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本題 に入 る前 に、本誌 10月 号 でお伝 え した 「米

されてい たCOP26で 、バ イ デ ン大 統領 は気候 変動

国におけるインフラ再構築の動 きJの その後の顛末

対策 を用意 していることを強調 して いま したが、対

を見ておきます。 3月 に米国上院で超党派の合意に

策の一 部 につ いては取 り込 むことができ ま した。

よ り12兆 ドルの イ ンフラ支出 を追加する法案が可

さて、10月 31日 か ら11月 12日 にか け、英 国

グ

決 されたこと、下院民主党左派 は気候変動対策や子

ラ ス ゴー でCoP26が 開催 され、2050年 カ ー ボ ン

育て 教育支援 を加 えた総額 35兆 ドルの大型歳 出

ニ ュー トラル にむ けて世界の動 きが加速 しています。

法案 を成立 させたいと考 え反発 していること等 をお

カーボ ンニ ュー トラル とい う言葉 は、21世 紀 に入 っ

伝 え しま した。

てか ら特 によく間かれるようにな りま した。温室効

その後、民主党内で合意が成立せず大型歳出法案

果 ガスの排 出量 と吸収量 を均 衡 させ て差 し引 くこと

については先送 りとな り、上院 を通過 していた12

によ り、排 出量 を実質 的 にゼ ロにする ことを意味 し

兆 ドルのイ ンフ ラ支 出法案 が 11月 5日 に共和党 の

ます。 ここでは、英 国 にお けるカ ーボ ンニュー トラ

一部協力を得て下院で可決 しま した。そ して、バ ィ

ル に向けての対策 、 と りわけインフラの建 設工 事 の

デ ン大統領 が11月 15日 に署名 して成立 した ところ

調達 に関す る取 り組み を見ていきたい と思 います。

です。これによって過去半世紀で最大級のイ ンフラ

英国では、2019年 6月 気侵変動法 を改正 し、G7

投資が動 き出す ことにな り、老朽化 した高速道路

諸 国で初 めて、2050年 にカ ーボ ンニュー トラル を

橋 の改修、鉄道や送電網の整備、水資源対策、高速

達成するという目標 を法制化 しま した。この 目標達

インターネ ッ ト網拡大などが 5年 間で進め られます。

成 を目指 して2020年 11月 にはグリーン産業革命 を

このほか気候変動対策 として電気 自動車の充電設備

発表 し、翌月、2030年 の排出削減 目標 を1990年 比

の整備や干 ばつ対策なども含 まれます。英国で開催

で68%と 打ち出 しま した。さらに、
2021年 4月 には、
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は主要土木工事 につ いて50%、 付帯 工事 につ いて

発表 しま した。2021年 10月 には、英国が発電部門

30%と しま した。そ して、最初 の価格 のみ によ ら

で全面的な脱炭素化 を達成するFll限 を15年 前倒 し

ない入札 に参加する段階で、高架橋 、堤防、ボ ツク

して2035年 とするプラ ンを発表 しま した。英国は、

ス等 の工種毎 に炭素排出予損l量 を提出することが lr

低炭素型経済で世界をリー ドしようと考 えています。

め られ ま した。 ま た、工 事 用車 両 はEuro 6基 準

英国では、インフラの整備か ら管理 にわたる炭素
排 出量 が全体 の

1/6を

'「

高める といわれてお り、

ことが求 め られました。さらに、請負業者 は契約後

インフラ部門の脱炭素 が大 きな課題 となっています。

1年 以内にインフラに関する炭素排出削減 の国際標

イ ンフラに関わる炭素排 出 は、建設材料 の生産 に

準であるPAS 2080に 基づ く共通仕様 による認証 を

伴 って生 じるだけでなく、運搬のための工事車両や

得 て、構造物 はイ ンフラの持続可能性 に関す る第二

現場作業 、さらには完成後 の運用や維持管理 におい

者認証 システムであるBREEAM Iniastructurcの

ても生 じます。

認証 を得 ることが求め られま した。

英国のインフラ部門において、カーボンニュー ト

このように英国においては、カーボンニュー トラ

ラルに積極的 に取 り組んで いる大規模 プロジェク ト

ルに向けた先駆的な取 り組みが進 め られていますが、

の一つがH gh Speed 2(HS2)で す。 これは、ロン

プロジェク トのライフサイクル全体 における明確か

ドンか らバー ミンガム、いずれはさらにマンチ ェス

つ検証可能 な炭宗排出削減 目標 をいかに適切 に設定

ターや リーズヘ と結 ぶ高速Ft道 網 です。政府か らの

するか、達成状況 をfrT価 する際の基準 となるベース

求めに応 じ、このプロジエク トは、政府 と業界の未

ラインをどのように設定す るかなどさまざまな課題

来戦略であるConstrucⅢ on 2025(2013年 発表 )に

が残 つているとされています。炭素削減の認証 シス

沿 つて、50%以 上 の炭素排 出削減 を行 う ことを目

テムの対象外の資機材等の扱いも問題です。また、

標 に しま した。 4つ の主要工事 の契約 についていず

目標達成のために要する直接の費用や第二者認証 を

れも 2段 階のECI契 約方式 を適用 しま した。ECI契

得るた めに要する費用な どが明確 にされていません。

約 は、さまざまな分野の技術 の結集 によ り技術開発

受注者へのインセ ンティブの与え方 も課題です。炭

のインセ ンティブを増やす ものであ り、炭素排出削

素排出肖」
減 のための要作 を定めた り削減実績 を評価

減 に有効であると考 え られています。 このプロジエ

するための発注者損1の 能力 を確保することも課題 と

ク トでは、炭素排出削減 に関す る請負業者へ の報酬

されています。

規定 は設けませんで したが、炭素排出削減 に関す る
知識 を有する ことは当然の条件 とし、排出削減 目標

初

(2016年 以降登録 自動車 の 出基準 )に 適合す る
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今後、英国以外 の先進国の取 り組み状況 も把握 し、
わが国で取 り組 む際の参考 にできればと思います。

■ロ

2035年 までの排出削減 目標 を78%に 引き上 げると

