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Summary:  To tackle the climate change issues, developed countries are 
introducing emission trading schemes (ETS) which entails a cap 
on CO2 emissions. While a stringent cap on CO2 in developed 
countries decrease the emission through the reduction of the 
productions of energy-intensive goods in developed countries, it 
may lead to export manufacturing sectors to emerging economies 
such as China or India. This export of manufacturing facilities 
raises concerns for manufacturing sectors in developed countries, 
known as competitive issues. At the same time, the transfer of 
the manufacturing sectors can increase CO2 emissions in those 
countries, which is called the “leakage” issue.  
The first objective of this center is to quantify the magnitude of 
the leakage as well as to examine the effectiveness of various 
counter leakage measures. Especially, we examine the 
effectiveness of boarder tax adjustments, which impose the 
purchase of emission permits on the import of energy intensive 
goods from countries without stringent carbon policies. 
Another objective of the center is to examine whether boarder tax 
adjustment promotes the participation of emerging economies 
into the post-Kyoto framework in a way that they adopt carbon 
policies comparable with developed economies.  
 



（１） プロジェクトの内容 

背景 

地球温暖化対策のために、先進各国で国内排出量取引制度の導入が検討されている。し

かし、先進国での厳しい排出量取引の導入は、国内のエネルギー多消費産業の生産減少を

招く一方、エネルギー効率の低い、中国やインドへの産業移転につながるのではないかと

いう懸念がある。これは、日本の国際競争力に影響するだけでなく、結果的に二酸化炭素

の排出量増加を招く可能性があり、リーケージ問題（※）として知られている。 
※リーケージ問題： 温室効果ガスの排出量が温暖化対策の緩い地域にリークする（漏れ

る）こと。地球温暖化対策において、例えばある国が厳格な国内対策を講じる場合、生産

は海外に移転し、そのために現地の排出量を増大させるため、地球規模での温室効果ガス

削減は進まない結果となる。 
目的 

本研究プロジェクトは、大きく二つの目的を有している。 
第一に、日本の国内排出量取引制度がもたらす日本の国際競争力への影響と、リーケー

ジ問題を定量的に明らかにし、国際競争力低下やリーケージ防止策について検討し、具体

的、かつ、新たな政策提言に資する。 
第二に国境税調整等のリーケージ防止策が、新興国の国内温暖化政策に与える影響を分

析し、それがもたらす温暖化国際交渉促進効果を、理論的・実証的に明らかにすることを

目指す。 
国内でも、排出量取引制度の試行実施が行われているが、今後、詳細な制度検討が必要

となると予想される。特に、制度設計の議論に置いては、産業の国際競争力やリーケージ

の問題を考慮した定量的な分析が必要とされると考えられる。 
意義 

 本研究プロジェクトでは、国内排出量取引制度における排出枠の配分方法をリーケージ

の観点から分析を行う。そのため、日本企業の国際競争力に配慮し、リーケージを抑制し

た国内排出量取引制度の提案が可能になり、国内政策での合意形成に貢献しうると考えら

れる。 

 また、分析対象とするリーケージ対策には、国境税調整が含まれている。国境税調整は、

BRICS などが積極的な温暖化対策を行わない場合に、その国からの製品に課税しようという

制度である。したがって、そのような中進国を取り組む側面を持つ可能性があると言われ

ている。本研究は、定量的な分析を行うことにより、中国、インドなどの取組に対する効

果分析が期待できる。 

 

研究体制 
本研究プロジェクトは、広く学外の研究者と協力関係を築いていることが特徴的である。

国内では、関東学園大学の協力を得ている。また、米国からは、ハワイ大学、未来資源研



究所（Resources for the Future）、米国・国際貿易委員会（US International Trade 
Commission）の研究者の協力を得て、研究を実施している。 

 

 

 

 

 

（２）これまでの活動事例 
<学会・セミナー報告> 

“Carbon Mitigation Policies on Japanese Manufacturing Industries and 
Competitiveness Issue”Makoto Sugino & Toshi H. Arimura, Resources for the Future 
Lunch Seminar, Washington DC. Sept 08, 2009（予定） 
“Output Based Allocation of Emissions Permits for Mitigating the Leakage Issue for 
Japanese Economy,” Shiro Takeda & Hanae Tamechika, Resources for the Future 
Lunch Seminar, Washington DC. Sept 08, 2009（予定） 
「国際競争力及びリーケージ問題に配慮した排出量取引制度の設計：応用一般均衡分析に

よる生産量に基づく排出枠配分の研究」(武田史郎、有村俊秀、爲近英恵、Carolyn Fischerd、
Alan K. Fox）環境経済・政策学会 2009 年大会（千葉大学）9 月 27 日（予定） 

「国際競争力に配慮した炭素価格政策～産業連関基本分類を用いた分析～」（杉野誠、有村

俊秀）環境経済・政策学会 2009 年大会（千葉大学）9 月 27 日（予定） 
 

 



<研究会> 
Ronald Jones(University of Rochester)“Production Fragmentation and Outsourcing: 
General Concerns” 4 月 7 日 

武田史郎（関東学園大学）「日本経済研究センターCGE モデルによる CO2 削減策の分 
析」4 月 30 日 

杉野誠（上智大学）「国内温暖化対策の産業連関分析」4 月 30 日 
川瀬剛志（上智大学）「WTO 紛争解決手続と「貿易と環境」問題」6 月 11 日 
山崎雅人（上智大学）「循環資源貿易を対象とした応用一般均衡分析」7 月 9 日 
和田謙一（日本エネルギー経済研究所）「地球温暖化交渉の展開と行方」7 月 30 日 
 
<ワークショップ> 
2009 年 8 月 5 日 「ポスト京都の国際交渉と国内排出量取引制度設計」 
新興国対象への国境税調整などが議論されている中、WTO との抵触が懸念されている。

これらの問題を、経済学、法学、政策担当者の第一人者をお呼びし、アカデミックな視点

から議論した。 
 

「ポスト京都の国際交渉と国内排出量取引制度設計」 

第１部 ポスト京都の国際交渉への学問的アプローチ 

樽井礼 （ハワイ大学） 「温暖化国際交渉とゲーム理論」 

高村ゆかり（龍谷大学） 「ポスト京都の国際交渉と国際法」 

第２部 国際交渉と国内排出量取引制度 

原嶋洋平（拓殖大学）  「地球温暖化防止対策と WTOルール」 

西村治彦（環境省）   「日本の国内排出量取引制度」 

全体討論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   <ワークショップの風景> 

 

 

 

 

 

 

 


