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競争力に対する
カーボンプライシングの影響とは？
要約

カ

ーボンプライシングは、政府や企業が行う気候変動対策
のうち、最も効果的で効率的な方策の一つである。その

主要メッセージ

原則は単純で、生産者および消費者が経済的な選択を行

• 企業や政府は、低炭素経済に向けたコスト効果の高い

う際にその選択がもたらす温室効果ガス
（GHG）
排出への責任を課

移行を進めるために、カーボンプライシングを活用す

すために、炭素汚染に価格をつけるものだ。的確な炭素価格シグナル

るようになってきている。

は、企業や投資家、消費者が、排出量の多い産業や工程、行動を低炭
素なものへと変化させ、気候変動に対する耐性を強化することを促
す。
カーボンプライシングの導入によってイノベーションと近代化への投
資を促し、競争優位性と経済的なメリットをもたらすことができるが、
一般的にはカーボンプライシングが企業の競争力を脅かすのではな
いかと懸念されている。カーボンプライシングは現在のところ、世界
規模での導入には至っていないため、すでに導入されている国で活
動する企業が、
自社の取引や利益、市場シェアを炭素価格を考慮しな

• カーボンプライシングが受容される上での大きな課題
は、経済的な競争力低下への懸念である。だがこれま
でに得られている証拠によれば、ほとんど影響は見ら
れていない。
• 価格水準が上昇していく中で、競争力の懸念は政治的
な関与や的確な政策によって解決することが可能であ
り、カーボンプライシングを導入する国や地域の広が
りとともに懸念は減っていくと考えられる。

くてよい他国の競合企業に奪われる可能性がある。カーボンプライ
シング政策が招くこのような想定外の結果から、炭素集約度の高い
産業への投資やそれらの企業活動、ならびにそこから排出される

競争力とカーボンリーケージへの懸念は、
カーボンプライシング政

温室効果ガス排出が、炭素排出の規制が厳しい

策の有効性と環境面での効果を左右しかねないため、
これに対処す

市場からより規制の緩い市場へと移転すると

ることは非常に重要となる。競争力に関する懸念は、特にエネルギー

いう、
「カーボンリーケージ」が引き起こされる
可能性がある。

集約型で国際競争下にある
（EITE: Energy-Intensive and Trade
Exposed）
企業にとって重要である。EITE企業では、製品の性質なら
びに温室効果ガス排出が多い生産過程のために、炭素の排出削減余
地が限られている場合が多いからだ。一方で、
カーボンリーケージへ

これまでの実績は、
カーボンプライシングは経済成長
の妨げにはならないことを示唆している。

の懸念は、
カーボンプライシングの普及を阻む重大な政治的障害に
なっている。これまでのところ、
カーボンリーケージが発生していると

見られなかった。1999年に導入されたドイツの電気税が製造業に及

いう証拠はほとんどないが、
リーケージへの懸念によって、政治家が

ぼした影響調査でも、企業競争力の低下は見られなかった。

気候変動対策としてカーボンプライシングを提案することを躊躇す
る可能性があり、
この壁を乗り越えることは大きな課題である。

さらにカナダのブリティッシュ・コロンビア州の炭素税に関する研究
からは、
セメント業界の企業2社が市場シェアを失ったことを除き、産

カーボンプライシング政策を設計する際に、懸念の緩和に的を絞った

業の競争力への影響はほとんどないことが分かった。一方で、同州で

配慮を行う事は可能であり、
また炭素市場の地理的な偏りが解消す

は、現在クリーン技術産業が成長を続けており、200を超える企業が

れば、
リーケージのリスクへの対処はさらに進むだろう。米国カリフォ

推定17億カナダドルの年間収入を上げている。

ルニア州、
カナダのブリティッシュ・コロンビア州及びケベック州の現
在までの実績からは、
カーボンプライシングの導入は、産業の堅調な
成長を妨げるものではなく、産業活動の移転による他国への温室効
果ガス排出の移転につながるものでもないことが示唆されている。
ノルウェーやスウェーデン、
スイス、
フランスも炭素税を導入している
が、
自国の産業界や経済成長に対する負の影響は見られない。このよ
うな経験は、
カーボンプライシングがコスト削減や生産効率の向上、
品質向上を促し、低炭素でエネルギー効率の高い企業に長期的な競
争優位性をもたらし得る良い事例として捉えることができる。また一
般的な環境政策の効果、
とりわけ炭素価格の効果に関する経験的な
事実が、
この結論を裏付けている。

カーボンリーケージがこれまで見られない理由
は、いくつか考えられる。第一に、生産活動や
投資の意思決定において、炭素コストは、制
度の質や資本の調達可能性、労働者の技
能、市場からの近さ、
ガバナンス、税制度
などの条件に比べ、さほど重視されて
いない可能性がある。第二に、企業は
炭素排出の削減でカーボンプライシン
グに対応するが、これによって潜在的
な生産コストの上昇が抑えられ、その
結果リーケージも抑えることができる。

カーボンプライシングは競争力の低下をもたらすか？

第三に、一部の国や地域では既存の炭素

カーボンプライシングは
「汚染者負担」
の原則に基づくものであり、温

るがゆえに生産や投資の意思決定を左右する

室効果ガスの排出による損害コストを各主体が負担することで、温室
効果ガスを多く排出する活動に比べて低炭素な活動が有利になるよ
うに、競争条件を変えることを意図して実施される。カーボンプライ
シングの下では、化石燃料の生産、加工、消費に偏る産業はその縮小
を免れないだろう。
しかしながら、生産や投資に関する意思決定は、市
場からの近さやエネルギーなどの調達コスト、新しい事業所の建設費
用や主要市場への輸送費用、為替相場の変動、人件費、
また事業全般
に及ぶリスクなど、様々な要因に左右されるものである。

価格水準が低すぎるなど、新しい制度であ
には至っていない可能性がある。第四に、政府が
カーボンリーケージのリスクを抑えるために、政策手段
を講じた可能性がある。

炭素価格が上昇する中、競争力への潜在的な影響にうま
く対処できるか？
炭素価格が企業に及ぼす経済的な影響は、政策の設計次第で効果的
に対処することが可能となる。実際、企業にとっての課題は、制度の厳

カーボンプライシングはこういった様々な要因の一つと考えることが

密性よりも制度設計そのものにある場合が多い。企業や産業に対し

できるが、炭素価格が企業経営の成功と失敗を決定付けることを示

て、排出量の削減や低炭素でエネルギー効率が高い行程や代替手段

す証拠はほとんど見られない。例えば英国の生産センサスのデータ

への投資を促すことに的を絞った、市場原理に基づくインセンティブを

によれば、気候変動税
（エネルギー税）
の導入はエネルギー原単位に

与えると同時に、炭素排出量の多い事業活動への補助金を廃止するこ

プラスの影響を及ぼしたが、業績への負の影響や工場の撤退などは

とは、競争環境を変える上で大いに役立つ。その他にも、生産や投資の

政策決定者が使える手段はいくつかある。例えば、低
炭素投資に対する租税優遇措置
（生産や投資の税額
控除など）
、研究開発の税額控除、加速償却、固定価格
買取制度、
事業支援サービスや融資などである。

カーボンプライシングが実施された国や地域における
セメント業界への対応例
サブセクター
または事業活動

カーボンリーケージ
のリスク？

EU ETS第3フェーズ
セメント

炭素集約度が高い

カリフォルニア州
セメント

税額控除、
研究開発の税額控除、
加速償却、
固定価格買取制度、
事業支
援サービスや融資などの施策がある。
政策決定者は、低炭素社会への移行が困難な企業や業界や地域に対
して、移行を促す補助的な措置を検討することもできる。カーボン

その根拠？

高い

炭素集約度が高い
貿易集約度が中程度

高い

炭素集約度が高い
貿易集約度が高い

オーストラリア
セメント用
クリンカの生産

ブリティッシュ・コロンビア州
セメント

化石燃料の販売にのみ課税さ
れるため、セメント生産工程か
らの排出は影響を受けない。

未評価

プライシング政策による収入を地域の経済開発に活用し
たり、国際競争下にある企業や業界の移行支援を行
うことなどである。例えば、欧州排出量取引制度
（EU- ETS）
では、
カーボンリーケージのリス
クにさらされる業界の企業に対して、排出
枠の無償割当を行っている。この政策は、
各企業の排出実績に基づいて、
最も効率
的であった上位10%の企業のみ排出量
全量を無償割当とするものであり、
エネ
ルギー効率の面で同業他社との競争を
促すため、継続的なインセンティブが与
えられるよう設計されたものである。表
に示すように、
セメント業界は、EU-ETS、
カ

よってさらなる排出削減を促すため、5年間にわたってインセンティブ
を付与する計画である。
南アフリカ共和国の炭素税案は、
EITE産業に対して最大90％までの免
税措置を設けている。免税措置は、価格シグナルの低下により政策効
果が弱まるため、段階的に縮小されるとはいえ、企業が新しいビジネス
モデルへと移行するための貴重な時間的猶予を与えることにもなる。
競争力への懸念に対処するための制度設計上の調整は、後にその調
整策を廃止する際の政治的な障害を避けるための明確な出口戦略を
持って、
慎重に対象を絞り、
暫定的なものとする必要がある。

リフォルニア州の排出量取引制度、今は廃止

長い目で見れば、
カーボンプライシング政策には、効率的で低炭素の

されたオーストラリアの制度など、
カーボンプ

製品や工程が炭素集約度の高い活動に比べて有利となるように、世界

ライシングが導入された国において、
カーボンリー

経済の構造を変え、
カーボンリーケージのリスクを軽減することが期

ケージのリスクを抱えるEITE産業の一つである。2015
年にカナダのブリティッシュ・コロンビア州の州政府は、低炭素

待されている。カーボンリーケージは
まだ何ら大きなかたちで現れ

なセメント生産を促すための移行措置の導入を発表した。州政府は、
セ

ていないが、カーボン

メント業界に低炭素燃料への移行を促し、炭素集約度の削減目標に

プライシング政

競争力への負の影響には、的を絞った政策と補助的
な措置によってうまく対処することができる。

www.carbonpricingleadership.org

カーボンプライシングは競争力を高めることができるか？

カーボンプライシングが多くの国や地域に広く普及
し、統合され、調和がとれたものになれば、競争力への
影響に関する懸念は薄れていくと考えられる。

カーボンプライシングは近代化と生産性向上を促進する。これは競
争力の支障となるものではなく、むしろ高めるものである。なぜな
ら、最先端技術を活用して事業展開を行う企業は、新たな市場機会
を掴むからだ。経済成長を促しながら同時に排出量を削減する政策

策が世界中に分散している状態では、その懸念は消えることはないだ
ろう。
世界銀行グループの
「炭素市場ネットワーク化」
イニシアティブでは、
現
在分散している炭素市場を相互に連結し、安定した国際的な炭素市場
を築くため、
どのようなサービスや制度が必要かを特定し、問題解決の
手法を模索している。炭素市場がつながれば、異なる国や地域の企業
が同じ市場や顧客を巡って競争する場合、炭素価格という面では対等
の立場に立って競い合うことができるという考えである。炭素市場をつ
なげることによって、
企業がより低いコストで効率的な排出削減を実現
するための選択肢が拡大するという利点もある。

パッケージの一つとして、
カーボンプライシングを活用している国も
ある。例えば、
スウェーデンの炭素価格は世界で最も高いが、同国で
は産業部門もGDPも共に成長していると同時に、温室効果ガスの排
出量も減少している。
最後に、競合に打ち勝つ手段として、内部炭素価格付けを導入する
企業が増えつつある。例えばマイクロソフト社は、社内の各部署に
炭素課金を割り当て、集めた資金を基金に入れる。この基金は、エネ
ルギー効率化や再生可能エネルギーの購入、競合他社を抑えて市
場シェアを獲得するための新しい製品ラインの立ち上げなどへの追
加的な資金として、利用することができる。ヘルスケア、素材、栄養
分野の事業を手がけるオランダの企業DSM社は、大規模な投資の
意思決定を行う際、1トン当たり50ユーロの社内炭素価格を適用し
ている。それによって、初期段階でエネルギー節減の機会を見出し、
組織内の意識を高めることで、
「 将来性のある」
企業として存在し続
けようとするものである。
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