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温室効果ガス80％削減、
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2050年の将来像を打ち出せ

　第１の注文は、2050年の日本の姿をはっ
きり打ち出せ、ということである。これか
ら50年に向けて、日本は大きな変貌を遂げ
ることが予想される。中間年次の20年の日
本の姿は、過去の延長線上の姿としてある
程度描くことができるが、50年の姿は、今
と比べ大幅に違った姿になっているはずだ。
なぜなら、日本を取り巻く内外の政治、経
済、社会情勢にこれから大きな変化が生じ
てくるためである。対外的には、中国の存
在が際立って大きくなってくるだろう。国
内総生産（GDP）の規模で、中国が今年、
日本を抜き、世界第２の経済大国に躍り出
る。両国の開きは年を経るごとに拡大し、
50年の中国のGDPは、日本の２倍以上に増
加し、インドのGDPも日本を超えているだ
ろう。それに伴いアジアにおける日本の役

　民主党政権は、温室効果ガス（GHG＝グリーン・ハウス・ガス）の排出量を2020年
に1990年比25％減、2050年には同80％減という野心的な目標を公約に掲げている。
すでに所管官庁の環境省では専門家による作業部会を設け、目標達成のためのロードマッ
プ（工程表）づくりのための準備を進めている。そのためには、これから50年に向けて
日本がどのような姿に変わっていくのか、日本の新しい国家目標は何か、さらに目標を達
成するための基本的な考え方と有効な手法は何かについて明確なビジョンを示す必要があ
る。この点について3つの注文をしておきたい。

割も大きく変わってくる。一方国内に目を
転ずると、少子高齢化を伴いながら日本の
人口が急減してくる。現在１億2700万人程
度の人口が、50年には9500万人程度まで減
少する。今と比べ3000万人以上の減少にな
り、減少率は25％を超える。これだけ急激
に人口が減少すれば、50年に至るある時点
でGDPの規模は最大となり、その後は縮
小に向かわざるを得なくなるだろう。
　しかし、環境省が国立環境研究所AIM
（アジア太平洋統合評価モデル）プロジェ
クトチームに委託し、目下作成しているロ
ードマップの原案（本年３月時点）が想定
している「主な関連社会指標」（表）によ
ると、50年のGDPは現在より５割近く増え
ることが想定されている。30年以降、50年
まで日本の人口は年率１％弱で減少し続け
るので、それに伴って経済成長率もマイナ
スに転ずる可能性が極めて大きい。GDP

寄　稿
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が今より５割近く増加するためには、人口
減少率を大幅に上回る１人当たりGDPの
増加率が必要になるが、それは日本の潜在
成長力から見てもとても不可能な数字とい
えよう。
　さらに驚くべきことは、CO2の排出量が
際立って大きい粗鋼生産が、50年にも現在
とほとんど変わらない年間１億トンが前提
になっていることだ。
　50年の日本の姿としては、とても考えら
れない前提といえるだろう。人口減少とそ
れに伴う成長率の低下、粗鋼生産が今の半
分の5000万トン程度まで縮小すると現実的
に判断すれば、50年の80％削減のうち、半
分の40％近くは需要減（人口減少、GDP
の縮小などによるエネルギー消費の減少）
によって達成できるだろう。過去のいきさ
つ（GDPの規模の縮小は国力の低下を意
味するとして政府として発表できないとい
った考え方）や業界の圧力に屈して、50年
の日本の姿を客観的に描き出すことができ
ないとすれば、それを前提にしたロードマ
ップは、壊れた羅針盤であり、日本の将来
を誤った方向に導くだけである。

一般均衡モデルの限界を打ち破れ

　第２は、一般均衡モデルを活用した環境
政策シミュレーションの限界を打ち破れ、
ということである。一般均衡モデルとは、
供給サイドの企業は利潤極大化、需要サイ
ドの家計（消費者）は効用最大化（経済合
理性）で行動し、両者が市場で出会うこと
により、唯一の均衡価格と数量が決定する
モデルである。このモデルの最大の特徴は、
環境政策が導入されない場合が最も高い経

済成長率が達成でき、環境税や固定価格買
い取り制度などの対策が実施されると、成
長率が落ち、可処分所得が減少し、国民の負
担が増えるという結果を導き出すことだ。
　このモデルは、結果として環境政策の実
施は経済活動にマイナスであり、高率の環
境税導入は、企業収益の圧迫要因になる、
というネガティブ・シミュレーションの役
割を果たしている。
　リーマン・ショックが引き金になった今
度の世界同時不況は、20世紀の繁栄を支え
た石油文明の崩壊を伴う構造不況の性格が
強い。企業が石油をジャブジャブ使って規
模の利益を追求する経営手法には明らかに
限界がきている。消費者行動も、経済合理
性の他に弱者に対する同情や地球環境を守
るというような使命感で行動する人たちが
増えている。地球の限界があらわになった
今日、供給曲線は右上がり、需要曲線が右
下がりといった単純な図式が通用する世界
は限定されている。一般均衡モデルの限界
を打ち破るためには、環境破壊や資源の枯
渇化、人口構成や産業構造、エネルギー構
成比などの大幅な転換をモデルの中に組み
込むための修正が必要である。
　たとえば、１兆円の財政支出を実施する
場合、道路などの公共投資に振り向ける場

表　主な関連社会指標
関連社会指標 2005年実績 2050年

人　　　口（千人） 127,367 94,480

世　帯　数（千世帯） 48,962 43,195

業務床面積（百万㎡） 1,759 1,590

G　D　P（10億円） 540,026 811,010

粗鋼生産量（千ｔ） 112,720 100,000

自動車保有台数（千台） 73,888 63,900

出所）国立環境研究所



38 日本経済研究センター　2010.7

合と太陽光発電投資に振り向ける場合とで
は、乗数効果は大幅に違ってくるはずだ。
また環境税の導入に当たっても、増税では
なく税対象の変更の視点で、税収中立を貫
けば、景気にプラス要因として働く可能性
が大きいだろう。
　一般均衡モデルにこのような修正を加え
れば、環境政策の実施は、経済成長にマイ
ナスではなく、逆にプラス効果が期待でき
る。ポジティブ・シミュレーションが可能
になってくる。

低炭素社会を国家目標に

　第３は、１人当たりGDPの水準を落とさ
ず、良質な低炭素社会の構築を目指すこと
がこれからの日本の国家目標であることを
はっきり打ち出すことである。
　化石燃料依存型の経済発展は、20世紀の
物的繁栄を築きあげたが、その手法による
景気対策は、環境破壊を引き起こしブラウ
ン・フィールド（荒廃地）を次世代に残す
ブラウン・リカバリー（茶色の回復）の性
格が強い。それに対し、今度の世界同時不
況からの脱出はグリーン・リカバリー（緑
の回復）が決め手になる。グリーン・リカ
バリーは、地球再生を目指し、後に緑を残
す新しい発展パターンである。
　グリーン・リカバリーのためには、デカ
ップリング政策を強力に推進していかなけ
ればならない。
　デカップリング政策とは、化石燃料の消
費、別の言い方をすれば、CO2の排出量を
マイナスに転じさせるための様々なイノベ
ーション（技術革新）やそれに伴う新規投
資や需要の拡大によって、右上がりの経済

成長を実現するための政策である。そのた
めには経済発展モデルの転換が必要である
（図１）。
　18世紀後半の産業革命以降、今日まで、
250年近くにわたって、化石燃料と経済成
長は同じ方向を向いて歩んできた。経済成
長のためには化石燃料の大量消費が必要だ
し、化石燃料の大量消費がなければ、高い
経済成長は実現しないという関係だ。両者
は強いカップリング（結合）の関係にあっ
た。しかしこれからは、両者の関係を引き
離す（デカップリング）政策が必要であり、
それが地球温暖化を防ぎ、深刻な世界不況
から脱出する道につながる。

CO2原単位改善の限界

　数年前まで、「環境と経済の両立」とい
う言葉がよく使われた。CO2の原単位を向
上させることで、環境と経済を両立させよ
うとする考え方である。たとえば１単位の
GDPを生産するために排出するCO2を減ら
すことができれば、CO2の排出量は削減で
きる。これがCO2原単位の考え方だ。しかし
原単位の欠点は、総量規制が難しいことで
ある。いくら原単位を改善しても、GDPが
増え続ければ、CO2の総量は増えてしまう。
　この反省からデカップリング政策が登場
してきた。デカップリング政策はCO2の排

図1　経済発展モデルの転換

経済成長

化石燃料（CO₂）

経済成長

出所）筆者作成

化石燃料（CO₂）

① 化石燃料依存型社会 ② 低炭素社会

デカップ
リング
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世紀型の発展パターンから抜け出せないで
いる。日本の場合は、京都議定書に批准し
ており、CO2の排出に対しては厳しい規制
が課せられている。このためCO2を排出す
ればするほど企業にとって収益圧迫要因に
なる。日本の場合は、CO2の排出量をマイ
ナスに転じさせることができない限り、高
い経済成長が実現できなくなっている。
　このジレンマから脱却する道は、デカッ
プリング政策の推進以外にあり得ない。地
球温暖化対策基本法案は今国会では時間切
れで成立しなかったが、秋の臨時国会で成
立する見通しである。同基本法案には、デ
カップリング政策に必要な諸施策が総合的
に盛り込まれている。同法を強力に推進す
ることで、低炭素社会の構築と景気回復、
雇用拡大の３つの目標を同時に実現させる
ことが可能になるだろう。

出総量を削減することを目指している。そ
れを可能にするためのブレークスルー（現
状打破）を伴う様々なイノベーション、そ
れを支える新規投資、新規需要が相乗効果
を発揮して、新しい経済成長を可能にする。
そのためには環境税やイノベーションを誘発
させるインセンティブ税制、固定価格買い
取り制度、CO2の排出量取引制度などの新
しい制度をワンパッケージで導入しなければ
ならない。自然再生を促すため、農林水産
業の復活のための政策も大切だ（図２）。

欧州はデカップリング経済に

　GHGの排出量を20年に25％、50年に80％
それぞれ削減するためには、現状のエネル
ギー多消費型の産業構造や消費行動、化石
燃料依存型のエネルギー構成比などを思い
切って転換させなければならない。現状の
やり方を変えずに、「乾いたぞうきん」を
絞るような非効率な削減方法では、もはや
大幅なCO2削減は不可能である。
　すでに欧州主要国では、デカップリング
政策に成功している。図３は90年と07年の
GDPとGHGの変化を比較している。たと
えば、デンマークの場合、17年間にGDP
は45％増加したが、GHGは逆に13％減少
している。ドイツ、英国、フランス、スウ
ェーデンも同様で経済成長はプラスだが、
GHGはマイナスに転じている。これらの
国では90年代以降環境税の導入など様々な
デカップリング政策を導入し、その効果が
今世紀に入った頃から目に見える形で表れ
てきている。
　先進国の中では、日本と米国だけがGHG
を増やしながら経済成長を増やすという20

図2　デカップリング政策

デカップ
リング

化石燃料（CO₂）

低炭素社会 1. イノベーション
　•省エネ技術（軽薄短小化…）
　•新エネ技術（太陽光、
　　　　風力バイオマス、ヒートポンプ…）
　•電気自動車、LED照明…
2. 新制度設計
　•環境税
　•固定価格買い取り制度、
　•排出権取引…
3. 自然再生
　•農林水産業の復活…

経済成長

図3　主要国のGDPと温室効果ガス排出量との関係
（1990年～2007年）（％）

注）米国、スウェーデンは1990～2006年、独ベルリン自由大学環
　境政策研究所資料などを参考に筆者試算を含む
出所）図2、3ともに筆者作成
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