によってどれだけ減らすのか︑

ことには︑私たち自身が確信

ップが明確な根拠を伴わない
知見によらない緻密さを欠い

な予測値や︑技術の持ち主の

排出量取引制度や地球温暖化
で自国の産業の衰退を招く仕

性に裏打ちされていないなか

そしてマネーゲームの悪弊と

影響︑炭素リーケージの誘発︑

││﹁基本法案﹂について
ょう︒国民的議論も残念なが

を抱いているということでし

けをもって法とすべきではあ

そしてそのなかで具体的な

か︒そうでないと機能しない

ということではないでしょう

おいて︑必要に応じて設ける

しかし絶対に見失ってはな

た面はおおいにあるでしょう︒

ものづくり産業にもそういっ

ものづくり全体の力が失われ︑

その良好な産業連関は失われ︑

国内での存立が不可能となり︑

雇用も大幅に失われることに

﹁対策法﹂として措置すべき

らないのは︑我が国のものづ
と思います︒

公平性を欠いた枠組みと目標

プ・アンド・トレードのため

まあわせや不合理なキャッ

が︑単なる目標数値のつじつ

ギー効率の高い日本の製造業

最も高品質にして最もエネル

業連関があるということです︒

この問題を強く意識し︑注視

関係する多くの労働組合でも

増えていってしまう︒連合や

世界のＣＯ ２排出はかえって

で代替されるわけですから︑

エネルギー効率の低い製造業

内生産の分は︑他国の︑より

同時に︑そこで失われた国

なるわけです︒

数値が一人歩きし︑我が国だ

に他国に比べて過大な負担を

の業種の枠を越えた良好な産

くりの強さの根底には︑個別

について︑どうお考えです

けが突出した費用負担と雇用

││鳩山首相のいう﹁前提﹂
か？

しています︒

を貫いてこられたわけで︑こ

公平性の担保等の﹁前提条件﹂

なかでも主要排出国の参画や

性が残っているわけです︒

かなことが繰り返される危険

出は増大してしまうという愚

方では世界全体のＣＯ２

んやって︑そして国内にもそ

世界に対する発信をどんど

国民的な議論が
もっと必要だ

背負うことになれば︑いずれ

の点は実に大事なことです︒

﹁前提条件﹂の堅持はまさに

厳しい国際交渉の

今後の国際交渉を考えると︑

鳩山首相のリーダーシップの

内藤

再び京都議定書の延長議論が

象徴とも言えるものです︒

排

頭をもたげる懸念があります︒

││最後に今後に向けて一

への影響を余儀なくされ︑一

﹁前提条件﹂の堅持は
リーダーシップの象徴

ものを︑その次のステップに

せん︒

政府・民主党が今国会に﹁地球温暖化対策基本法案﹂の提出を予定している︒法案には︑鳩山由紀夫首相が掲げる温暖化ガス削減目標で
ある﹁ 年比 ％﹂が明記され︑国内排出量取引制度や地球温暖化対策税などの導入が盛り込まれる見込みだ︒労働者の雇用や暮らしを守
る立場の労働組合は︑これをどう受けとめているのか︒日本基幹産業労働組合連合会の中央執行委員長である内藤純朗さんに意見を聞いた︒

我々は働く者の雇用と
生活の確保に責任がある

労働組合として主張する ││

海外では何によってどれだけ
減らすのか︑技術の裏づけを
持った直接的な道筋を明確に

││産業界は︑中期目標の
た積算は無責任であり︑あっ

根拠を欠いた法の
先行には反対する

設定については︑﹁国際的公
を持てません︒一つひとつの
てはならないと考えます︒

することが不可欠です︒安易

平性﹂
﹁実現可能性﹂
﹁国民負
手段に対応して︑国内では何

排出量取引はキャップ
︵排出権︶
の
公平性に疑問あり

担の妥当性﹂の観点からの検
討が必要であるといっていま
す︒政府は︑﹁地球温暖化対
策基本法案﹂を３月上旬にも
国会に提出する予定のようで
すが︑労働組合としていかが
お考えですか？
の使命として︑雇用の問題︑
対策税が取り上げられること
組みにもなりかねず︑その実

マイナス ％が国際間の公平

生活の問題について極めて強
については︑どのようにお考
現性・公平性に対する根本的

││﹁基本法案﹂の中に︑

い関心を持つところです︒現
えですか？

内藤 まず我々は労働組合

行の京都議定書は残念ながら
という側面ですね︒私はこれ
いう指摘への答えはみつかっ

な疑問を持ちます︒雇用への

だけが突出して大きな負担を
らについても具体的な制度設
ていません︒誰がどのように

いわゆる経済的手法

内藤

するような枠組みとなってし
計やその効果ということが未
して何を根拠にキャップを決

値です︒それだけに︑具体的
は︑環境省が行ったパブリッ
ら不足しています︒

めることとすべきであり︑最

言お願いします︒

のことを含めた理解活動を活

に思います︒本来の日本人の

内藤 私たちはものづくり

主体であると考えています︒

優秀さがこの問題では発揮さ

発にやって︑全体の気運をも

世界のＣＯ ２を削減していく

れていない︒

の基盤をなす産業の労働組合

負の側面だけでなく︑新たな

鍵は︑いかにわが国のものづ

私たちは日頃の学習活動で

っと盛り上げる︒まだまだ国

││閣僚委員会の下で︑経

産業や新規需要・新規雇用の

くりのすぐれた技術を海外に

地球温暖化対策の重要性をこ

民的な議論が少なすぎるよう

済や雇用への影響を試算する

正の側面も重要であり︑それ

拡げ︑貢献していくかです︒

とあるごとに強調してきてい

化ガス削減をリードしていく

ためのタスクフォースが活動

はそれとして評価することも

そのためにも政府には従来

として︑自分たちこそが温暖

していたと思いますが︑結論

重要です︒例えば私自身は造

の枠組みにとらわれず二国間

ものづくり全体の力が
失われかねない

は出ていないのでしょうか︒

船重機産業の出身ですが︑Ｃ

ます︒それだけに
あの話もいったいど

内藤

関心は強く︑今や
削減の決め手ともいうべ

協力や地域協力︑セクトラル
２

そのものを左右す

Ｏ

的に進めてもらいたい︒自ら

る事柄になってい

こへ行ったのだろうという感

化炭素回収貯留︶︑風力・太陽

範を示すということです︒狭

ます︒関係者のリ

政治に対する信頼
ですから︑こういう場合はこ

光等再生可能エネルギーの分

い日本のなかで自己満足や自

ーダーシップを切

アプローチ等をどんどん積極
うと言ってもらえば︑国民と

野︑省エネ船等々非常に多岐

己犠牲に浸っていては︑世界

望しています︒

き原子力発電やＣＣＳ︵二酸

しても理解が進むと思うので

にわたる範囲でプラスサイド

に対しても申し訳ない︒

じですね︒負担は不可避なの

すが︒

の側面を持っています︒他の
もちろん負担や影響という
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一部の国︑そのなかでも日本

まい︑排出権の購入という形
だ不明であり︑断定的な扱い
めるのか︒あいまいなものに

をすることには反対です︒
特にキャップ・アンド・ト
なってしまうのではないでし

で巨額の税金のみならず︑
て実現した付加価値をむざむ
レードのような仕組みについ
ょうか︒

我々組合員が日夜汗水たらし
ざ海外に流出させるようなこ
ては︑我が国の目標値である

な根拠を欠いたままがんじが
クコメントでも︑相当の反対

基本法は不安の払拭とともに
進めるべき

とになってしまっています︒
コペンハーゲン合意のもと
一月末に国連に提出された各
国の目標数値をみても︑﹁前
提﹂つきとはいえ︑我が国の
目標は京都議定書での突出感

らめの法だけを先行させるこ
があったように聞いています

階は﹁憲法﹂的な︑国民とし

そのもとでロード
マップを︑ある程度
の時間をかけて根拠
のある形で定める︒
その際には︑国民の
負担を含めた様々な
影響や︑それらへの
対策も明示すること
が不可欠です︒地球
環境については︑私
たち自身もある程度
の負担を覚悟してお
かなければならない

いうことは許されま

響があるんです﹂と

ら﹁実はこんなに影

実際に走り出してか

問題だと思いますが︑
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