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添付資料
エネルギーの減少を抑え、エネルギーの代替が効率良く行われていることが確認された。
②③より、新規の炭素税を導入するのではなく、グリーン化により、経済への影響を低減
し、効率的に温暖化対策が進むことが確認された。したがって、今後の制度設計として、
さらなるグリーン化が有力であると考えられる。
グリーン化において、残されている課題がある。①家庭部門の削減効果が望めないこと、
②（新規の課税と共通の課題であるが）エネルギー多消費産業の生産量が大きく減少し、
国際競争力を失ってしまうこと、③海外の温室効果ガス排出量が増加し、国内で削減され
た温室効果ガス排出量のほとんどが打ち消されてしまうことの 3 点である。①の解決策と
しては、家庭部門のみの新規の課税をグリーン化と合わせて行なうことにより充分な削減
効果が望めることが確認された。②と③は、密接に関わっており、エネルギー多消費産業
の海外流出により、海外の温室効果ガス排出量が増加すると考えられるが、②の解決策と
して議論されている鉄鋼部門の免税措置により、海外の温室効果ガス排出量の増加は回避
できないことが確認された。また、鉄鋼部門の免税措置により、温室効果ガスの削減効果
がほぼ半減することも確認された。今後の課題として、以上のような課題を解決すべく、
税の効果的な還流方法など、より良い制度設計を勘案することが重要である。
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１．はじめに
環境税とは、環境政策の中でも、経済的手段と呼ばれるものの一つである。経済的手段
とは、従来、経済活動において、環境保全費用が過小評価されていたため、価格を媒介と
し、適切な費用負担を行なうために、導入される手法であり（外部不経済の内部化という）
、
①税・課徴金、②補助金、③排出取引、④デポジット制の４つに分類される。OECD は、
1980 年代後半以降、地球環境問題が顕在化すると、経済的手段を用いた環境政策の勧告を
行なってきた。経済的手段を用いるメリットとしては、費用対効果が高いことなどがあり、
直接規制による環境政策が主流であった我が国においても、経済的手段の重要性が、認識
され始めている。環境税について、多くの議論がなされているが、適応の多様性があり、
①汚染者負担で課税する、②汚染者負担で課税し、さらに目的税化1し、環境対策に用いる、
③受益者負担2で課税するなどがある。②については税収も環境対策にあてることにより、
対策効果が大きい(結果的に、課税が少なくて済むようになる)ことから注目されている3。
我が国において、現在、環境税の大きな動きがあるが、特に、地域の取り組みが、活発
であるように思われる。2000 年 4 月に、地方分権一括法が施行され、自治体の法定外税4の
導入が比較的容易となり、法定外目的税の導入も可能となったことから、産業廃棄物税、
森林保全・水源税の導入が進んでいる。地域での環境税の導入は、地域特性に合わせて、
細かな制度設計ができるため、有効な対策であるといえる。温暖化対策としての環境税も、
効率的に税を用いるために、地域での導入が好ましいが、越境性の規模の問題や、汚染者、
被害者、受益者等の明瞭性の問題から、地域での導入は難しい5とされている。したがって、
温暖化対策としての環境税は国レベルの議論となっている。
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税の導入にあたり、①他の税の税率を下げて税収を中立とする、②税収を一般財源とする、
③税収を特定財源とし、特定の対策に用いるという３つの可能性があり、③を目的税化と
いう。目的税化することは、使途がはっきりしていることや国民負担が少なく済む（対策
効果が高いため）ことなどから、国民の支持を得られやすいが、環境税はそもそも、外部
不経済を内部化し、市場の歪みを是正することにあるため、環境税として好ましくないと
いう議論もある。
2 汚染者がはっきりしない場合、受益者が負担する場合もある。例えば、地域で、水源税を
導入する際、水源を利用する受益者が水源保全の費用を負担とすることしているが、これ
を受益者負担と言う。
3 環境省で議論されている温暖化対策としての環境税も、汚染者負担で課税するが、目的税
化することで、国民の費用負担を減らすとしている。
4 法定で定められている税目以外の税を法定外税という。
税収を一般財源とするものを法定
外一般税、税収を特定財源とするものを法定外目的税という。2000 年 4 月以前は、自治体
は、法定外一般税のみが認められていた。受益者負担も、税収を特定財源とすることから、
目的税であり、法定外目的税が可能となったことから、自治体の環境税の適用の多様性が
広がったといえる。
5 温暖化対策としての環境税は、国レベルで導入する可能性が高い。しかし、諸富（2000）
によると、自治体においても、他地域と共同（国レベルでも良い）で導入し、使途はそれ
ぞれの自治体が、地域特性に合わせて用いる、共同税としての地域環境税の可能性もある。
本研究では、課税段階にのみ注目し、国レベルで、税の制度設計について議論をする。
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我が国は、京都議定書の国際的な枠組みの中で、厳しい温室効果ガスの削減目標を設定
されており、実効性のある温暖化対策が求められている6。そうした中で、温暖化対策推進
のための手段の一つとして、環境税の導入が検討されている。環境税の考え方としては、
新規の炭素税の導入と既存税制のグリーン（環境配慮）化に分けて考えることができる。
環境税を導入するにあたり、必ずしも新しく環境税を導入する必要はなく、本来は、温暖
化対策を目的としていない既存の税において、間接的に温室効果ガスの排出削減に貢献し
ていると考えられる税（自動車関連税やエネルギー関連税など）7をさらに環境配慮型する
ことにより、温暖化対策促進につなげることが可能である。図表１は環境税の概念を表し
たものであるが、Ⅰ、Ⅱは、それぞれ、既存のエネルギー税と非エネルギー税（自動車関
連税等）の環境貢献度を示している。温暖化対策としての環境税の導入は、Ⅰ、Ⅱを拡大
する既存税制のグリーン化8と新規の炭素税の導入（Ⅲ）と表すことが出来る。
図表１

エネルギー税

温暖化対策としての環境税の考え方

エネルギー税

Ⅰ

Ⅰ
Ⅲ

非エネルギー税 Ⅱ

既存税制

非エネルギー税

Ⅱ

温暖化対策としての環境税
（出典）石弘光（1999）を参考に富士通総研作成

本研究では、エネルギー税の環境貢献度（Ⅰ）を中心に議論する。次章では、我が国の
エネルギー税制を環境貢献度の視点から整理し、３章では、新規の炭素税の導入の効果と
グリーン化の効果を比較分析し、温暖化対策としての環境税のあり方について考察する。
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我が国は、世界最高水準のエネルギー効率であることなどから、京都議定書の目標達成は
非常に困難であるとされている。実際に、京都議定書の目標達成のための削減コストは、
欧州諸国にくらべて非常に高い値であると算出されている。
7 これらの税がなくなると、温室効果ガスの排出の増加につながると考えられるため、間接
的に、温暖化対策に貢献していると考えられる。
8 本研究では、エネルギー税のグリーン化に焦点をあてる。自動車関連税には、自動車重量
税（国税、道路特定財源）、自動車税（都道府県税、一般財源）
、自動車所得税（都道府県
税、道路特定財源）、軽自動車税（市町村税、一般財源）などがあるが、自動車税、自動車
所得税には、車種や用途の環境負荷の大きさによって増減税する、グリーン化が導入され
ている。
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２．我が国のエネルギー税制について
本章では、我が国のエネルギー税制を、環境貢献度の視点から整理する。まず、既存の
エネルギー税の環境貢献度をあらわすものとして、インプリシットな炭素税について説明
し、国際比較の既存研究を紹介する。次に、我が国のエネルギー税制を整理して、現在の
環境税の動きについて考察する。
２．１．インプリシットな炭素税について
既存のエネルギー税は、実質的には、どれだけ温室効果ガスの排出に対して税負担して
いるのか、使用エネルギーごとの炭素含有量などから、インプリシットな炭素税として、
税率を算出することができる。インプリシットな炭素税が高いほど、温室効果ガスの排出
に対して税負担をしており、エネルギー税制の環境貢献度が高いと考えられる。
Hoeller and Wallin (1991)により、OECD 加盟国のインプリシットな炭素税が算出され
ている（図表２）。1988 年時点において、日本のインプリシットな炭素税は OECD 加盟国
の中で、米国（28US$/tC）、カナダ（52US$/tC）についで、3 番目に低い値（79US$/tC）
となっている。我が国のエネルギー税制の環境貢献度は非常に低いとことを示唆しており、
我が国は、産業保護政策など歴史的背景から、環境負荷の高い石炭に対し非課税であった
など、税制に歪みが生じているためと考えられる。
図表２

インプリシットな炭素税と環境税の制定年度

国名

インプリシットな炭素税（US$/tC）

環境税の制定年度

フィンランド

107

1990 年

スウェーデン

214

1991 年

ノルウェー

182

1991 年

デンマーク

147

1992 年

イギリス

106

2001 年

スイス

198

2005 年（予定）

ドイツ

95

1999 年

フランス

229

憲法院違法判決

オランダ

89

1990、1996 年

イタリア

223

1999 年

日本

79

2003 年

米国

28

--

カナダ

52

-（出典）各種資料により富士通総研作成

さらに、欧州諸国では、OECD による経済的手段導入の勧告を受けて、1990 年頃より、
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エネルギー税制のグリーン化など、温暖化対策としての環境税の導入が進んでいる（図表
２）
。そのため、欧州諸国のインプリシットな炭素税はさらに高くなっていると考えられる。
日本と欧州諸国は、京都議定書において、厳しい温室効果ガスの削減の目標が設定されて
いるが、欧州諸国と比較すると、我が国にも、環境税の税負担の余地は、残されていると
考えられる。また、環境負荷の高い石炭への非課税といったような税制の歪み9も、早急に
取り除くべきである。環境負荷の少ないエネルギーへの代替が求められている。
２．２．我が国のエネルギー税制と環境税の動き
この節では、我が国のエネルギー税制を環境貢献度の視点から整理しながら、経済産業
省によるエネルギー税制のグリーン化と環境省による環境税の動きについて考察する。
まず、我が国のエネルギー税制を整理する（図表３）。
図表３
税目
原油関税

課税対象
輸入原油

既存のエネルギー税制
税収

税率

（億円）

215 円/kl

527

税の種類
関税

原油、輸入石

2,040 円/kl

油製品、ガス

720 円/kl

炭化水素

670 円/kl

揮発油税

ガソリン

48,600 円/kl

28,365

国税

地方道路税

ガソリン

5,200 円/kl

3,035

国税

石油ガス税

自動車 LPG

17,500 円/ton

280

国税

軽油取引税

軽油

32,100 円/kl

12,472

都道府県税

石油税＊

税の使途
主に石炭対策
石油及びエネル

4,880

国税

ギー需要高度化
対策
国の道路財源
地方公共団体の
道路財源
国・地方公共団体
の道路財源
地方公共団体の
道路財源
空港整備・地方公

航空燃料税

ｼﾞｪｯﾄ燃料油

26,000 円/kl

1,064

国税

共団体の航空対
策費

電源開発税＊

電力

445
円/1,000kWh

3,799

国税

電源開発促進税

（出典）各種資料をもとに富士通総研作成
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石（1999）によると、我が国の産業政策における、石炭非課税などの税の優遇策は、負
のインプリシットな炭素税と考えることが出来る。
6

我が国のエネルギー税は、エネルギーや電力の需要者、道路の使用者に対して、受益者
負担の観点より課税されている。これらの税収は、特別財源として使途を限定している。
エネルギー需要の高度化や電源開発の促進、道路整備のための財源となっている。
経済産業省では、2002 年 12 月に、エネルギー特別会計を見直すにあたり、エネルギー
税制を段階的にグリーン化することとなった。図表３の＊の税目、石油税と電源開発税が、
対象となっている。2003 年 4 月より、石油税の税率を引き上げて、今まで非課税であった
石炭へも新たに課税することになり、石油石炭税と改名された。税率は、2007 年 4 月まで
に段階的にあげることとし、税収が中立となるよう、電源開発促進税の減税も段階的に行
なわれる（図表４）
。ただし、鉄鋼の製造に使用する石炭について、2005 年 4 月まで石油
石炭税を免税するとしている。
図表４
税目

石油石炭税

電源開発促進税
（円/1000kWh）

課税対象

エネルギー税制のグリーン化10
税率
2003 年 10 月

現行

2005 年 4 月

2007 年 4 月

原油

2,400 円/kl

LPG

670 円/t

800 円/t

940 円/t

1,080 円/t

LNG

720 円/t

840 円/t

960 円/t

1,080 円/t

石炭

---

230 円/t

460 円/t

700 円/t

電力

445

425

400

375

現行維持

（出典）財務省資料より富士通総研作成
さらに、歳出の見直しも行なわれ、税収の一部を温暖化対策に割り当てることとした。
歳出のグリーン化も行なわれたのである。具体的には、石油石炭税の増税部分を、環境省
との共管で、温暖化対策に使途を限定することした。石油石炭税の税収は、石油税の税率
の引き上げと石炭への新規の課税により、2003 年度は 100 億円の増税が見込まれている。
では、経済産業省のエネルギー税制のグリーン化が、どのような意味を持つのか、環境
貢献度の視点から整理する。既存のエネルギー税も、間接的に温室効果ガスの排出を抑制
しており、エネルギー税制の環境貢献度をインプリシットな炭素税として算出されること
を 2.1 節で紹介した。ここでは、使用するエネルギーごとに、どれだけ温室効果ガスの排出
に対して税負担をしているのかを算出する。使用エネルギー別に、発熱量や発熱量あたり

2005 年 4 月以降は、鉄鋼の原料炭（製造に使用する石炭）の免税処置の有無について、
明らかにされていない。本稿では、グリーン化の効果は、2007 年度以降の最終税率を用い
るが、注釈のない場合、基本的に鉄鋼免税はないとして分析している。また、鉄鋼部門の
免税を扱うときは、分析に用いるモデルの性質上、原料炭とエネルギー使用の石炭を分け
ることが出来ないため、全ての石炭使用に対する免税を分析することとする。
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の二酸化炭素の排出量から、間接的な税負担を算出することが出来る（図表５）。図中の→
はグリーン化による税率の変化を示しており、2007 年以降の最終税率を用いている。
図表５

使用エネルギー別の税負担11
二酸化炭素

エネルギー12

税目

税率

発熱量

排出量
（gC/Mcal）

原油

原油関税
石油税

215 円/kl
2,040 円/kl

80.23

2,900

8,000kcal/l

80.46

− −

9,200kcal/l

78.39

8,000kcal/l

78.39

8,700kcal/l

77.47

38,989

8,400kcal/l

76.65

83,635

12,000kcal/kg

68.33

石油税

軽油

軽油取引税

灯油

石油税

ｼﾞｪｯﾄ燃料

航空燃料税

26,000 円/kl

揮発油税

48,600 円/kl

地方道路税

5,200 円/kl

自動車用

石油ガス税

17,500 円/ton

LPG

石油税

670→1,080 円/ton

天然ガス

石油税

720→1,080 円/ton

9,800kcal/kg

56.39

輸入 LNG

石油税

720→1,080 円/ton

13,000kcal/kg

56.39

石炭

石油石炭税

0→700 円/kl

6,350kcal/kg

99.60

ガソリン

32,1000 円/kl
− −

（円/tC）

9,400kcal/l

重油

− −

税負担

44,510
− −

22,160→
22,660
1,303→
1,954
982→
1,473
0→1,107

（出典）各種資料をもとに富士通総研作成
図表から、使用エネルギーによって、間接的な税負担が非常に異なっていることが確認
される13。また、グリーン化前では、石炭への課税は行なわれていなく、エネルギー税制に
歪みが存在していたことが分かる。脚注９に述べているように、環境負荷の高い石炭への

11

については、原油段階に課税されており、税率を求めるのが困難なため、表示して
いない。
12 電力使用の場合は、さらに電源開発税がかかる。発電のために用いるエネルギーにより
異なるが、二酸化炭素の排出量を 0.091tC/1000kWh と仮定すると、電力使用による税負担
は、グリーン化前では 4,890 円/tC、グリーン化後では、4,121 円/tC となる。
13 これらの税負担を一律の Pure な炭素税に切り替えるというグリーン化の議論もある。
Yokoyama et. al.(2000)において、その効果が議論されている。しかし、既存のエネルギー
税は、受益者負担で（他の目的で）課されているものであるため、望ましいグリーン化の
あり方の議論が大切である。本研究では、そのような議論を目的とせず、エネルギー税制
のグリーン化として、経済産業省によるグリーン化のみを分析をする。
− −
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非課税は、負のインプリシットな炭素税（エネルギー税制の環境貢献度を下げる要因）で
あると考えられる。そのため、経済産業省によりグリーン化は、このような税制の歪みを
取り除く意味ある対策であったことを意味している。
次に、環境省の環境税の動きを整理する。2003 年 11 月現在において、環境省案として
の具体的な環境税の制度設計を提示し、国民の意見を求めている。昨年 3 月に改正された
温暖化対策推進大綱で提唱されたステップ・バイ・ステップのアプローチ14では、環境税は、
第１ステップの 2004 年度までに、対策の効果が十分でなかった場合、見直しの期間である
第２ステップからの導入を検討するとしていた15。そのため、経済産業省によるエネルギー
税制のグリーン化は、環境省に先がけた、環境税の導入となった。ただし、経済産業省と
環境省が合意した文書（覚書）によると、エネルギー特別会計の歳入の見直しは、税負担
の公平化の観点から、石炭への新規の課税を行なっているため、環境省が第 2 ステップに
向けて検討している環境税とは別のものであるとされている。
環境省の提案している環境税は、新規の炭素税の導入としている16。税率は、低税率（3,400
円/tC）を提案しており、現下の経済や雇用の情勢を踏まえて、経済の姿を劇的に変えない
ように配慮している。税を目的税化し、税収を効率的に温暖化対策に用いることにより、
京都議定書の目標を達成することが出来ると試算している。また、税を目的税化しないで、
価格のインセンティブのみで目標を達成するためには、45,000 円/tC という高い税率になる
と試算されている17。目的税化して低税率とすることは、税の導入にあたり、合意の形成は
比較的容易であると考えられるが、どれだけ、税が効率的に還流することができるのか、
目標達成にむけて、不確実な要素となる。2004 年度までの対策の見直しにおいて、税収の
使途の有効性という観点から、対策の効果を積極的に評価するべきである。
2002 年 4 月から 2005 年 3 月までが第 1 ステップ、2005 年 4 月から 2008 年 3 月までが
第 2 ステップ、2008 年 4 月からが第 3 ステップとなっている。温暖化対策推進大綱には、
京都議定書における温室効果ガスの排出削減（90 年度比で 6%削減）の目標を達成のため、
100 以上に及ぶ対策・施策が盛り込まれている。第１ステップにおいては、それらの対策を
推進させることとし、第 2 ステップで、対策・施策の進捗状況や効果を評価し、見直しを
行なうとしている。また、第３ステップからが、京都議定書の第１約束期間となっており、
温室効果ガスの排出削減義務が生じる。
15 中央環境審議会や環境省では、税の検討の他にも、産業界の自主行動計画の着実に推進
するための方策や、民生・運輸部門における対策の強化、事業者による国際的な取組みで
あるクリーン開発メカニズム（CDM）、共同実施（JI）の支援、排出量取引制度、石油特別
会計を利用した省エネ、代替エネルギー対策などの検討も行なっている。
16 課税方法は、化石燃料への最上流課税（輸入時点または採取時点での課税）または、上
流課税（エネルギー転換後の課税）にするとしている。課税による価格インセンティブ効
果や他の政策との組み合わせやすさを考えると、下流での課税（最終消費段階での課税）
が好ましいとされているが、課税事務の執行可能性から断念されている。
17 国立環境研究所･京都大学で開発されたＡＩＭモデル
（ボトムアップ型モデル）によると、
90 年度比で２％の温室効果ガスを削減するコストは、目的税化しない場合、45,000 円とな
っているが、税収の使途を省エネルギー投資への補助金として還流したところ、税率は
3,400 円の低税率でも可能であるとしている。

14
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本研究では、エネルギー税制のグリーン化と新規の炭素税について比較分析をするが、
税の使途ではなく、課税の効果（価格インセンティブの効果）を中心に議論する。今後の
制度設計として、どのような課税形態が望ましいのか、環境税のあり方に考察を加える。
前述したように、経済産業省と環境省の覚書には、エネルギー税制のグリーン化は、環境
省の検討する環境税と独立のものであるとしているが、さらに、覚書には、石油税の税率
の見直しは、将来における税率変更も含めて両省が協議の上でこれを行なうとされている。
そのため、今後の環境省による制度設計において、エネルギー税制のグリーン化は多いに
活用されるべきであろう。

３．モデル分析
本章では、シミュレーション分析により、エネルギー税制のグリーン化と新規の炭素税
の導入の効果を比較する。
３．１．モデルの解説
まず、分析に用いるモデルを紹介する。本研究では、GTAP-E という、オーストラリア
のニューサウスウェールズ大学の Truong 氏によって開発された一般均衡モデルをもとに
分析を行っている。従来の一般均衡（GTAP）モデルでは、炭素税の導入による、環境負荷
の少ないエネルギーへの代替効果が適切に考慮されていないと考えられている。添付資料
に GTAP モデルと GTAP-E モデルの企業行動の枠組み（生産関数）を示している。企業の
生産活動において、生産要素（付加価値財）や中間投入財を用いることとなるが、それら
の価格が変化したときに、どれだけ他の財へ代替していくのかということを、企業行動の
枠組みは表している。GTAP-E モデルの枠組みでは、エネルギー財間での代替18を考慮した
構造となっており、炭素税の導入により、エネルギー財間の代替が行われる19。富士通総研
は Truong 氏と共同で、GTAP-E の更なる開発をして、濱崎(2002)で、部門別課税が可能と
なった。本研究においては、使用エネルギー別に課税ができるように改良し、エネルギー
税制のグリーン化の効果を評価することが可能となった。
GTAP-E のデータベースは、GTAP の version 4 のデータベースを用いており、1995 年
度のデータとなっている（為替レートは 94 円/1$）20。そのため、95 年度のデータベース
を、2010 年度のものと仮定して、環境税導入の効果を測定する。また、国・地域の区分は、
米国、中国、旧ソ連、日本、インド、EU、純エネルギー輸出国、純エネルギー輸入国の８

18

エネルギー財と生産要素（土地、労働力、資本）との代替も考慮されている。
GTAP-E モデルの性格上、GTAP モデルよりも、炭素税導入の効果が大きくあらわれる
ことになる。例えば、京都議定書の目標達成のための削減コストを算出すると、GTAP-E
モデルでは、
GTAP モデルの場合とくらべ、１０分の１以下となる。
GTAP-E モデルと GTAP
モデルで用いる価格の代替弾力性の値など、より詳しく追及する必要があると考えている。
20また、削減目標は、2010 年度の BAU に対する実質的な削減目標（EIA による測定値）
を用いることにする。
19
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地域であり、部門区分は、石炭、原油、ガス、石油・石油製品、電力、鉄鋼、化学、他製
造業、農林水産、サービスの 10 部門となっている。
３．２．分析結果
本研究では、経済産業省のグリーン化と環境省の環境税案を、個別に評価するのではな
く、それぞれの制度の効果を比較することを目的としている。そのため、環境省案の税率
は用いず、グリーン化の場合と同量の削減効果をもつような新規の課税の税率を用いて、
経済への影響などを比較分析をする。
まず、経済産業省によるグリーン化の温室効果ガスの削減効果を算出する。ここでは、
2007 年以降の最終税率（図表４）を用いることとする。データベースの部門区分の制約に
より、LPG や LNG の税率の引き上げは扱うことができないため、石炭への新規の課税と、
電力の減税の効果を評価する21。また、鉄鋼部門の免税処置はないとする。
シミュレーション分析の結果から、グリーン化の温室効果ガスの削減効果は 2.4%となる
ことが確認された（図表６）
。一方、温暖化対策推進大綱において、エネルギー起源による
削減目標は、2010 年度の BAU（何も対策を取らない場合）に対し、7%の削減としている
が22、エネルギー起源による削減目標の 3 割強の削減効果があることが確認された。
次に、今後の制度設計に向けた議論の展開のために、さらなるグリーン化の効果も評価
してみる。エネルギー起源による削減目標である 7％の削減は、石炭への増税（4,220 円/tC）
、
電力の減税（−267 円/1,000kW）とすることにより達成されることが確認された。
図表６
課税形態

税率

グリーン化と新規課税の税率
さらなる

グリーン化

新規炭素税

一律(円/tC)

--

450

--

1,600

石炭(円/tC)

1,107

--

4,220

--

-70

--

-267

--

電力
(円/1,000kWh)
削減効果

2.4％

グリーン化

新規炭素税

7.0％
（出典）富士通総研

21

実際には、石油石炭税の増税分を温暖化対策に用いるとしており、税還流の効果は非常
に大きいと考えられる。しかし、ここで用いるモデルでは、ミクロな税収の還流（技術の
導入への補助金など）の効果を評価する事ができない。そのため、課税の効果のみを評価
する。
22 温暖化対策推進大綱において、
温室効果ガスの削減目標は、2010 年度の BAU に対して、
14％の削減としているが、そのうち、７％がエネルギー起源による削減目標になっている。
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図表 6 に示すように、グリーン化やさらなるグリーン化による温室効果ガスの削減効果
と同量の削減効果を持つ新規の炭素税の税率は、それぞれ、450 円/tC（2.4％の削減効果）
と 1,600 円/tC（7.0％の削減効果）である。
では、このような環境税を導入すると、産業部門へどのような影響があるのか、各部門
の生産量変化率を図表７に示す。グリーン化と新規炭素税ともに、エネルギー多消費産業
である鉄鋼部門の生産量の減少が顕著である。グリーン化においては、他部門の 5−６倍の
減少率となっていることが分かる。グリーン化と新規の課税の共通の課題となっている。
鉄鋼部門を除いた他の多くの部門では23、グリーン化の方が、生産量減少率を抑えることが
可能である。さらなるグリーン化（7.0％の削減効果）では、新規の炭素税導入に比べて、
1/２から 1/３近く生産量減少率を抑えていることが確認される。さらに、グリーン化の方が、
産業部門の総使用エネルギーの減少も抑えることが可能である。このことは、環境負荷の
少ないエネルギーへの代替が、効率良く行われていることを意味している。産業部門への
影響の大きさやエネルギーの代替の効率の高さから、グリーン化の方が優位な制度設計で
あると考えられる。
図表７
削減効果
2.4％

課税形態

生産量変化率（％）

総使用エ

鉄鋼

化学

他製造業

農林水産

サービス

ネルギー

グリーン化

-0.10

-0.02

-0.02

-0.02

0.00

-1.03%

新規炭素税

-0.08

-0.04

-0.03

-0.03

0.01

-1.55%

-0.33

-0.05

-0.06

-0.05

-0.01

-3.01%

-0.28

-0.15

-0.11

-0.10

0.03

-4.45%

さらなる
7％

グリーン化と追加的な税の経済への影響

グリーン化
新規炭素税

（出典）富士通総研
グリーン化により、効率的に温室効果ガスが削減する事が確認されたが、京都議定書の
目標達成のため、さらなる対策が求められている。しかしながら、京都議定書目標達成の
ための我が国の温室効果ガスの削減コスト24は、欧州諸国に比べて非常に高く、国内対策の
推進は難しいとされている。図表８に、日本と欧州諸国の目標達成のための削減コストを
示している。シミュレーション分析結果によると、さらなるグリーン化の後、削減コスト

23

新規の炭素税導入の場合、サービス部門での生産量の増加が確認されるが、要因分析が
必要である。
24 国内対策のみで、京都議定書の目標を達成する場合の削減コストを意味している。実際
には、京都メカニズムを利用して、海外で温室効果ガスの排出を削減したりすることも、
目標達成のための手段として認められている。しかし、国内対策の推進は、環境産業発展
のための好機となると考えられ、国内対策が推進するような制度設計が重要である。
12

は欧州諸国と同じレベルまで下がることも確認され、国内対策の推進が期待される。
図表８

グリーン化前後の目標達成のための削減コスト（CO2 の価格）

国名

削減目標25

日本
EU

CO2 の価格（円/tC）
既存税制

グリーン化後

さらなるグリーン化

6％

7,400

6,900

5,600

8％

5,700

5,700

5,700
（出展）富士通総研

以上のように、グリーン化は非常に効果的な対策であることを確認したが、グリーン化
においても、いくつかの課題が残っている。まず、第一に、グリーン化では、家庭部門で
の削減効果が、全く望めないことである。図表９に示すように、同量の削減効果（2.4%）
を持つグリーン化と新規の炭素税による、家庭部門の削減効果を比較すると、新規の炭素
税では、3％も削減されるのに対し、グリーン化の効果はほぼ 0％の削減効果である。また、
7.0％の削減効果をもつグリーン化と新規の炭素税についても、同様の結果が確認される。
この問題の解決策として、グリーン化後、さらに家庭部門のみに新規の炭素税を導入する
ことが考えられる（図表９では複合施策と表記している）
。さらなるグリーン化の後、家庭
部門のみに新規の炭素税（税率 1,600 円/tC）を導入すると、家庭部門でも 8％の削減され
ることが分かった。さらに、家庭部門のみの新規の課税により、産業部門へ与える影響は、
ほとんどないことも確認されており、複合施策では、グリーン化の利点も保っている。
図表９
2.4％

削減効果
課税形態
家庭部門
削減効果

家庭部門での削減効果
2.9％

グリーン化

新規課税

複合施策

0.0％

3.1％

3.2％

7.0％
さらなる
グリーン化
-0.1％

8.2％
新規課税

複合施策

8.2％

8.3%

（出展）富士通総研
第二の課題は、エネルギー多消費産業である鉄鋼部門の影響が、特に大きいことである。

京都議定書の削減目標は 90 年度比で、日本は 6％、EU 諸国は 8％と設定されているが、
EIA によると、2010 年の BAU に対する実質目標値は、日本は 20.3％、EU 諸国は 17.5％
となると言われている。本研究では、EIA の実質目標値を用いて、削減コストを算出して
いる。ただし、EIA と環境省では、BAU の見積もりが異なっている。そのため、環境省の
実質目標値は 14％となっている。EIA による見積もりを仮定すると、地球温暖化対策推進
大綱でのエネルギー起源による削減目標も異なってくると考えられる。
25
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新規の炭素税と共通の課題となるが、我が国のエネルギー多消費産業の競争力を失うこと
を意味している。さらに、エネルギー多消費産業の海外への流出は、世界規模の温室効果
ガス削減の妨げにもつながると考えられる。産業が海外へ流出することにより、海外での
温室効果ガスの排出量が増加すると考えられるからである。
国内での温室効果ガスの削減にともない、海外の温室効果ガスの排出が増加することを、
リーケージと言う。リーケージの効果は、

海外の温室効果ガスの増加量
リーケージ・
レート ＝
国内の温室効果ガスの削減量
により評価される26。新規の炭素税導入において、リーケージ・レートは 40％強となり、
国内での削減量の 40％以上が、海外での排出増加により打ち消され、世界規模の削減効果
から見て、有効な対策であるとは言えない。グリーン化において、リーケージ・レートは、
80％にものぼることが確認され、さらに非効率な対策であると言える（図表１０）
。
図表１０
課税方法

リーケージへの影響
グリーン化

新規課税

さらなるグリーン化

免税なし

鉄鋼免税

免税なし

鉄鋼免税

削減効果

2.4%

7.0%

2.4%

1.4%

7.0%

4.1%

リーケージ・レート

40%

44%

81%

83%

82%

82%

鉄鋼部門の生産量変化率

-0.08%

-0.28%

-0.10%

-0.33%
（出典）富士通総研作成

これらの問題の解決策として、税制の優遇策により、エネルギー多消費産業を保護し、
海外への流出を抑えるという可能性がある。例えば、鉄鋼部門での免税処置があげられる27。
しかし、図表１０に示すように、免税処置により、鉄鋼部門の生産量減少率は抑えること
ができるが、リーケージ・レートは 80％強と変わらない。リーケージの問題の改善策とは

26

ここでは、日本のみで環境税導入した（又は、削減目標を定めた）場合の式となってい
るが、複数国で環境税導入した（又は、削減目標を定めた）場合、分母は複数国の削減量、
分子は他国の増加量となる。実際には、日本のみでなく EU 諸国においても、削減目標が
設定されるため、リーケージ・レートは小さな値となる。本研究においては、リーケージ・
レートの絶対量を議論するのではなく、制度を比較分析するという観点から、相対的な値
として評価している。
27 他にも、社会保障費の企業負担分や法人税の軽減処置などがあげられる。濱崎（2001）
によると、社会保障費の企業負担分の軽減処置による、産業の生産量変化率に与える影響
は少なく、あまり効果が望めないことが分かっている。さらに、エネルギー多消費産業へ
の過度な軽減処置も、産業全体でみた厚生の悪化につながるとされており、望ましい制度
設計ではない。
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ならないことが確認された28。また、免税措置により、国内での温室効果ガスの削減効果は
2.4％から 1.4％（さらなるグリーン化では 7％から 4％）へと大きく減少する。産業保護の
ための免税処置は、税制の歪みを残すだけでなく、国内での温室効果ガスの削減の妨げと
なる。

４．まとめと今後の課題
我が国のエネルギー税制の環境貢献度は低い値であった。石炭への非課税など、税制に
歪みがあったことなどから、暗黙のうちに、温室効果ガスの排出量の増加をもたらしてい
たと考えられる。温暖化対策を推進させるために、このような歪みをなくし、エネルギー
税制をグリーン化することが重要である。
温暖化対策としての環境税には、エネルギー税制のグリーン化や新規の炭素税導入など
があるが、経済への影響と対策の効果の観点から、今後の制度設計はどのようにあるべき
か、シミュレーションにより、比較分析をした。分析の結果、グリーン化による温室効果
ガスの削減効果は非常に大きく、新規の炭素税の導入よりも、経済への影響を低減しなが
ら、効率的にエネルギーの代替がすすむことが確認された。さらにグリーン化をすすめて、
京都議定書の目標達成のための削減コストを欧州諸国と同じレベルまで引き下げることは
可能であり、国内対策の推進が期待される。
グリーン化の問題点として、①家庭部門での削減効果がないこと、②エネルギー多消費
産業が競争力を失うこと、③海外での温室効果ガス排出量が増加し、世界規模の温室効果
ガスの削減効果が望めないことなどがあげられる。①の解決策としては、グリーン化後に
さらに家庭部門のみに新規に課税することなどが考えられる。②と③の解決策の模索が、
今後の課題である。②と③は、密接につながっているように見えるが、②の解決策となり
うる鉄鋼部門の免税措置は、③のリーケージの問題の解決策にはならず、さらに、国内で
の温室効果ガスの削減の妨げになる。
これらの問題の解決策を探るために、リーケージ・レート増大の要因を分析することが
大切である。グリーン化におけるリーケージ・レートは、新規炭素税の場合よりも、圧倒
的に大きな値となっている。さらに、鉄鋼部門の免税を行った場合も、全く、リーケージ・
レートは下がらない。エネルギー多消費産業の海外流出以外の要因があり、それらの要因
を明らかにすることにより、税の効果的な還流の方法など、より良い制度設計のためのヒ
ントになると思われる。また、新規の炭素税とグリーン化の利点を生かすような制度設計
も重要であろう。

28

エネルギー多消費産業の海外流出は、リーケージ･レートの増大につながると考えられる。
しかし、免税措置による産業保護が、解決策とならないことから、他の大きな要因が存在
すると考えられる。日本のエネルギー需要低下にともなう、海外のエネルギー価格の低下
なども要因として考えられる。
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最後に、京都議定書の枠組みにおいて、削減義務を設定されているのは、実質的には、
日本と欧州諸国のみである。このような状況では、国内のより良い制度設計と世界規模で
の削減の両立は難しい。世界規模の削減のためには、国内制度設計の模索とともに、京都
議定書の次の約束期間にむけた制度設計をし、提案していくことが大切である。
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添付資料

GTAP と GTAP−E の企業行動の枠組み

企業の生産活動において、生産要素（付加価値財）や中間投入財を用いており、それら
の価格が変化したときに、どれだけ他の財へ代替していくのかということを、企業行動の
枠組み（生産関数）は示しているが、従来の GTAP モデルでは、炭素税導入にともなう環境
負荷の少ないエネルギーへの代替効果が、適切に考慮されないことを、3.1.章で述べた。
ここでは、実際に、GTAP と GTAP‑E の企業行動の枠組みを確認する。
図表 A と図表 B に示すように、
GTAP モデルと GTAP-E モデルの生産関数の枠組みでは、
最終生産部分は Leontief 型の生産関数となっている。Leontief 型の生産関数においては、
財の価格の変化により代替は促されないようになっており、価格の代替率（σ）はゼロと
なる。これに対し、CES（Constant Elasticity Substitution）型の生産関数では、価格の
変化にともない、価格の代替率に比例して、財の代替が促されるようになっている。生産
要素29の生産関数は CES 型になっており、価格の変化にともない、財の代替が行なわれる。
一方、中間財の生産関数については、輸入財と国内財の代替が行われるのに対して、国内
財の間の代替は行われないようになっている。
図表 A

GTAP モデルの企業行動の枠組み

Output
σ＝０

Value-added

All other inputs
(including energy input)

σVA

Land

Labor

σD

Capital

Domestic

Foreign

Region 1

29

ただし、生産要素は、国・地域間での移動ないと仮定している。
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…

σM

Region r

従来の GTAP モデルでは、図表 A に示すように、生産要素は、土地、労働、資本を意味
しており、これらの間では、価格の変化による代替が行なわれている。エネルギー財は、
他の中間投入財と同様に扱われており、エネルギー財間の代替や他の生産要素との代替は
行われない。図表 B に示すように、GTAP-E では、エネルギー財を、他の生産要素と同じ
枠組みで扱うことにより、エネルギー財間での代替や他の生産要素との代替も考慮される
ようになった。そのため、炭素税導入による効果が適切に評価できるのである。
図表 B

GTAP-E の企業行動の枠組み

Output
σ＝０

Value-added
(including energy inputs)

All other inputs
(excluding energy input but
including energy feedstock)

σVAE

Natural Land
Resources

Labor

σD

Capital-Energy
Composite

Domestic

Foreign

σM

σLAB
Skilled

Unskilled

Region 1

…

Region r

さらに、GTAP‑E モデルのエネルギー財の代替の構造をみると、非常に込み入ったつくり
となっている。生産要素の中で、エネルギー財は Capital-Energy Composite という形で、
図表 C のように構成されている。エネルギー財間での代替の起こりやすさを反映するよう
に、Capital-Energy Composite の枠組みは構成されているのである。
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図表 C

GTAP-E の Capital−Energy Composite の枠組み

Capital-Energy Composite
σKE

Capital

Energy Composite
σENER
Non-Electricity

Electricity
σD

σNELY
Coal

Domestic

Non-Coal

σD

Domestic
σNCOL

Foreign

Gas

Oil

σM

Petroleum

Region 1
σD

σM
……
Region 1

…

Foreign

Region r

Domestic

Foreign
σM

Region 1
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Region r

…

Region r

