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現在に至る

パリ協定後の「脱炭素経済」において
カーボン・プライジングがイノベーションに与える影響に関する研究

本研究は、カーボンプライシングがイノベーションに与える影響を、
「技術的イノベーション」と「社会的
イノベーション」に区別しながら、とくに後者に焦点を当てて明らかにすることを目的としている。とくに、日
本の産業構造転換を社会的イノベーションの代表的事例として取り上げ、経済成長と温室効果ガス排
出量の減少が同時達成できる「デカップリング」の実現に、カーボンプライシングが果たす役割を明らかに
しようとした。
現在の産業構造の下で日本経済が、炭素生産性指標で過去 20 年間にほとんど成長せず、国際的
にみても劣後してしまった背景には、日本の産業構造上、温室効果ガスの大量排出セクターが同時に、
低収益セクターでもあるという要因によることがデータから確認された。これに対して他の先進国では、
カーボンプライシングを導入し、付加価値を高めながら温室効果ガス排出を削減することに成功しており、
その背景には産業構造の転換や企業の事業構造転換があったことが示唆される。これは、デカップリ
ングが既存の技術や産業構造の延長線上にではなく、非連続的な産業構造や事業構造の転換によっ
て可能になることを意味している。これは単に技術上のイノベーションの問題ではなく、社会的なイノベー
ションの問題である。逆にいえば、本研究で確認された日本の産業構造の特徴は、社会的イノベーショ
ン（「産業構造転換」）によって、温室効果ガス排出を削減しながら経済成長を遂げていく余地が日本に
は存在すること、その可能性を、カーボンプライシングによって切り拓くことが可能であることを示している。
カーボンプライシングの導入は、現行の技術と産業構造を前提とした温室効果ガスの排出削減インセン
ティブだけでなく、長期的には技術と産業構造を脱炭素型に切り替えていく「社会的イノベーション促進
インセンティブ」を与える可能性がある。
カーボンプライシングをめぐる研究はこれまで、主として技術的イノベーションに焦点を当ててきたが、本
研究は、社会的イノベーションに焦点を当てることの重要性を強調し、今後の実証研究を含め、新しい
研究領域を切り開いていくための基礎を提供しうると考える。
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1. 本研究の問題意識、仮説、研究課題
2016 年 11 月4日に発効した「パリ協定」で合意された、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較
して 2 度未満に抑える目標は、現在の経済社会システムの延長線上で実現することはできない。何ら
かの非連続的な発展が必要であり、それを「イノベーション」と呼ぶ。日本でイノベーションは往々にして
「技術革新」と言い換えられるように、技術的側面から理解されることが多い。だが、シュンペーターを
引用するまでもなく、イノベーションは技術以外に市場参加者、市場構造、社会の仕組みに関わるあら
ゆる非連続的発展を含んでいる（ Schumpeter 1912 ）。
本研究では後者、つまり、温室効果ガス排出削減に寄与する技術革新もさることながら、
「社会的
イノベーション」を成功させることこそが、脱炭素社会に到達する上で決定的に重要だと考える。社会
的イノベーションとは、科学技術の非連続発展とは異なる、社会システムの非連続的な発展・変革を意
味する。本研究では、研究の便宜上、いったんイノベーションを、
「技術的イノベーション」と「社会的
イノベーション」とに区別する。両者が密接に連関をもっていることは明らかだが、これまで「イノベーショ
ン」といえば技術のみに焦点を当てる議論が多かったこと、イノベーションを往々にして「技術革新」と
訳す場合が多いことなどから、あえて本研究ではイノベーションの社会的側面に焦点を当てるため、両
者を概念上、区別することにしたい。
イノベーションは、経済学者シュンペーターの定義によれば、非連続的な発展であり、
「新結合」を伴
う。非連続的発展に技術以外の社会的要素を含めてイノベーションを論じたシュンペーターの精神を引
き継ぎ、本研究では「社会的イノベーション」を以下のように定義する。
社会システムを構成する原理の根本的変更（極端な場合「革命」、あるいは「改革」）により、
制度的・法的・政策的枠組みが変更され、新しい原理の下で社会が鋳なおされる結果、新し
い担い手が生まれ、彼らの相互作用の結果として「新結合」が生じ、
「技術的イノベーション」
がもたらされる社会的環境が整備されることを、
「社会的イノベーション」という。
前述のように、両イノベーションは相互作用的である。再生可能エネルギー
（以下、
「再エネ」と略す）
を例にとれば、その普及が、それをめぐる技術の発達によって可能になったことは言うまでもない。しか
し、なぜその普及の度合いに、同じ先進国でも差が出てくるのか。これは技術発展の相違だけでなく、
再エネ促進政策の相違や、再エネ普及を取り巻く経済的・社会的規制（自然保護、土地利用など）の
あり方、さらには再エネをめぐる社会的合意形成など、社会的要因も大きく効いていることは、多くの先
行研究が明らかにしている通りである。つまり、再エネ技術は存在していても、社会システムがそれを
受け入れ、うまく活用していく仕組みを整えていない限り、技術の社会的実装は妨げられてしまう。した
がって、イノベーションを論じる場合には、その技術的・社会的両側面とその相互作用に焦点を当てる
必要がある。
本研究が対象とする環境税や排出量取引制度といった環境政策上の政策手段は、最近では「カー
ボンプライシング」とまとめて呼ばれるが、これらに関する既存の研究の多くは、① 環境政策上の効果、
② 費用効率性、そして③ 動学的効率性（イノベーション）に焦点を当て、それらの定性的・定量的分
析を行ってきた。その焦点はやはり、カーボンプライシングがどのようにして「技術的イノベーション」を引
き起こせるか、という点にあった。
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本研究の目的はこれら先行研究とは異なって、カーボンプライシングと「社会的イノベーション」の関
係を明らかにする点にある。具体的には、
（ 1 ）技術的イノベーションと社会的イノベーションを区別しつ
つ、社会的イノベーションによる「脱炭素化」にはどういう方途がありうるのか、
（ 2 ）そのような社会的イ
ノベーションを実現する上で、カーボンプライシングはどのような役割を果たしうるのか、この 2 点を明ら
かにすることを目的とする。とくに本研究では、
「社会的イノベーション」の具体的な姿として低炭素経
済への移行、とりわけ低炭素経済を可能にする産業構造への転換に研究対象を絞ることにした。

2 . 先行研究と本研究の方法
環境規制がイノベーションを促し、産業の競争優位をむしろ高めうる可能性を示した「ポーター仮
説」は、本研究の出発点である（ Porter and Linde 1995；浜本 1997 ）。カーボンプライシングに関し
ては、経済学では政策手段の相互比較の観点から、①「環境税」、②「有償配分に基づく排出量取
引制度」、③「無償配分に基づく排出量取引制度」、という順で比較優位をもつことが明らかにされて
きた。また、政策手段は往々にして複数を併用する「ポリシーミックス」となることが多いが、その場合、
政策手段の組み合わせ方によっては、環境税や排出量取引制度が本来もつ動学的効率性が弱めら
れることも分かっている。
実証研究も行われており、なかでも興味深いのはスウェーデン NOx 排出課徴金である（ OECD
2010 ）。それによれば、この課徴金により排出削減技術の研究開発が進み、時間とともに限界排出削
減費用が下方シフトしたことが明らかにされている。再生可能エネルギーの領域でも、技術進歩で発電
コストが継続的に低下してきたことが知られている。だが近年はそれに加え、
「再生可能エネルギー固
定価格買取制度（ FIT ）」が導入されたことでイノベーションの普及が進み、規模の経済と学習効果
が働いてさらなる費用低下が生じていることが、実証的に確かめられている。
しかし問題は、国内外ともに研究の論点が「技術的イノベーション」に絞られ、
「社会的イノベーショ
ン」に関しては、研究がまだほとんどみられない点にある。本研究の役割は、カーボンプライシングが産
業構造の転換という意味で、社会的イノベーションを引き起こす可能性について、検討を行った。
具体的には、炭素生産性（＝GDP ／ 温室効果ガス排出量）を指標に取り、日本と主要先進国の比
較を行う。それによって、日本が経済成長を図りつつ温室効果ガス排出量を削減していく「デカップリン
グ」に必ずしも成功しえていないこと、その背景要因として技術的要因だけでなく、社会的要因が影響
している可能性を示唆する。つまり、経済成長を推進するに足るだけの付加価値を創出しつつ、温室
効果ガスの排出を削減するためには、技術進歩のみならず、産業構造の「脱炭素化」が必要になる。
本研究では、こうした産業構造の脱炭素化を、社会的イノベーションの1 種としてとらえる。
以上の視点を踏まえて本研究では、財務省「法人企業統計」各年度版の「業種別、規模別資産・
負債・純資産及び損益表」、環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」各年度版、GIO
温室効果ガスインベントリオフィス「温室効果ガスインベントリ」各年度版データを用いることで、GHG 大
量排出 11 業種の各年度「炭素生産性」と「総資本営業利益率（ ROA ）」を計算、日本の産業構造と
温室効果ガス排出の関係を分析する。この結果、日本経済の「脱炭素化」に向けて、産業構造の転
換を図ることで経済成長を促進しながら、温室効果ガスの排出削減を行う余地が大きいことを見出す。
最後に、カーボンプライシングを、そうした産業構造転換を促すための政策手段として位置づける可能
性について論じ、結論とする。
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3 . 「脱炭素化」と経済成長の関係
温暖化対策は、経済成長を阻害すると主張されてきた。しかし、各国のこれまでの経験から得られ
たデータから明らかなように、こうした主張に必ずしも明確な根拠はない。たしかに高度成長期はいず
れの国でも、GDP の成長にともなって比例的に、あるいは、それ以上の比率でエネルギー消費量や
CO2 排出量が伸びていた。しかし1990 年代初頭に始まった温暖化対策の結果、2000 年代以降に「デ
カップリング」
（経済成長とCO2 排出量の伸びの分離）と呼ばれる現象が観察されるようになってきた。
つまり経済が成長しても、CO2 排出量は逆に減少するようになってきたのである。
図 1 経済成長と温室効果ガス排出削減の両立

［出所］東京都税制調査会平成 30 年度第 1 回小委員会資料 5「環境関連税制に関する分科会報告（概要
版）」,16 頁 , みずほ情報総研作成 .

図 1 は、日本、スウェーデン、フランス、カナダの 4カ国について、1990 年を100とした場合の GDPと
CO2 排出量の伸び、そして炭素税率の推移を示したものである。このなかで、スウェーデンとフランスは
明確にデカップリングの傾向を示している。これに対して日本は、依然として GDPとCO2 排出量がほぼ
比例的に伸びており、デカップリングしきれずにいる。カナダは、2000 年頃までは日本と同様に、成長率
とCO2 排出量の伸びが比例的に推移していたが、それ以降、デカップリング傾向を示すようになった。
同様の傾向はイギリス、
ドイツでも観察されている。
このことは、
「炭素生産性」の国際比較を行えば、より明瞭となる。
「炭素生産性」とは、GDPをCO2
排出量で除した値である。
「労働生産性」が GDP を就業者数で除した値だったのに対し、就業者数
をCO2 排出量で置き換えたものが、炭素生産性となる。炭素生産性は、1 単位の CO2 排出を許容する
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代わりに、付加価値（ GDP ）をどれだけ生み出せるかをみることで、成長の質を測る指標だといえる。
炭素生産性を向上させるには、分母の CO2 排出量を削減するか、あるいは分子の付加価値を引き上
げる必要がある。
図 2 主要国第二次産業の炭素生産性の推移（当該年為替名目ベース）

［出所］環境省（ 2018 ）,「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」取り
まとめ参考資料集 , スライド61 枚目 .

図 2 は、主要国の第二次産業における炭素生産性推移を示している。我々にとってショッキングなこ
とに、1995 年にはスイスに次いで第 2 位の水準だった日本の炭素生産性は、その後低迷し、次々と他
国に抜き去られる中で、2015 年には米国に次ぐ最下位水準にまで低落している。労働生産性の推移
と同様のことが、炭素生産性でも起きていたのだ。21 世紀の資本主義が、
「脱炭素経済の獲得をめぐ
る競争」としての色彩を強めていくのだとすれば、日本はその闘いですでに後塵を拝していることを、こ
の図は示している。
こうした状況が明らかになってきたのは、温暖化対策が本格的に始まった 1990 年以降、30 年近く
データが蓄積されてきたことが大きい。データによる検証が可能になったことで、温暖化対策をめぐる論
争は、ほぼ決着がついてきたといえる。つまり結論は、
「温暖化対策は成長と両立する」ということだ。
それどころか、温暖化対策は企業に事業構造の見直しを迫り、
「炭素集約的で低収益」な事業領域
からの脱却を促し、
「低炭素だが高収益」な事業領域への転換を促すことで、成長を後押ししてきた
可能性すらある。
欧州諸国が炭素生産性を高めてきた背景には、産業構造転換によって「製造業のデジタル化／
サービス産業化」を進め、事業領域をより高付加価値分野に移しつつ、CO2 排出量を削減する戦略を
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とってきたという事情がある。日本企業はこれまで、狭い意味での「ものづくり」を強調しすぎたことで、旧
来型「ものづくり」の発想に囚われてしまった。製造業は 1980 年代以降、デジタル化／サービス産業化
が進行しており、日本はこれに出遅れることになった。このことは同時に、脱炭素化をも困難にしている。

4 . 脱炭素化と産業構造の転換
炭素生産性という指標は、炭素排出を許容する代わりに、その国／産業／企業がどれだけ付加価
値を生み出して経済発展に寄与しているのかを評価する指標である。この視点から、日本の製造業を
より詳しく分析してみることにしたい。
図 3は、環境省の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に基づいて抽出した CO2 大量排
出上位 11 業種について、各年度の業種別 CO2 排出データと、財務省の「法人企業統計」に記載され
ている各年度の業種別付加価値データに基づいて、各年度の業種別炭素生産性を計算し、その推
移を図示したものである。この図で注目すべきは、炭素生産性の業種別推移よりも、その業種間での大
きな格差である。
図 3 CO2 大量排出上位 11 業種における炭素生産性の推移（単位：万円／ t-CO2 ）

［出所］著者作成 . 業種別 CO2 排出量データについては、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」による各年度
温室効果ガス排出量の集計結果資料に基づく. また、業種別付加価値データについては、各年度版「法人企業
統計年報」の「業種別 , 規模別資産・負債・純資産及び損益表」に基づいている.
［注］ここでの CO2 排出量は、「熱電力配分後（間接排出）」のデータに基づく。つまり、電力会社の発電事業による
排出を、電力消費者の排出とみなし、各業種の電力消費量に各電力会社の排出係数（ CO2 排出量［ t-CO2] ／
発電量［KWh ］）を掛け合わせた値が、各業種の CO2 排出量としてカウントされている点に留意 . 図 4も同様 .
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例えば、同じCO2 大量排出上位 11 業種でも、電気機械器具製造業は t-CO2 あたり100～150 万円
の付加価値、金属製品製造業は同 80 ～ 130 万円もの付加価値を生み出しているのに対し、鉄鋼業
はわずか同 1 ～ 2 万円、石油・石炭製品製造業に至っては同 0 ～ 4 万円の価値しか生み出せていな
い。もし我々の産業構造を、鉄鋼業や石油・石炭製品製造業のような炭素集約型産業から電気機械
器具製造業や金属製品製造業などの高付加価値産業にシフトさせれば、同じ付加価値を生み出しつ
つ、CO2 排出の大幅な削減が可能になるだろう。
図 4 CO2 大量排出上位 11 業種における炭素生産性と総資本営業利益率（ ROA ）の関係（ 2014 年）

［出所］著者作成 . 炭素生産性の元データについては、図 3 と同様 . 総資本営業利益率データについては、「法人企業
統計年報」の各年度版「業種別財務営業比率表」に基づいて作成 .

次に、
「付加価値」という国民経済的な評価視点に加えて、
「利益率」という投資家的な評価視点
を導入することにしよう。後者の指標として、
「総資本営業利益率（ Return on Asset：ROA ）」をここ
では用いることにしたい。これは、
「本業で稼いだ利益（営業利益）」を「総資本（負債＋純資産［株主
資本］）」で除した値である。銀行からの借入れであれ、株式発行であれ、調達した総資本を投下して
いかに効率的に利益を上げているかで、その業種／企業を評価する指標である。
図 4 は、炭素生産性指標を水平軸に、縦軸には利益率（ ROA ）をとり、各業種がその中でどこに
位置するかを明らかにしたものである。各業種の位置づけを評価する際の基軸として、製造業全体の
平均値を縦方向と横方向の矢印で示している。この基軸を基準としてこの平面を、北東方向の第 1 象
限、北西方向の第 2 象限、南西方向の第 3 象限、そして南東方向の第 4 象限に分割することができる。
そのうえで、CO2 大量排出上位 11 業種のデータをプロットしていくと、どの業種が、どのような性質をもっ
ているかをよく理解できる。
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図 4 から読み取れることの第一は、
「製造業全体平均」よりも炭素生産性の低い業種は、
「化学工
業」を除いて、いずれも利益率がきわめて低いという点である。
「窯業・土石製品製造業」、
「パルプ・
紙・紙加工品製造業」、
「鉄鋼業」はいずれも、炭素生産性のみならず、利益率が製造業全体平均よ
りも低く、
「石油・石炭製品製造業」に至っては利益率がマイナスの値にすらなっている。
第二は、第二象限に位置する「化学工業」は、炭素生産性で評価すれば製造業全体平均よりも低
いが、利益率では CO2 大量排出上位 11 業種の中でもトップを占める例外的存在だという点である。
第三に、CO2 大量排出上位 11 業種の中で、第 1 象限に位置する「輸送用機械器具製造業」と「金
属製品製造業」は、利益率が製造業全体平均を上回り、なおかつ炭素生産性が非常に高い。
表 1 CO2 大量排出上位 11 業種の総資本営業利益率の推移（単位：％）

［出所］著者作成 . 総資本営業利益率データについては、「法人企業統計年報」の各年度版「業種別財務営業比率表」
に基づいている.
［注］網掛けを行っている欄は、その年に当該業種が、製造業全体平均以上の収益率を達成したことを示している.
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以上のように、同じ CO2 大量排出業種といっても、それが生み出す付加価値や利益率に着目すれ
ば、きわめて多様な性質をもっていることがわかる。第 1 象限の業種のように、炭素生産性と利益率の
両方で好成績を収めている業種がある一方で、第 3 象限の業種のように両者ともに大きく見劣りする業
種もある。今後、日本経済が脱炭素を図りつつ、経済成長を達成するには、第 3 象限から第 1 象限へ
と日本の産業全体を押し上げていくか、あるいは産業構造転換を促し、日本の産業の重点を図の北東
方面にシフトさせていくことが必要となる。
もっとも図 4 は、あくまでも2014 年時点でのスナップショット（瞬間写真）であり、特に利益率は景気の
状況その他によって大きく変動するため、各業種の図 4 上のポジションが時間とともに変化する可能性
もある。そこで、各業種の収益率がどのように経年変化してきたのかを確認しておくことにしよう。それ
を示したのが、表 1である。
この表には、CO2 大量排出上位 11 業種の収益率（ ROA ）の推移（ 1990 ～ 2015 年）が記されてい
る。網掛けが行われている欄は、その業種のその年の収益率が、製造業全体平均の収益率を上回っ
ていたことを意味する。ここから、図 4 の第 3 象限に位置する5 業種（「窯業・土石製品製造業」、
「パ
ルプ・紙・紙加工品製造業」、
「鉄鋼業」、
「石油・石炭製品製造業」）の収益率は、ほとんどすべて
の期間にわたって製造業全体平均を下回っていたことが分かる。鉄鋼業の収益率も、バブル崩壊直
後から製造業平均を下回るようになり、一時期（ 2003 ～ 2008 年）こそ、
「爆食」とも称された中国需要
の盛り上がりによって高収益率を記録したが、
リーマン・ショック後は、再び低収益の状態に戻っている。
上記 5 業種とは逆に化学企業は、全期間にわたって製造業全体平均を上回る収益率を達成している。
この表から、少なくともバブル崩壊以降の約 30 年間については、収益率の高低は「循環的」というよ
りも「構造的」な要因によって規定されているとみてよい。つまり図 4 は、2014 年に特有の状況を示して
いるのではなく、過去 30 年間における各業種のほぼ「定位置」を示しているとみて差し支えない。

5 . 産業政策上の政策手段としての「カーボンプライシング」
以上、CO2 大量排出上位 11 業種を分析してみたところ、炭素生産性の低い業種は、同時に収益率
も低い傾向が見いだされた。その対極には、両者とも製造業全体平均を上回る結果を出し続けている
業種群が存在する。こうした事実から、産業政策／環境政策を通じて炭素生産性と収益率の両者を
同時に引き上げる（図 4 の北西方面へのシフト）ような産業構造転換を行うことで、
「日本経済の成長と
脱炭素化の同時達成」を実現できる可能性が存在することが分かった。
スウェーデンをはじめ、経済成長とCO2 排出の「デカップリング」を達成した国々は、20 世紀の産業
構造と技術の延長線上にではなく、大胆に産業構造を転換したことで初めて、
「グリーン成長」を可能
にした。これが、本研究でいう「社会的イノベーション」である。企業レベルでも事業構造を大胆に見
直すことで、時間をかけてより付加価値が高く、よりCO2 排出の少ない、つまり両者が重なり合う事業領
域へと進出することで高い収益率とCO2 排出削減の同時達成に成功している欧州企業が多い。日本
ではこうした転換が進まなかったために、デカップリングにいまだ成功できていない。
では、どのようにしてそのような産業構造転換を促せばよいのか。その有力な鍵となるのが、
「カー
ボンプライシング（ carbon pricing ）」である。これは、環境税や排出量取引制度のように、CO2 の
排出に対して価格づけを行う政策を指す。つまり、CO 2 の排出を禁止こそしないものの、その排出が
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地球環境に与える負の影響（「外部不経済」）を反映した対価を排出者に負担させる仕組みである。
デカップリングに成功した国々に共通しているのが、このカーボンプライシングの導入である。
カーボンプライシングは、環境政策上の政策手段と長らく位置づけられてきた（諸富 2000 ）。この点
はもちろん、いまも変わらない。しかし、北欧諸国が 1990 年代初頭に炭素税を導入して以来、30 年近
くが経過する今日、その経験から得られたデータに基づいて、カーボンプライシングが少なくとも経済成
長を阻害することはないことが判明した。それどころか、これはあくまでも仮説の段階だが、カーボンプ
ライシングが産業構造転換を促し、結果としてそれを採用した国の経済成長を促進した可能性すら考
えられる。つまりそれは「環境政策の手段」を超えて、
「産業政策上の手段」や「経済成長促進政策」
として機能した可能性がある。これは、カーボンプライシングが産業の国際競争力を阻害し、経済成長
に負の影響を与えると考えてきた従来の観念を覆すものであり、その妥当性は、実証研究によって確か
められる必要がある。この点を留保しつつも、あえてこの仮説を、デカップリングに成功した欧州諸国を
とって敷衍するならば、その論理は次のようになるであろう。
1990 年代に本格的な温暖化対策に着手した欧州諸国では、炭素税をはじめとするカーボンプライシ
ングの導入が、世界に先駆けて始まった。同時に、1970 年代の石油ショックとインフレがもたらした高賃
金や、日本、韓国、台湾をはじめとする東アジア諸国の台頭により、欧州の重厚長大産業は 1980 年代
までに競争力を失っていた。彼らは、生き残るためにも産業構造を転換せざるをえなくなった。その結
果、より高度な製造業に移行すると同時に、
「製造業のサービス産業化」を図ることで、より付加価値
の高い事業領域に進出していく。これは、現在でいう「第 4 次産業革命」につながる途である。総体と
して、欧州の産業は無形資産投資の重視に転換し、
「非物質化」の色彩を強めていった。
脱炭素化は、以上のような変化とほぼ同時並行的なプロセスとして進行した。重厚長大産業からよ
り高度な製造業への進化や、製造業のサービス産業化は、高付加価値化の道であると同時に、CO2
排出量の削減へ向けた道でもあった。個別企業のレベルでも、グローバル化、情報化／デジタル化、
高齢化／長寿命化などとならんで、脱炭素化が、経営戦略策定の際のメガトレンドとして、欧州企業
の意思決定に反映されるようになっていく。つまり、企業の経営戦略上、高付加価値化へ向けたベクト
ルと脱炭素化へ向けたベクトルが、同じ方向を向くようになったのである。
脱炭素化は、格好の投資機会をもたらした。低成長時代に入って経済が成熟化してくると、投資機
会が減少するが、脱炭素化のために新しい製品・サービスを開発・製造しなければならない。そのた
めに、新しいインフラを整備しなければならない。さらには、エネルギー供給構造を脱炭素型に切り替え
ねばならない。これら一連の転換が、脱炭素化投資を喚起してくれるのだ。これらの投資が国内で行
われれば、もちろん GDP の拡大につながる。さらに、長期的にはこうした投資がエネルギー生産性を
向上させ、生産設備の更新を通じてビンテージを引き下げ、生産性の向上につながる。
カーボンプライシングは、以上の変化を後押しする政策手段になったと思われる。それは価格体系
を、脱炭素化に有利な方向に切り替えた。しかも、炭素税の税率はたいてい、いったん導入されると、
段階的に引き上げられていく。脱炭素化に向けて対応しなければ、それがもたらすビジネス上のリスク
は、時間とともに大きくなってしまう。脱炭素化が不可避で、いずれカーボンプライシングの水準が引き
上げられていくならば、必要な事業構造の転換を遅らせるのは得策ではない。カーボンプライシングは、
欧州企業の事業構造転換を後押しすることで、彼らをより高付加価値の事業領域へと押し出すのを促
したと思われる。

10

6 . 結論と今後の研究課題
本研究は、現在の産業構造の下での日本経済が、炭素生産性指標で過去 20 年間にほとんど成長
を図ることができず、国際的にみても劣後しつつあることが確認された。その背景要因として日本の産
業構造上、温室効果ガスの大量排出セクターが同時に、低収益セクターでもあるということが、データ
から確認された。これに対して他の先進国では、カーボンプライシングを導入し、付加価値を高めなが
ら温室効果ガス排出を削減することに成功しており、その背景には産業構造の転換や、個別企業レベ
ルでは事業構造転換があったことが示唆された。これは、デカップリングが既存の技術や産業構造の
延長線上にではなく、非連続的な転換によって可能になることを意味する。このことは日本でも、社会的
イノベーション（「産業構造転換」）によって、温室効果ガス排出を削減しながら経済成長を遂げていく
余地があることを示している。
他方、カーボンプライシングはこれまで環境政策上の手段として位置づけられてきたが、それを超え
て、産業政策上の手段として位置づけることの重要性が本研究から示された。つまりそれは、現行の
技術と産業構造を前提としたままで温室効果ガス排出の削減インセンティブを与えるだけでなく、長期
的には技術と産業構造を脱炭素型に切り替える「社会的イノベーション促進インセンティブ」を与える可
能性がある。もっとも、本研究ではこの点を示唆するにとどまり、本格的な実証研究は今後の課題とし
たい。また、カーボンプライシングがこうした「新しい役割」を果たすための制度設計のあり方について
も、さらなる研究が必要である。カーボンプライシングをめぐる研究がこれまで、技術的イノベーションに
焦点を当ててきたのに対し、これからはそれが、社会的イノベーションを引き起こしうるか否かについて、
さらなる実証研究を進める必要がある点を強調して、本研究のまとめとさせて頂きたい。
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