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【要約】 

2005 年 2 月 16 日、ロシアの京都議定書批准を受け、京都議定書がついに正式に発効し

た。日本、EU、カナダなど京都議定書の批准を行った附属書国は議定書に定められた削

減量の達成が義務付けられたことを意味する。しかし、米国、中国といった世界有数の温

室効果ガス排出大国は削減活動に不参加であり、京都議定書自体の気候安定化への有効性

に関しては疑問が残る。絶対量での削減を主張する EU、発展途上国抜きでの枠組みに反

対する米国、ある一定の経済成長に達するまで削減義務を負わないと主張する中国など主
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要国の意見は平行線のままである。もし仮にこれまでのように国際的な場での温暖化枠組

みに関する議論が EU 主導で行われた場合、米国、発展途上国の参加無しでの温暖化対策

が 2013 年以降も続くこととなり、現在京都議定書を批准している日本、EU、カナダ等非

常に限られた国・地域のみでの削減活動となる。したがって、これらの国・地域では京都

議定書以上の厳しい削減目標が課せられる可能性がある。特に我が国は、多くの研究者が

指摘しているように、京都議定書においては不平等なほどの過剰な削減目標が課せられて

おり、これ以上の削減目標の負担は我が国経済の停滞を引き起こすこととなり、我が国自

体の持続的成長を脅かすこととなる。 

本研究では、以上の問題意識より、特に炭素リーケージに注目し、京都議定書の温室効

果ガス削減枠組みとしての問題点を明らかとした。 

京都議定書のような、削減目標を持つ国と持たない国という制度では、削減目標を持つく

国の産業が削減目標を持たない国に対して国際競争力を失う結果、生産量の減少や削減目

標を持たない国への生産拠点の移転などが生じる。特にエネルギー集約型産業では顕著で

ある。その結果、削減目標を持つ国で削減が進んだとしても削減目標を持たない国で温室

効果ガスが増加する結果となる。つまり、炭素リーケージが発生することとなり、温室効

果ガスの削減効率は大きく損なわれる。 

 

１．はじめに 

 

 2005 年 2 月 16 日、ロシアの京都議定書批准を受け、京都議定書がついに正式に発効し

た。日本、EU、カナダなど京都議定書の批准を行った附属書国は議定書に定められた削

減量の達成が義務付けられたことを意味する。しかし、米国、中国といった世界有数の温

室効果ガス排出大国は削減活動に不参加であり、京都議定書自体の気候安定化への有効性

に関しては疑問が残る。 

 京都議定書発効に伴い、2013 年以降のいわゆるポスト京都の国際温暖化対策枠組みに関

する議論が活発化してきている。事実、2007 年 12 月にインドネシアのバリで開催された

COP13（気候変動枠組条約第 13 回締約国会議）において、コペンハーゲンで開催される

COP15 での次期枠組みの合意を目指すことで合意した。 

絶対量での削減を主張する EU、発展途上国抜きでの枠組みに反対する米国、ある一定

の経済成長に達するまで削減義務を負わないと主張する中国など主要国の意見は平行線の

ままである。もし仮にこれまでのように国際的な場での温暖化枠組みに関する議論が EU

主導で行われた場合、米国、発展途上国の参加無しでの温暖化対策が 2013 年以降も続く
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こととなり、現在京都議定書を批准している日本、EU、カナダ等非常に限られた国・地

域のみでの削減活動となる。したがって、これらの国・地域では京都議定書以上の厳しい

削減目標が課せられる可能性がある。特に我が国は、多くの研究者が指摘しているように、

京都議定書においては不平等なほどの過剰な削減目標が課せられており、これ以上の削減

目標の負担は我が国経済の停滞を引き起こすこととなり、我が国自体の持続的成長を脅か

すこととなる。 

 本研究では、以上の問題意識より、特に炭素リーケージに注目し、京都議定書の温室効

果ガス削減枠組みとしての問題点を明らかとし、次期枠組み交渉に資するものとする。 

 

2. シミュレーション 

 

2.1 動学 GTAP-E モデル 

 

本調査研究では、京都議定書の温室効果ガス削減策としての有効性及び問題点を明らか

とすることを目的に動学一般均衡モデルを活用する。モデルは、GTAP をベースとしたモ

デルを利用するが、静学モデルでは、2012 年といった中期の評価の正確性に欠ける。そこ

で、本調査研究では、モデルのプログラムを修正し、モデルの動学化を行う。さらに、ト

ップダウン型モデルにボトムアップ型モデルの優位点である詳細な技術情報を活用するこ

とを目指し、最大の温室効果ガス排出源である発電部門において電源単位での技術バンド

ル導入を行う。 
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図表 トップダウン型と技術バンドル型生産構造比較 

 

一般的一般的一般的一般的トップダウントップダウントップダウントップダウン型生産構造型生産構造型生産構造型生産構造     技術技術技術技術バンドルバンドルバンドルバンドル型生産構造型生産構造型生産構造型生産構造 

 

 

本研究では、第１約束期間（2008～2012 年）を対象にシミュレーションを実施する。

しかし、最新の世界データベースは GTAP データベース第 7 版であり、その基準年は 2004

年である。多くの研究においては、静学モデルを使用し、今後も 2004 年のバランスが維

持されると仮定しシミュレーションを実施する。しかし、2012 年と 2004 年では、その経

済構造は大きく変化していると思われ、また中国、インドといった急速な経済成長を遂げ

ている途上国の温室効果ガス排出への効果を考慮することが出来ない。そこで本研究では、

静学一般均衡モデルの動学化を行い、2012 年までの世界の姿を推計した。2012 年までの

推計には、IMF の World Economic Outlook Database (October 2008)のデータを利用す

る。 

 

2.2 データベース 

研究では、GTAP データベース 7 版を用いて、図表に示す国・地域区分及び産業区分で分

析を行う。 
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図表 データベース（国・地域区分、産業区分） 

    

国国国国・・・・地域地域地域地域    産業産業産業産業    

ANZ 豪州・NZ AGR 農業 

CAN カナダ COA 石炭 

USA 米国 OIL 石油 

EU15 EU GAS ガス 

RUS ロシア P_C 石油製品 

JPN 日本 ELY 電力 

CHN 中国 OMN その他製造業 

IND インド PPP 紙・パルプ・出版 

KTW 韓国・台湾 CRP 化学・ゴム・プラスティック 

ASA その他アジア NMM 鉱物製品 

ROW その他 I_S 鉄鋼 

  NFM 非鉄金属 

  MVH 運輸機械 

  ELE 電機 

  OME その他機械 

  SER サービス 

  TRP 運輸 

        

 

2.3 炭素リーケージとは 

 

炭素リーケージ率は、削減目標を持たない国・地域での温室効果ガス排出増加量を削減

を行った国・地域での削減量で除したものである。たとえば、炭素リーケージ率が 10％で、

削減目標を持つ国・地域において 100 万トン・炭素の削減を行った場合、削減目標を持た

ない国・地域において 10 万トン・炭素の排出増加が行われることとなる。よって、世界

規模で見た場合の温室効果ガス削減量は 90 万トン・炭素となる。よって、炭素リーケー

ジ率は、温室効果ガス削減の効率性を示す指標と考えられる。 
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2.4 シミュレーションデザイン 

 

 京都議定書においては附属書国が温室効果ガス削減目標を有しているが、米国は京都議

定書を脱退し、ロシア及び東欧諸国においては、1990 年初頭の経済停滞により削減努力を

しなくとも削減目標の達成が可能であるといわれている。そこで、本研究で、日本、EU、

カナダ、豪州・NZ が京都議定書で定められた削減目標を第一約束期間（2008～2012 年）

において達成すると仮定した。また、本研究で対象とするのは、エネルギー起源 CO2 の

みとする。 

 

2.5 シミュレーション結果 

 

 まずは、環境側面より検討を行う。削減目標を持つ国で削減した量で削減目標を持たな

い国で増加した量を除したものを炭素リーケージ率と呼ぶが、本シミュレーションでは

20.6％である。つまり、削減目標を有する国が削減した量の 20.6％は、削減目標を持たな

い国で増加しており、実際に削減できた量は削減目標を持つ国で削減した量の 79.4%に過

ぎない。つまり、非常に効率的出ない枠組みとなっている。 

 また、経済的側面では、削減目標を持つ国で GDP が BAU（Business-as-usual）から

大きく低下する。京都議定書削減目標を達成することによってどのような経済的影響が存

在するであるが、図表 4 は主要国・地域 GDP への影響を示している。カナダがもっとも

影響が大きく（-2.7％（2012 年））、EU(（-2.6%（2012 年）、豪州・NZ（-1.4%（2012 年）、

日本（-1.1%（2012 年）））が続く。カナダの GDP への影響は、BAU から京都議定書削減

目標達成のための削減率が非常に高いためである。高い削減費用の負担により産業の国際

競争力の低下、国内物価上昇による実質消費の低下をまねく。我が国への影響が他の削減

義務を負う国と比較して低いのは、既に我が国はエネルギー効率の高い国であり、削減に

よる費用負担による影響が軽微であるためである。 

我が国への影響に関して、産業単位で評価を行う。鉄鋼、化学・ゴム・プラスティック

といったエネルギー集約型産業への影響が大きい。鉄鋼では、2012 年時点で BAU から

7.0％生産量が低減する。化学・ゴム・プラスティックは、2012 年時点で 9.5％生産量が

低下する。運輸機械、その他機械に関しても、2012 年時点で BAU からそれぞれ 2.1%、

2.0%生産量が低下する。 

さらに、鉄鋼産業を例に、削減目標を持つ国と待たない国との影響の差を見ていく。日

本 EU では、2012 年時点で、BAU シナリオからそれぞれ 7.0%、10.9％鉄鋼業の生産量が
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低下するのに対して、中国、インド、米国、韓国・台湾では逆に 1.3%、1.1%、1.5%、1.2%

生産量が増加する。これは、日本、EU では、削減活動を行うことにより生じる費用負担

の結果、生産コストが跳ね上がることによる国際競争力の低下と、国内市場の冷え込みに

よる影響と考えられる。逆に削減義務を負わない国は削減義務を負う国に対して競争力を

増す結果となり、輸出が増加する。昨今の経済停滞により、生産増の余裕が存在するため、

実際の削減義務を持たない国への生産移転は本シミュレーションより大きくなる可能性が

ある。 

 

炭素リーケージ対策として、削減目標を持たない国（例えば、中国）からの輸入に対し

て輸入段階において生産によって発生した温室効果ガスに応じて課税を行う国境税調整

（Border Tax Adjustment）なども提案されているが、WTO の原則に抵触する可能性及び

輸入財の生産に要したエネルギー量や温室効果ガス排出量を正確に把握するのは困難であ

り、その実効性には疑問がある。特に機械産業が提供する製品は非常に広範であり、また

各国からの中間投入財を利用するため、実際に生産時に発生した温室効果ガスの量を把握

するのは不可能である。 

京都議定書の温室効果ガス削減における有効性の問題は、ただ単に削減目標を持つ国・

地域の範囲が狭くなったためではなく、削減目標を持つ国が削減努力を行うことによって

逆に削減目標の無い国・地域で温室効果ガスが増加するいわゆる炭素リーケージを考慮し

たのもでなければいけない。エネルギー多消費産業ではなく、温暖化対策施策による影響

が比較的軽微であると思われていた機械産業においても生産量への影響は大きい。 

 

2.6 炭素リーケージ対策 

 

炭素リーケージを抑えることが削減義務を負う国において、経済と環境を両立させる上

で重要な政策課題となっている。我が国では、炭素リーケージ対策に関しては、それほど

多くの議論はなされていないが、EU においては地球温暖化施策を考える上で重要な課題

となっている。EU は温暖化対策の手段として、欧州排出量取引制度（EU Emission 

Trading Scheme (EUETS)）が導入されている。現在は、参加企業に対しては、グランド

ファーザリング方式により無償で排出枠を提供しているが、今後無償から有償へ配分方法

を変更する予定である。これにより当然企業の費用負担は大きくなり、EU 域内から産業

が逃げ出す可能性がある。排出権配分方法の有償化への議論と同時に炭素リーケージ対策

議論も EU では活発化している訳である。炭素リーケージ対策であるが、さまざまな提案
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が存在する。以下にいくつか例を挙げる。 

 

� 排出権の無償配分 

� 国境調整税（Border Tax Adjustments） 

� 国際セクター別協定 等 

 

3. まとめ 

 

  京都議定書のような、削減目標を持つ国と持たない国という制度では、削減目標を持

つく国の産業が削減目標を持たない国に対して国際競争力を失う結果、生産量の減少や削

減目標を持たない国への生産拠点の移転などが生じる。特にエネルギー集約型産業では顕

著である。その結果、削減目標を持つ国で削減が進んだとしても削減目標を持たない国で

温室効果ガスが増加する結果となる。つまり、炭素リーケージが発生することとなり、温

室効果ガスの削減効率は大きく損なわれる。 

 炭素リーケージ対策として、削減目標を持たない国（例えば、中国）からの輸入に対し

て輸入段階において生産によって発生した温室効果ガスに応じて課税を行う国境税調整

（Border Tax Adjustment）なども提案されているが、WTO の原則に抵触する可能性及び

輸入財の生産に要したエネルギー量や温室効果ガス排出量を正確に把握するのは困難であ

り、その実効性には疑問がある。特に機械産業が提供する製品は非常に広範であり、また

各国からの中間投入財を利用するため、実際に生産時に発生した温室効果ガスの量を把握

するのは不可能である。 

 経済成長段階等各国の事情に応じた負担、いわゆる「共通だが差異のある責任」の原則

に則る必要はあるが、京都議定書のような、一部の国に対しいてのみある基準年からの削

減率の設定では、炭素リーケージが生じるのみならず、今までの削減努力（先行者努力）

を評価しない枠組みとなってしまう。 

 次期枠組みでは、炭素リーケージの抑制、先行者努力を評価する枠組みの設定が望まれ

る。 
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