報提供した

よで，複数の市民関与手j去をほぼ併行して試みて

いるお)。よって以下の 3つの手法に際して，情報の

公開性は飛躍的によがっている。また 3手法の併用

によって，市民意見の分布と構造を多角的に捉えよ

うとする努力が為されていると観察できる O

2009年6月，首相の表明した結論は，第3の選

択肢である 2005年比 1496削減(・1990年比7%削減)

に近い目標値， … 1696であったが，意思決定の直

前に，経団連会長や鉄鋼・自動率連盟会長らとの懇

談を， 1由民的議論Jとは別途行っており，懇談の

詳細な内容が公表されていないことは，情報の公開

性の点で重大な不備不足であった。しかしその後の

決断について，充分とは言い難いが一定の合理性の

ある説明がなされ34¥ 少なくとも形式上は，今後の
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透明性の高い意思決定プロセスの構築に向け，この

事例が貢献するところはある。以下，各手法と結果

についてコメントする。

5.6.1 中期目標の選択肢に関するパブリック・コメ

ント募集

上記の検討会から「中期削減目標の選択肢Jが

2009年3月末に発表された後，パブリック・コメ

ント (2009/4/17-5/16)が実施された。意見件

数は 10671通あり，意見分布は選択肢 1(現状通り

の努力継続により 1990年比 GHG4%増。 2005年比

4%削減)の支持が74.4%. 1990年比 25%削減とい

う選択肢6の支持が 13.0%と，意見が両極に集中

している。他の中間的な選択肢については 0.496-

4.8%であった。意見を寄せた市民の実質的な所属

は不明であるが，企業や NGOからの組織的な動員

票の可能性の指摘もあり，このパブリック・コメン

トの集約結果が民意を反映したものであるか否か

については，大きな疑問がある。また行政府からの

応答は「結果の概要」の公表 l図であり，市民との

議論はない。

一方，パブリック・コメントの実施方法の適切性

といった観点からの検証が重要で、あろう。すなわ

ち，所属を問わず従来通り没然とパブリック・コメ

ントを募集するという条件下では，到底，市民意見

の構造把握は不可能であり，今後のパブリック・コ

メント手法の実施方法に工夫を喜きすると考える。

5.6.2 中期医標の選択肢に関する意見交換会

前項の意見公募とほぼ問時期の 4月20日から約

1カ月間にわたり，計6回の意見交換会が会罰(東京，

名ti屋，大阪，札幌，福間，東京(追加))で開催

された。各会において表明された意見の分布は，選

択肢 lと選択肢6の両援に偏っており，前項 5.6.1
のパブリック・コメントと同様の傾向であった。

一般的に，関与市民は対象事業や採用された抽出

手法によって当然異なる。例えば世論調査では，ほ

ほ無作為抽出の市誌から成る，人口動態統計の観点

からはバランスの良い母集司であり，意見分布も分

散傾向にある。一方，パブリツク・コメントや意見

交換会などの関与市民は，一定の明確な意図を持っ

て参加している，偏向性・指向性のあるf手集団である。

本事例においては，参加者が主に後者であること

は，意見分布が不自然に両極に分かれていたことな

どから，会業あるいは NGOからの動員があったも

のと推察できる O

このように，市民が「自らの意思で参加・関与で

きる」ことがメリットであるはずの意見公募や意見

交換会な逆に，動員による不自然な参加者分布と

数の暴威なる行為によって，その意味を根底から問

い直されている事例と言えよう O また同時に，多様

な市民の関与を促進し意見の「質と量Jを確保す

るためにも，啓発と適切な情報提供による，市民の

意識と関心の「底上げ」が重要で、あると考える O な

お，意見の双方向性や熟議といった観点からも，会

の運びは，行政府による説明，参加者からの各選択

肢に基づいた意見表明と貿疑，対応する行政府の

回答となっており，ほほ三者(行政府，企業関係者，

NGO関係者と想定される)の単なる主張表明の域

を脱しておらず，有機的な f対話」とはなり得な

かった。

5.6.3 特完IJ世論調査

この中期削減目標決定の事例においては，内閣府

が「特別世論調査jも同持期に実施している(層化

3段無作為抽出法による全国 20歳以上の 4000人に

対し個別訪問窃接聴取。有効回答率 30.6%で 1222
人から回答)。この調変は，中期削減目標に関連す

る質問 8項目から成り，各項に先立つ簡単な説明文

とともに. C02削減に結びつく行為として，エコ

製品の購買への意欲，エコ製品普及への国内政策の

選択肢，削減対策による家計への負拐の許容範囲，

国|祭政策への選択肢を問い，最後に検討会から発表

された中期削減目標の選択肢(ただし当該調資では

4つの選択肢に集約)の街路な説明の後，選択肢を

選ぶ構成である。

この誠査では，中庸である選択肢の句12005年比

-14% (1990年比一 7%)J支持が45.4%でその大

半を占めており，無作為抽出された市民の意見分布

は，自由意思によって応募したとされ市民の意見が

両極に分布した前項 5.6.1及び5ふ2の結果とは，大

きく異なっている O このことからも，市民意見(民

意Jとされる像が，母集団により大きく異なること

がliiliii?，?，された。
これとは対照的に，環境NGOである羽川市ジャ

パン，気候ネットワーク.AVAAZの協働による

RDD方式世論調査 (200917/12-7/27)お)では，

政府調査と異なり，有効回答970人のうち 74%の

市民が意欲的な気候変動政策を閣に望んでおり，そ

のような政策を擦務する党に投票するという結果

が見られて興味深い。情報提供と設問のあり方に

よっても市民の回答が大きく異なってくることが，

この 2件の世論調資の比較から観察される。以上か

ら，真の市民意見の分布情報を引き出す場合に，対

象とする市民の拙出方法や適切な'情報提供のあり

方，或いは質問項目の設定の充分な検討といった，

諸々の稼意点に関する示唆も得られよう。
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5.7 民主党鳩山内閣による「我が国の中期芭襟

25% (1990年比)削減J(COP15に向け国連

本部における演説)

2009年6月に自民党麻生総理大臣による発表の

12005年比 15%削減Jという中期目標は，同年 9

月に政権交代した民主党党首，鳩山首相によって

11990年比 25%削減」に置換された。この目標値決

定への市民関与の作用点として考えられるのは，何

年8月に行われた衆議院議長選挙である。

民主党が掲げたマニフェストの中に，温暖化政策

による国際的な貢献の必要性とともにこの「中期制

減目標 1990年比 25%削減Jが入っており，市民が

選挙によってこれを選択したものと解することが

できる。民主党に投票したすべての有機者がマニ

フェストの全項目を支持していたとは言い難いが，

少なくとも鳩山首相の演説は，選挙によって 25%

削減という目擦が支持されたとの前提において，発

表されたものである。選挙とは，マニフェストに

よって政治の行為者が市民に政策の是非を開い，市

民が投薬によって応答する双方向の関与であるこ

とを踏まえれば，投票という市民関与による政権及

び政策の変化があったと捉えることができる O また

実際に，前項 5ふ3で示した環境 NGOによる世論

調査の結果予測通りの選挙展開となった事実を，こ

の事例が裳fすけている。

さらにこの「中期目標 1990年比 25%削減」とい

う数値は，次項 5.8に述べる地球温i暖化対策基本j去

の基本概念として引き継がれる。なお，この政権

交代により， 2009年 12月，羽市TFジャパン及び気

候ネットワークなど環境NGOのメンバーが，気候

変動問題としては初めて政府公式代表聞に加わり，

COP15に参加することになったとの進展もあった

ことも付言しておく。

5.8地球温暖化対策基本法制定プロセスにおける

中長期目襟等の提案と国民対話

地球温暖化対策基本法案が2010年3月12B，閣

議決定された。民主党政権の 11990年比 25%削減」
との理念に恭づくこの法案に関連して， r小沢環境

大臣によるメッセージj及び 125%削減達成への

ロードマップ試案jについての意見公募が現在も行

われている。また目標値等の明示された同基本j去

の早急な制定に向けて，由民への情報提供と意見

募集が， 1由民対話Jと銘打たれ複数の方法で行わ

れており，現在 (2011::q:: 4月)，中間とりまとめに

至っている。 HI二の事案に対する子11民関与の機会の

増加なと行政府から市民意見へのこのようなアプ

ローチが， 2009年初頭からより多く観察されてい

る。以下にこの事例を備隊しそれぞれの市民関与

手法の結果と考察を記す。

5，8，1 r地球温暖化対策の基本法の制定に向けた

メッセージ(小沢環境大臣メッセージ)Jに対

する意見募集

いわゆる小沢メッセージ， 1地球温暖化対策基本

法を制定して，エコ社会を構築し，我が国としても

地球温暖化問題に資献するべきであるjとの環境大

臣試案へのパブリック・コメント (2009/12/11-
12/28)が募集されたお)0 2010年 l月比日付けで

意見の概要(暫定版)を発表したが，募集意見の中

には，参考資料として情報開示された地球温暖化対

策基本法案に直接関わる内容のコメントも多かっ

たため， 2010年4月日日付で法案への「主な意見

の反映状況jが追って発表された。

意見の概要(暫定版)によれば，同年 8月の衆議

院選挙では気候政策推進を掲げる民主党が圧倒的

支持を得たにもかかわらず¥地球温暖化対策基本法

の制定には否定的な意見が7割近くあり，これまで

一部産業界が主張してきた反対意見と同じような

内容が並ぶ。つまり市民倒人としての提出である

が，実際は企業からの動員によるコメントの提出が

大半を占めるという，従来のパフ、リック・コメント

制度の最大の弱点と限界がこの事例にも露呈され

ていると考えられる。このことからも，パブリック・

コメント手法単独では正確な「民意」構造を把援す

ることは不可能で、あり，備りのない抽出法による大

規模なi止論調資や国民投票なと複数手法の併用が

必須で、あることが示唆される。

主主本法案に関わる意見に対する政府修正回

答に対して，環境 NGOからは法案が「骨-抜き」に

なりつつあるとの懸念が示されでもいるが，産業界

の攻勢を懐柔しつつ，法案の基本概念を崩さぬよう

修正の努力が為されていることも文書からは観察

される O

法案制定へは道半ばであり， 2010年 12月， 2011 

::q::2月の国会でも廃案となって，さらに閃年 3月

11日の東日本大震災による方針転換をも追られて

はいるが，世界の趨勢としての法案を何らかの形で

通してゆく努力は重ねられている。また市民の意識

な大震災を経てエネルギ一政策と連動する気候政

策への関心が高まっており，パブリツク・コメント

や国民対話の成果との限定は不可能であるが，市民

の関心の興隆は今後の政策の意思決定に影響を及

ぼす可能性を秘めている。

5，8.2 r地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ

の提案Jと[低炭素社会構築に向けたロード

マップ・シンポジウムj

2010年3月31B，環境省主催により「低炭素社
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会構築に向けたロードマップ・シンポジウムJが

催され. 1地球渇暖化対策に係る中長期ロードマッ

プ」が提案された3ii。このロードマップは. GHG 

を国内対策のみで 2020年までに 1990年比 25%削

減.2050年までの 80%削減を B擦としたパックキャ

ステイング法による工程表である。このシンポジウ

ムの後，会場からの意見や専門家との質疑応答の概

略を記した非公開の議事録は作成されたが，公表を

白的としたシンポジウムの単独報告書は作成され

ていない。しかしながら行政府が，シンポジウムの

本来の白的である市民との双方向の意見交換を望

むのであれば，事後の報告文書を逐次公表し市民に

問う， きめ細かな対応が必要で、あろう。

なお，この事例に関しては，環境省ホームページ

にロードマップ検討過程を掲載するなど，情報の公

向性は高い(後掲の表2を参照)。ただし議論の

ための時照的余裕のなかったことが主な原因であ

ると考えられるが，議事録を見る限り質疑応答のレ

ベルであり，このシンポジウムにおいて双方向のi
幸報R交換' もしくは議論が為されたとは評価できな

い。今後はシンポジウムやフォーラムの開催に際し

て，質疑応答といったレベルではなく，パネリスト

や参加市民を交えての熟議の時間を別枠で充分取

るような会議設計が課題である。

5.8.3 25%削減ロートマッフ。試案への意見募集

5.8.2で公表されたロードマップに対するパブ

リック・コメントは. 2010年4月 12日から現在も

募集中であるが，現時点 (2011年4月 14臼)で中

央環境審議会の中長期ロードマップ小委員会にお

いて，ヒアリング，パブリック・コメント，国民対

話等の結果を総括した中間とりまとめが発表され

ている O

この事例で評f阪できる点は，第 lに意見募集筋肉

の長いことであるがおその向に市民の意見をどこ

まで掬取した意見構造の把握が可能か，今後の政策

に有効な民意を惹起できるかといった点も関われ

よう。第 2に募集の手法は従来通りコメント者の所

属の特定はしない募集方法であったが，間いの設定

に 100について具体的に教示を…Jという形式を

用いたため，課題ごとに比較的掘り下げた意見が寄

せられている点に，工夫による若干の効果が観察さ

~'lる。

しかしながら，同小委員会で資料とされた f中長

期ロードマップに関する主な論点に係る意見の整

理jと，小委員会での議論を含めた中間とりまとめ

を見る限り，充分に反映されているとは言い難く，

市民の意見構造は見えてこない。得られた意見を今

後の策定に活かしてゆくために，これまでにない双

方向の応答や熟議の場をさらに設定するなど，工夫

次第では望ましい市民関与の事例とすることも可

能であろう。今後のさらなる展開が待たれるところ

である。

5.8.4 地球温暖化対策に係る国民対話ーチャレン

ジ25日本縦断キャラパン

チャレンジ 25日本縦断キャラパン39)は，地球温

暖化対策基本法案に盛り込まれた具体的施策のあ

り方などについて，間民との対話と意見交換を目

的として. 2010年 5月から 6月にかけて全密 7か

所で}II買次，開催された。会の次第は，第 1部のエ

コビジネス・マッチングフォーラムが環境先進企業

や，地域企業，それを支援する銀行などのセミナー

に51き続j 参加者らがそれぞれ興味を感じた食業

を中心に，分科会形式で対話と情報交流を行い，第

2音r¥では政府の提案している地球温暖化対策基本法

案に基づき. 11990年比 GHG25%削減J達成のた

めのロードマップ試案の説明とそれに恭づいて国

民対話を行うという構成になっている。

参加者の所属は開われておらず，前項5ふ4で見

られたような，特定の所属や分野からの参加者によ

る占有の疑念は払拭できない。また会における行政

府と国民の対話に実際に費やされた時間枠は l待問

余りであり，これでは「対話Jと言えるレベルの情

報交流の可能性についても，大きな疑問が残る。最

終的な記録報告書の公表を以って評価を行う必要

はあるが，時間枠と構成を見るi浪り，単なる意見交

換会の域を出ていないと推測される。

5.8.5 地球温暖化対策基本法制定に向けての国民

対話と今後

5.8.1 ~ 5.8.4の事例をf府服すればー克，対話の場

の増加が観察されるが，前述のような複数の問題点

から，必ずしも倒別事例においては実質的な双方

向の関与と評価することはできない。同法成立を

COP16への成果と期した政府にとってやむを得な

い一面はあるものの，総じて議論の時闘が短く，熟

議の場の設定は今後の課題である。

また一部産業界からは根強い反発があり，市民対

話とは別個に，法案の検討過程や制定手続きに対す

る不満と不透明さの指摘もある。しかしながら逆

に，この産業界の姿勢からは，これまでの我が邑に

おける合意形成のあり方の問題点も透かしてみる

ことができょう。すなわち. 1民意jとは何かとの

概念の相奥であり，これまで「民意jと称されたも

のは，あまりにも一般市民の「民意jからかけ離れ

た，一部政業界の利害の絡む意見に視点が偏り過ぎ

ていたという点である。

なお. 2011年4月時点では，地球温暖化対策基
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本法は成立していない。今後，これらの場で得られ

た市民意見「民意Jと，一部産業界の主張するとこ

ろの「民意」を法案にどのようなバランスを以って

反映してゆくかに，行政府の手腕が間われよう。こ

の件についてはさらに追跡調査を行うこととしす

べての行程が終了した基本法成立の腕までの「地球

温暖化対策基本法制定プロセスにおける国民対話」

について，後日，再評価を試みたい。

6.事関評価および分析結果

6.1 時系列での総合的な傾向

5.1から 5.8までの各事例に関して. 2.2で述べた

各指擦に関する調査結果と評価を，上記の<表2・

気候変動政策への市民烈与(行政アフ。ローチ)街路t
評価表>にまとめたので参照されたい。また以下

に箇条委きで，時系列で並べた事例への市民関与レ

ベルの評価の諸観点に関する分析結果を記す。

(ア)いつの時点でどのような市長関与の機会が

あったか

*$民関与の手法…パブリック e コメントのみで

あったものが，意見交換会や世論調査との複数

手法併用になり，民意把握のための一定の努力

は為されている。

*関与回数 (11牛の事案に対する関与の機会数)

一1回から 4回へと明らかに経時的に増加

*関与ポイント…政策決定における関与が多く，

政策立案段階における関与は極めて少ない

(イ)その関与手法は既存の市民関与モデルに照ら

してどのレベルであったか

*アーンスタインの 8階梯モデル(市民と行政府

の関係性) ". [4階]から総合評価として [4

[i皆-5階]へレベルアップ。

*佐藤らのエレベータ・モデル(市民の行政府へ

のi英]与の度合) ." [1階]から[l[沿-2[;皆米満]

へレベルアップ

(ウ)それらの市民関与が相互に効来的な関与と言

える双方向のものであったか

*涼科の 5段階モデル(応答と情報の双方向性)

• [レベル 3Jから[レベル 3-レベル 4未満

(情報参加)Jへレベルアップ

*行政府と市民の問の応答の有無・双方向性の

ある議論のレベルには歪っていない

(エ)各事例における情報の公開性について

*パブリック・コメントや意克交換会における資

料，の点数と量(ページ数など)…関与事前の公

開情報数は資料点数，ページ数，内容の広がり

ともに増加・拡大している

*世論調査における資料等…対面調査における

数行の説明資料のみでは，対象者が予め積極的

に学習していなければいずれも充分な情報源

とはならない。

(オ)我が国の市民関与の状況は市誌の意識レベル

について

*参加/関与の人数規模 .1件の事案に関するの

べ関与者数は上下しつつも，数百人レベル→数

千人→ 1万人超のレベルへと規模の拡大が観察

される。

*回答率等…問:論調査に関しては，対象者調整の

有無が関わるため，一概には増減の変化につい

てコメントできない。

(カ)その関与によって市民・行政府の双方にどの

ような変化・影響があったか，或いはなかった

か等…行政府には形骸化した対応も見られる

が，経時的には，多様な市民意見を把援しよう

という関与手法や機会の多様化など努力の痕

跡も見られる。関与による有効な「民意」の形

成，或いは有効な影響の有無については，この

情報のみでは確定できない。ただし関与者数の

増加やコメント内容の深さなどからは，市民の

意識レベルにも緩やかな広がりと上昇の傾向

が観察されており，関与による変化であるとは

特定できないが，一定の影響は受けていると考

えられる O

このように，多少の上下変動はあるが，市民関与

レベルを含めて総合的には緩やかに上昇している

と判断され，我が厨の行政アプローチによる市民関

与は極めて緩やかではあるものの，概ね発展の傾向

にあることが観察された。

6.2 パブリック・コメント手法に関する評{節

6.1で述べたように，市民関与事例を持系列で観

察すれば，概ね緩やかな発展傾向が克られる。しか

しながら関与手法のうち，パブリック・コメント

例に限って評価すれば. 1996年からの 15年間とい

う長い期間において. 2003年の行政手続法改正に

よって保証されるかに見えた市民関与の機会は，募

集意見への行政府の対応(意見への回答や修正，そ

の後の情報処理などの措置)を見る限り，民意把握

への工夫と発展的手法は特段には観察されず，現在

でも形骸化した手続きであると判断される。

また行政手続j去に恭つ功、ないパブリック・コメン

トも環境分野には多く，概して行政府には，寄せら

れた市民意見に対して回答や修正箇所を明示しな

ければならない義務が発生せず， したがって意見の

概要だけで結果発表を行なっているパブリツク・コ

メントが過半数(本稿で取り上げたパブリック・コ

メントにおいては H~中 H牛)であった。よってこ
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表 2 気候変動政策への市民関与(行政アプローチ)的轍評価表

ア)I喝号の機会 イ)関与レベル ウ)双方向悦

~j~ fJU No 1:キ川ト 尖刷!日公開1m関与の手足、 *1立{持考 関与回数 関与ポイ アーン y、タインの 8佐藤のiti民参加 H;(科の5段階モデル

/ト 隣村; エレベータモデル

5.1 COP3-京都淡定持続長!{97.12 I悶守なし(ただし非公式に 。
-02.6 NGOと情報交換)

5.2 京都ミ定数 i公j捺と乏剖主議計決1m定j~告) ノ《フコメ(14EJ IlllJ 1 政策決定 レベル4 1陥 レベル 3(形式的止、答)

(4/28まと (consultation・形式的 (行政主導のrlj民参加)

05.3/30 -4/13 参加)

5.3 安部首相表明 (21世紀認を (中央環波容ぷ会特別j部会 1 政策立:ミミ? レベル4 (1虫干) レベル 2-3未満

筏!戦略) (特別部会 07.2/26- に諮問)コパブコメ 24日

5/29) (パブコメ!日11m07.4/5-閥均特別部会が呉市議決

4/28) iEへ

5.4 京都ぷ定性 131官i主成二j'ufli改定 ノ《フeコメ (21LIlilJ) l 政波決定 レベル 4 1[者 レJ、くjレ3

~r 08.3/1 -3/21 

0.0 08.6月 7月発表 j[，i11lピジョ 2つの手法により段F詩的lこ ，;，. 2 託、合レベル 4 lI~r 総合レベル 2-3
ン(低成ヨ:社会っくり行動員iIh民'!5:見 rfr災 :êf:~誌をお]f
i時)

5.5.1 07.12/17 -08.1/7 パブコメ (21EI [1lJ) 1 政渋Mh.JとiIiレベル 4 I間 レベル 2-3

5.5.2 08.5月
|…ンすと衣I問Lfl問iiH二日日(制ピジョ

l 政策決定 レベル 4 l附 レベル 2OJ:YL聴取の

み)

5.6 09‘6JJ株!1:.{fff]決定 (GHG<I'3つの手法fiHIIによる 1['1 ρ[3 政策決定 総合レベル 5 lf{ト 主、合レベル 3-4米満

部i削減話:COP15の条約i't民的滋議」 (placation 参加の機

部会に向けて) 会のI官加i形式的参加J)

5.6.1 09.4/17 -5/16 パブコメ (30lJlllj) * 6つ l 政UUÎ~íË レベル4 ll;rr レベル 3
のjlf~町民従示

5.6.2 09.4月-5月 全i五[;土絞凡交換会 l 政策決定 レベル 4-5 1["占 レベル 3-4未満

5.6.3 的。4)] 昨日1)111:ぬよn'f. l 政策決定 レベル4 lf.皆 レベル 2

b.l 09.9/251;1)(11訂十111'1述同"え(新・ 衆議泌総選挙 109.8月)の l 
(…)  I 中IUI悶際) 投0'

5.8 09.12月~地球出品主化対法基本 4つの手話、によるlIi民対 ;11"4 政策、卒、~託;:{tレベル 5? (未了)総合 1附-21;}I未滋フ 総合レベル4つ複数応

il、市115主 lニ i持けた 1 [l:ll~士;t {i!~J ;jfiの試み 政策決定? (未了) 容か。(未[)

5.8.1 09.12/11 -12/28!翠境大i立メッ パブコメ (7，[;;メッセージ 1 政策11"}[決 レベル 4 l撚 レベル3
セージと 11!!!，)， i品 i段化対筑)l~本 については 18日間) 定~政策決

話、~ (10.3/12 [討議決定) "三

5.8.2 10.3/31 <1' 1主持j口ードマァブ提 シンポジウム(予告去とパネ 1 政策決定 レベル 3(i'ti報提供) lPお レベル3
キ:とシンポジウム ル デイスカッション)

5.8.3 
2日105lA%な/出し2j1tで議~品ロi募i時ー集提ド中案マ(]l!l 日現在)

パフd コメネ他にE在日与な見受 政策立突っ レベル 4-5つ(米 TJ llWr~2 限未満つ(米 レベル 3--4 ~~i持 (ìii
yブl武(lUJ:tNけ窓口あり 了j 校舎力11っ)

募集)

5.8.4 1O.5!)-6!l チャレンジ 25日 tu 1五五 フォーフム I 政策立~~つ レ"̂Z}v<1 1 Hr レベル 3-，)米溺(j古

本綾部fキャラパン お2&1:: [司氏対話 (計 i[fjJ tft参加?)

r*lfli'l 

くミJi!7U番号と内?F>
5.1 COP3-京者[:ぷ定数締結にi半うJえが凶の 2013i[までに GHG6%r目減との義務

5.2 五nHí~おじ1i' [J 際j主成計 Imj (印i減日終 69ら)
5.3 安部1"j犯の所信]l(IUJii1iiJi及び[世紀王手続立i司戦略jの詰際III(1全限界で 2050年には現状Jとで 50%削減」

5.4 京都議定持f]l;i'{i主成五|際会提案

5.5 諮問ビジョン及び?低決議社会づくり行動，;[悼uの 12050年までの日本の長期日際 波状比ω%-80%剖z域J
5.5.1洋L決議討会っくりについて;のパブリック コメント募集

5.5.2 低炭素紅会に関する ~~'7]日世論悶査
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ウ)双方向性

弘、2干の有紫と内?手形式

ヱ)i奇抜の公開H生 i オ)関与市民と関与の規i，i 1 カ)双方'に生じた彩認と変化ミ;

情報の公1m性(公開資料の|市民間!jの規模(附j関与者のIV1I有効位詐術へのIiiJt約百七日Hl
喜i ベジ数i也)

之コョ→なな比への，111対応と符iE部分まとめ HPJ!j裁む形
式的問符 11illのみの応待(文市への ~t 1ÍÍli ;i約五分の変!子 2p)
!JiのみのiN，{i{従供告し

与人数 問答率~，'n IRL1弓争

」ー(非公式I.rtil立の関心は COP3をにiiまったが行政

に NGO1期Ir(.1には一段市災の}むをJJ:映/考bきする姿勢と給

与 IWはなし

1295昨 12010/4/15 1・1主主主?な探念 紋紋部分(枠組みや基本理!念に

関わる占)には修正なく 今後検討としている 0

・応募江見欽からは COP3の余波か1li民の関

心はおめ

。(特別部;会i・双方の変化は不明。 .i!1民主主見の兵 qlj長への

IIには有J主|民税は鋭祭されていない。.行政府からの修正

苫251:/&び1m;分の明確な公表部設企し

労総連合代表

者)0パブコ

メは公務

• r低炭素社会構築j という 1 刊の~jf.~~に対し
母終日iの撲なる 2つの手法で初めてlh誌な見 e

ili民立五誌をみ交したことは汗価できるが lli民
関与の彩まiiu;訟できず。

び11'1人10:;募 !・討持!の政策方5!発表までの時間的ラグも半.if
193門 近くあ 1)0.よってi!i氏関与による変化は不明

で有効性確認できずe

数 128921 ・待相は他に鉄鈎述 íë!j~述者?とも別作で懇談。
ただしその件n子の正式な公表はなし。 1'Nmの透

明性に問題あり。・関与総数 1万人迎。ただし

F.Jr~的議:識が尽くされたとまでは三えるか?

。公務 i・:u:処分布の不自然さ@パブコメ打数の多さか

O所属不明 iらは一定のHiI立の関心を引きmしたとも泣えるつ

参加脊のべ約 1000101ヨ111応 募i・き主力11者に倒れなは分布が不1'1然に二様化。

人 立見公明苛 10810所協は不|一般市ri?oの参加iは少ないか 9・立見交換会では

人 11時 |あるが質疑応答&立見表明レベルであ'r. み

ぷみの時間枠が小さいには3~らず2

む双方向悦なし(ただしl!!f;fj為抽出によるため 市民10戸別訪問Tm終聴取日告に j対象者 4∞0人 う10:i'1主120才i・揺潟で30%以 1:の1"17子1容は関心が向いとバ

XHLの自然な分布が総祭された各氏。JJ立i 生l に数行の;，I)ifj ち有効 1'!lt~ 1222人|以上の同氏iえる(有効回答本を上げるための対京主?のおlllH
(30五%) 10 ヒ3段|滞緩はせず。同化3sttJl!HH土紫門 1;性向し)

i 無作為抽出 ! 

②究(1)詫院選挙結果を受けての!気候政策lこ!討するコメ 1(0民主党マニフェスト!投百ドド 69.3% 10会的 20オ!・一般市民 環境 NGO古らは歓迎の表明。 W;
ントむ政治アブロ チ口市Kアプロ チ(双方向と考|民主党 HPilit10 以上の有線IWへの気伎政筑での波紋期待感。悶民の強い|悶

え てよい者 i也、を芯起 .，主主主wは設戒を強め :r;~í主的企，;]'
! |係iの新i開立見広i!?などの15U，e:，

未了 ・1宝i氏の関心は一時的に盛 1)J:がったが持続

的ではない (COP15後以カ月でメディアへの|珂

述日対日総数の減少)

<g 201011114 1結果慨梨 J(立見のまとめ)を 1011血球JL目立化対策万本il、詩，15&17f'1.W!体及び @否定的x1見が7刻。.今お 4カ月I自の総i望者Fと
では 25?f)をおげた民主党の圧勝であったにも

かかわらずのこの結果は パブコメ制度の欠陥

の去れかっ

2010/，1/15 r法祭への王な昔、見の反映状況jをHPIニml14p 1"，装 1011宇 都j人
絞 10多詫院議;ltWif{ 12288件)

。 l'llli応 募i・r，f5ぷ多数でおIi遂とは 各派の関心の戸iさの去

キセラパン単独の{fH苦吟(公'i<llllなし③会ぷ設計上j向上

対誌の時IiIJが 11時間Jl:i'J主と認めて少なく 深い口議

不可能。エコピジ不ス・ 7"1チング フすーラム

加l企業白文絞銀行なと;とHf民による分科会形式)

5.6 再生政経による COP15に向けての中期削減13終決定 12020年までに 2005ii'Jtで 169oiilJ;cl.J
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5.6.2 rf'JUW!さの選択肢に関するさ見交換会
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れか下-*~.，li民の会lJrrS11ú'l土不明。

5.7 鳩山首相による「我が凶の中野j削ι攻u捺-259o (1宮9O::Wlヒ)J(COP151こIllJ!tた公去と[菖jjj本部における淡ぷ)
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5.8.1 1地球混隠化対策のJ.'、本立、の制定にfÍi]けたメッセージ(ノi、沢~'tJQ大 IJi メッ七一ジ )J と i寸法案におIするな見募集
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の状況も，市民と行政府の応答は双方向では為され

ておらず，形式的な l回のみの情報の控来に終始し

ていることのー悶であろうと考えられる O

7.結論

7.1 市民関与事例についての総合的な評髄と傾向

個別の事例においては，関与に用いられる手法と

いう観点から，いずれも出来の手法の踏襲による意

見公募手続j 意見交換会，税

工夫は見られず¥ また関与のレベjルレという観点から

lは土. 1アーンスタインの 8階梯」において f形式的

参加」であるレベル 5以下，エレベータ・モデルに

おいでほぼ 11階」に位置する市民関与手法に終始

している。また原科らによる市民参加の 5段階モデ

ルにおいても，多くはレベル 3以下の f市民意見

に対する行政の形式的応答:Reply Only Jに分類さ

れ，市民と行政府との議論など f意味ある応答」が

あるとされるレベル 4には透していない情報参加に

留まっている O そこで我が閣の気候政策に対する市

民関与は，総じて低いレベルであると言わざるを得

ない。

またパブリック・コメント手続きでは，募集され

た意見への行政府の対応に経時的な発展や深化が

ほとんど観察されていないことから，今後は，双

方向の情報交流のため，手続きで得られた情報の

フィードパックや活用，意見交換会等における熟議

の場のデザインが必須であろう。

しかしながら前項 6.1で述べたように，11'午の事

案に対する市民関与の機会の増加や手法の多様化

(手法の併用)，情報公開性の充進，及び参加市民の

増加等が観察され，我が出の行政アプローチによる

市民関与は，時系列でf府服すれば極めて緩やかに

ではあるが概ね発展の傾向にあると言える。事例

5.8に至っては，市民からの提案を積極的に求めて

おり，政策立案の段階における関与にかろうじて達

する可能性もあるため，今後の展開をつぶさに見守

る必要があろう O

7.2 _つの進展

極めて緩やかな発展の中でさらに挙げるとすれ

ば，次の三つの進展があるO 一つは 5.6壌で述べた

2009年6月の麻生政権下の決定プロセス事例にお

いて，中期臼探検討会と首相懇談会における選択紋

の数値百擦に関わるほぼすべての議論の経過を公

開した上で，国民への複数案の提示を行ったその情

報公開性の飛躍的向上であろう。二つ自は向じこの

事例において，市民意見を問う複数の方法(意見交

換会，特別世論調査パブリック・コメント募集)

が，最大限可能な手法として併行して実施されたこ

はi 悶・ iiill 下

とであり，市民意見の分布と民意の構造を多面的に

把握する努力を行ったことである O 当時の政権の臼

く「国民的議論」がこの事例において尽くされたと

は一概に評価できるものではないが，ここで特筆に

値するのは，以後，検討経過の透明化が通例とされ

るとともに，充分な情報公凋と手法の併用が今後の

常識となるという可能性であり，すでに事例 5.8で

もこのことが証明谷れている。忌俸のない意見が出

にくくなって議論が浅くなるという，透明化の弊答

も一部発現しているとされるが，市民の知る権利と

いう観点からすれば，然るべき方向性であろう。

三つ目は. 5.7項で触れた COP15政府公式代表

団に初めて環境 NGOメンバーを加えたことである O

今後はこのような国際会議への NGOの公式参加が

通例となるであろう。 INGOが交渉の当事者とな

ることはできないjという参加の条件が適切である

か否かの課題はあるものの，第 l段階としての公式

参加と捉えれば，今後に期待を託すことは可能であ

る。また，これが直ちに市民意見の反映につながる

との楽観は許されないが， NGOを媒体とした一般

市民と行政府の問における双方向の情報交流の活

発化と情報の公開性の向上に関する，一定の可能性

を期待してよいだろう。

8.考 祭

これまでの行政アプローチ事例の評価結果から

は，少なくとも気候政策に関する市民関与におい

て，望ましい市民関与のあり方として文頭で挙げた

3点である.a)市民自身が意思決定の権力 (power)

を持ち， b)市民自身による事実上の管理 (control)

を1'Tない， c)行政府とのパートナー・シッブによ

り市民にとって最適な政策を形成する (bestpolicy 

formation)に関して評価すれば，我が国の現状が

いずれの条件をも満足していなことは明らかである。

しかしながら，上記 a) ~ c) に関しては，双方

向の情報交流による民意の充分な反映が必須姿素

であることから，市民の意識レベルの向上を民間組

織や行政府が協働で凶りながら，行政府が現段階で

直ちに用いることができる手法である意見公募制

度，意見交換会，世論調査等を有効な実施方法に改

善すること，つまり情報提供のあり方，収集された

市民意見の活用とフィードパック，会議手法の多

様化，及び参加ルールの工夫で，一定の向上効果

が期待できる401。さらに有効な市民関与を促す方策

として， 1.2.3項で述べた地球温媛化対策基本法案

の第 33条に記される f政策形成への民意の反映等」

の義務を行政府に課する条文の設定も効果的であ

ろっ。
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市民との充実した双方向の対話という点におい

ては，英国など市民対話 (PublicDialogue)llJの先

進国と比較すれば，未だ発展途上であることは否め

ない。しかしながらその英国においでさえ，意思

表明をしない市畏への対応に苦慮しているとの報

告もあるロ)ことから，我が国でも市民関与の不振

の原凶が行政府のみにあるとは言えず，一部環境

NGOに関わる意図ある市民を除台市民の側の意

識が，未だこのような対話を成立させる社会的要素

として熟していないことも一悶と考えられる O 行政

府や民問機関の活発な働きかけによる市民の意識

レベルの向上という点では，今後，市民関与の先進

留に学ぶべき点は少なからずあると言える -13)。さら

なる市民関与の促進に向けて，環境情報へのアクセ

スを権利と，行政府による市民啓発の義務を明示し

たオーフス条約の批准b 市民・行政府の双方に効

果的であろう。

方，市民アプローチの政策関与も今後一層，

多様化すると考えられ. NGOの活動のみならず，

京市内Tiewsプロジェクトのような市民会談の発展的

手法の開発j.j)や，多様なステークホルダーによる熟

議のJ坊の設定の研究開発白山も進んで、いる。これら

の手法が早期に確立されること，及び行政府による

その先進的な導入によって，意思決定プロセスに多

様な主体による関与の作用点を設けるとともに，意

味ある民意の形成を可能とする工夫が待たれると

ころであり，これら市民と行政府の双方からの努力

が，我が留において望ましい市民関与を早期に実現

する鍵となろう。
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Abstract 

Citizens play an important role and should be actively involved in the decision making 

process for environmental problems such as c1imate change. In Japan， the government 

has used v註riousapproaches to involve the public， such as by public comment， in the 

formulation of the Kyoto Protocol Target Achievement Plan， in the decision making 

process concerning medium-term reduction targets and long-term targets for the 

15th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change 

(COP15)， and so on. It was difficult to say， however， whether these methods were working 

effectively in generating productive public opinion that is properly reflected in the 

government' s decision making process. Moreover， public comment and opinion research 

held for these purposes have not been systematically sorted out， nor have been properly 

evaluated for their effectiveness as methods to obtain public opinion. 

This study has focused on the forms and extent of public involvement in several 

cases of c1imate change policy formulation， such as in formulating J apan' s greenhouse gas 

(GHG) reduction targets for COP15 and other policies after the Kyoto-Protocol of COP3， 

to sort out basic information needed for the systematic evaluation of the methods used 

in these cases. After they were consolidated in chronological order， evaluation of public 

involvement and trend analysis were conducted to identify future problems for research. 

Arnstain'sふladdermodel， Harashina's 5-step model， and Satoh's elevator mode1， which 

are relatively popular models of public involvement， were used for multilateral evaluation 

of involvement levels. Although results show that there is lack of innovation in the 

government's handling of public comments， governmental approach in generating public 

involvement in c1imate policy decisions in Japan is deve10ping gradually. 

Key Words: GHG medium-term reduction target， c1imate change policy， process of 

policy decision making， public involvement， public comment 
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