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研究課題 環境と貿易研究センターにおける温暖化対策の排出量取引制度の研究活

動について 
研究代表者 有村俊秀（上智大学経済学部准教授、上智大学・環境と貿易研究センター長）
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史郎（関東学園大学経済学部准教授・上智大学経済学部客員研究員）、樽井礼

（ハワイ大学経済学部助教授）、杉野誠（上智大学経済学部特別研究員）、堀江

哲也（上智大学環境と貿易研究センター特別研究員）、Carolyn Fischer (米国

未来資源研究所上級研究員）、爲近英恵（大阪大学経済学研究科助教）、山崎雅

人（上智大学地球環境学研究科）Alan K. Fox（米国連邦政府国際貿易委員会

エコノミスト）、Richard D. Morgenstern（米国未来資源研究所上級研究員）

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 decreases 
the emission through the reduction of the productions of energy-intensive 
goods in these countries, it may move manufacturing sectors to emerging 
economies. This movement of manufacturing facilities raises concerns for 
manufacturing sectors in the 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 our 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 
pot-Kyoto framework in a way that they adopt carbon policies comparable 
with developed economies. 

 
1. プロジェクト研究目的と背景 
 2009年度における研究の第1の目的は、日本の国内排出量取引制度がもたらすリーケージ

問題を定量化するとともに、その防止策を検討し、具体的、かつ、新たな政策提言を行うこ

とである。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導入が検討されている。

しかし、先進国での排出量取引制度導入は、国内の鉄鋼等の炭素集約的財の生産減少を招く

一方、エネルギー効率の低い、中国やインドの生産増加につながると予想される。これは温

室効果ガス排出量増加につながるリーケージ問題として知られている。本プロジェクトは、

応用一般均衡モデル（CGE）を用いて、日本の国内排出量取引がもたらすリーケージの大き

さを定量化する。そして、様々なリーケージ防止策について法学的に検討を加え、WTO（世

界貿易機関）に抵触しないリーケージ防止策を明らかにする。次に、経済学的に、その効果
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を定量化する。この分析により、国内排出量取引が国際競争に直面する日本産業に与えるイ

ンパクトと、日本の排出量取引導入が近隣の中国等へ及ぼすリーケージの定量化が行える。

さらに、リーケージ防止策としての環境技術移転の効果について分析する。これらにより、

第1の目的を達成する。第2の目的は、温暖化政策、国際交渉の政策立案に関わる日米の研究

者と政策担当者とのネットワークの構築である。本プロジェクトでは、ワークショップの実

施、日米の政策関係者に対して研究成果を報告することを通じて、この目的を達成する。 
 
2. 環境と貿易研究センター設立と国内外の研究者との連携 
 本研究プロジェクトには、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。

国内と海外より関東学園大学、米国未来資源研究所(Resources for the Future)、及び米国連

邦政府国際貿易委員会（United States International Trade Commission）からの研究者の

協力を得て、研究を進めている。さらに本プロジェクトでは、上智大学研究機構学内共同研

究費、三井物産環境基金、及び国際交流基金日米センターの3つより研究助成を受け、本学

において環境と貿易研究センターを設立した。センター設立により、国内外の研究機関との

連携がスムーズに行われるようになった。また、研究活動全般での社会的認知度が高まり、

国の政策に様々なインプットが目で見える形で行われるようになった。 
 

3. 研究活動の概要 
 応用一般均衡分析による国際競争力、リーケージの研究：産業連関データと国際貿易デー

タの収集整理を行った。国際貿易データとしては、米国パーデュー大学が収集している世界

的に著名なGTAP（Global Trade Analysis Project）データを用いた。さらに、業種レベル

での化石燃料使用データも最新のものを整備した。その上で、できるだけ業種分類を細かく

し、産業連関分析を応用して、各業種への影響力を明らかにした。既に米国の研究を行った

Morgensternとの打合せのため、RFFを訪問した。次に、コンピューター・シミュレーショ

ンによる応用一般均衡分析を行う。分析の実施のためには、応用一般均衡分析で多用されて

いるGAMS（General Algebraic Modeling System）を用いる。モデルのパラメータは、上

記のGTAPデータを用いる（以下、GTAP/GAMSモデル）。GAMSによるモデリングに精通す

る貿易委員会のFoxを招聘し、研究を実施した。それぞれのリーケージ防止策を日本が実施

した場合の影響を、GTAP/GAMSモデルを用いて分析した。同時に、産業連関分析から、国

内温暖化政策防止策がもたらす財の価格上昇を試算した。中長期の分析には、GTAP/GAMS
モデルにより、均衡を求めて分析を行った。特に、日本の国際競争相手国での温暖化対策の

有無によって、リーケージ防止策の効果が異なるかどうかを、GTAPにより定量的に検討し

た。さらに、環境技術移転のリーケージ防止効果についても、応用一般均衡分析により明ら

かにする。最後に、これまでの米国未来資源研究所の研究成果を利用して日米比較を行った。 
 法学と経済学によるリーケージ防止策の理論的検討：欧米で提案されているリーケージ防

止策は、国内産業保護策的側面があり、世界貿易機関（WTO）との整合性の問題の可能性が

指摘されている。そこで、これまでのWTO紛争に関わる情報を整理し、リーケージ防止策の

うち、WTOと整合的な政策を考察した。法学的分析で明らかになったWTOと整合的なリー

ケージ防止策について、理論的な経済分析を行う。特に、リーケージ防止策の対象業種をど

こにするべきかを経済学的に考察した。 
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第1表 教育と政策への貢献 
開催日 名称 
上智大学における教育への貢献 
2010.06.04-05 米同盟 50 周年記念シンポジウム（分科会と公開シンポジウム） 
日本国内外における環境政策への貢献 
2009.10.23-12.11 地球温暖化問題に関する閣僚委員会タスクフォース会合 
2010.02.17 参議院 国際・地球温暖化問題に関する調査会 
2010.03.05-06.18 財務省 環境と関税政策に関する研究会 
2010.03.23 韓国・温室効果ガス削減と炭素市場に関するセミナー（於・韓国） 
2010.04.16-現在 中央環境審議会地球環境部会国内排出量取引制度小委員会 

  
 欧米におけるリーケージ防止策の聞き取り調査：米国ワシントンや欧州委員会のあるブリ

ュッセル等で、情報収集のために聞き取り調査を行った。米国における調査では、連邦法案

における国境税調整を含めたリーケージ防止策がどのような状況になっているか、ワシント

ンのシンクタンクResources for the Futureや、米国政府上院、及び財務省で聞き取り調査

を行った。欧州での情報収集のために、欧州委員会、OECD、及びIEAでの聞き取り調査を

行った。リーケージ防止策は、WTOに違反している可能性があるため、様々なリーケージ防

止策の展望について聞き取りを行った。また、国境税調整の問題など欧州の温暖化政策の研

究を行っているブリュッセルにある欧州政策研究所(CEPS)等、EUの主要シンクタンクや、

同問題に詳しいOECDの聞き取り調査を行い、欧州での展望について調査を行った。 
  
4. 上智大学における教育活動 
 本プロジェクトで設立した環境と貿易研究センターは、上智大学の他研究センターと連携

し、本学での教育活動を行った。アメリカ・カナダ研究所とアメリカ大使館が共催で開いた、

日米同盟50周年記念シンポジウム「みんなで考えよう！未来へつなぐグローバルチャレンジ

と安全保障」に、本センターは協力機関として参画した。特に、6月4日に開かれた4つの分

科会の1つ「環境・地球温暖化」に、本センターは大きく貢献した。まず有村俊秀とミラン

ダ・シュラーズ教授（ベルリン自由大学）が近年の地球温暖化国際交渉について、講義を行

った。その後に、若手専門家として上智大学経済学部特別研究員の杉野誠と環境と貿易研究

センターの堀江哲也も参加し、学部・大学院学生に温暖化国際交渉に関するロールプレイタ

イプの議論を行わせた。さらに、5日のシンポジウムでは、有村俊秀がパネルディスカッシ

ョンに参加した。以上は、上智大学通信（355号、2010年6月25日）で紹介されている。 
 
5. 研究成果の環境政策への貢献 
 本プロジェクトの研究成果は、日本国内外における環境政策設計に大きく寄与している。

近年、日本政府は有識者を集め、炭素排出量取引制度の設計に向けての研究会や委員会を開

き、議論を重ねている。研究代表者である有村俊秀は、第1表の下段に挙げられた会議に、

有識者委員として招聘され、本プロジェクトの研究成果を発表する機会が与えられた。参議

院での国際・地球温暖化問題に関する調査会では、「排出量取引の炭素リーケージ・国際競

争力問題に関する論点」を、財務省の環境と関税政策に関する研究会では「国内排出量取引

制度における国際競争力配慮と国境調整の効果：日本経済の定量分析」が報告された。特に、中 
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第 2 表 英語論文と 2009 年度報告書 
英語論文とカンファレンス・サマリー 
(1) Makoto Sugino , Toshi H. Ariumura, Richard David Morgenstern. 2010. Carbon mitigation 

policies on Japanese manufacturing industries and competitiveness issue. 
(2) Shiro Takeda, Hanae Tamechika, Toshi H. Arimura, Carolyn Fischer, Alan K. Fox. 2010. 

Output based allocation of emissions permits for mitigating the leakage issue for Japanese 
economy. 

(3) Carolyn Fischer, Eric Moore, Richard Morgenstern, and Toshi H. Arimura. 2010. Carbon 
policies, competitiveness, and emissions leakage：An international perspective. Conference 
summary. Washington, DC: Resources for the Future. 

『排出量取引が国際競争力と温暖化国際交渉に与える影響－法と経済学による政策提言－2009 年度

報告書』、上智大学・環境と貿易研究センターシリーズ（1） 
第 1 章 国際競争力に配慮した炭素価格政策－産業連関基本分類による分析 
第 2 章 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 
第 3 章 自主行動計画が省エネルギー投資へ与える影響：総量目標 v.s. 原単位目標 
第 4 章 鉄スクラップ貿易の環境影響に関するシミュレーション分析 
第 5 章 気候政策がもたらす炭素リーケージと国際競争力への影響：国際的視点 

 
央環境審議会地球環境部会国内排出量取引制度小委員会では、環境と貿易研究センターが発行し

た2009年度報告書が、参考資料として配布された。また、他国における環境政策構築にも、

本プロジェクトの研究成果は貢献している。韓国エネルギー管理公団（韓国経済産業省の温

室効果ガス削減関連政策執行機関）主催の、韓国・温室効果ガス削減と炭素市場に関するセ

ミナーでは、有村俊秀は「排出権取引制度と炭素市場」と題し、研究成果を報告した。 
 
6. 研究成果と2009年度報告書の出版 
 環境と貿易研究センターの 2009 年度の研究成果は、第 2 表に挙げられている 2 本の英語

論文、1 本のカンファレンス・サマリー、及び 5 本の日本語論文である。日本語論文は、報

告書『排出量取引が国際競争力と温暖化国際交渉に与える影響－法と経済学による政策提言

－2009 年度報告書』に収められており、その章別構成は第 2 表に示されている通りである。 
 第 1 章では、産業連関表を用いて、炭素価格が導入された際の各業種の費用上昇率の計算

を行った。また、費用上昇率の要因を、①化石燃料燃焼による直接費用上昇率、②電力・蒸

気の利用による化石燃料燃焼の間接的な投入による費用上昇率、③中間投入財の価格上昇に

よる費用上昇率の 3 種類の費用に分解した。さらに、ワクスマン・マーキー法案と EU で提

案されている基準によって特別な取り扱いが必要となる業種の算定を行った結果、WM 法案

では 23 業種、EU 基準では 122 業種が対象業種として特定された。これら業種に対して、リ

ベート・無償配分の有効性をシミュレーション分析により検証し、リベート・無償配分の有

効性が確認された。 
 第 2 章では静学的応用一般均衡モデルを構築し、リーケージを防止し国際競争にさらされ

る部門を保護するための、日本国内排出量取引制度における排出権の配分方式について定量

的に評価した。排出権の配分方式について、主にオークション、グランドファザリング、
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Output Based Allocation（以下、OBA）、オークションと OBA のハイブリッド配分方式の 4
タイプの方式を考慮し、これらの配分方式について経済効率性やリーケージなどの観点から

比較した。分析の結果、経済全体の効率性ではオークション方式が最も望ましいが、オーク

ション方式では海外へのリーケージ、国内のエネルギー集約部門へのマイナス効果が大きい。

経済効率性だけではなく、リーケージとエネルギー集約部門への影響という観点も考慮する

場合には、OBA とオークションのハイブリッド配分方式が望ましいという結論が導かれた。 
 第 3 章では、製造部門における自主的取組みによって、環境への影響を軽減させる投資が

促進されるのかについて分析を行った。企業の投資としては、生産性、省エネ、環境保全の

３つのタイプを取り上げ、後者の２つを低排出関連の投資とした。そのうえで、企業レベル

のパネルデータを用いて、自主的取組みの効果について２つの方法を用いて分析を行った。

第１に、日本経済団体連合会（経団連）の環境自主行動計画が、低排出関連の投資に及ぼす

影響について分析を行った。また、自主行動計画において各業界が設定している削減目標の

違い（総量目標または原単位目標）についても考慮した。第２に、自主行動計画が、生産性

関連の投資を犠牲にして、低排出関連の投資を促進するかどうかについての分析を行った。

実証分析の結果、総量目標を設定している業種においては、原単位目標の業種と比較して、

より省エネ投資が促進されることが明らかとなった。また、全ての業界で総量目標を用いる

ことにより、省エネ投資が７％増加することがシミュレーションで明らかになった。したが

って、総量目標による自主行動計画は、省エネ投資を促進に効果的であるといえる。また、

自主行動計画は、生産性関連の投資を阻害することなく、省エネ及び環境保全関連の投資を

促進することが明らかになった。また、より規模の大きい企業は、投資を行う際の障害であ

る流動性制約のもとに置かれていないことも判明した。 
 第 4 章では、鉄スクラップ貿易の環境影響に関するシミュレーション分析を行った。定量

的な分析の結果、中国経済の拡大を背景とする日中間の鉄スクラップ貿易は、日本の粗鋼生

産における CO2 排出量を増加させることがシミュレーションによって明らかとなった。これ

により直ちに日中間の鉄スクラップ貿易は禁止すべきであると結論づけることはできないが、

日本における鉄スクラップリサイクル技術は世界的にも高度であり、近年では電炉メーカー

が自動車用鋼板市場に参入しているケースもある。また、今後日本の鉄鋼産業の CO2 排出量

を削減するにあたって、粗鋼生産における電炉比率を引き上げることは重要なオプションで

ある。これらの事から、日本において安定的な鉄スクラップリサイクルが維持されることは、

環境負荷の側面から意義がある。そのため、今後日中間における鉄スクラップ貿易のあり方

について、環境負荷の側面から検討することが必要であることが示唆された。 
 第 5 章では、上智大学・環境と貿易研究センターが、未来資源研究所、及び米国環境保護

庁と共催で 2010 年 2 月 22 日、23 日に開催したワークショップ「気候政策、国際競争力、

炭素リーケージ：国際的視点」の総括を行っている。ワークショップは、炭素価格政策の効

果と国際的な影響、及び、同政策がもたらす炭素リーケージや国際競争力への負の影響を緩

和するための条項に焦点を当てたものである。米国、カナダ、欧州連合、日本の各国から、

この問題を分析する研究者が集まり、研究成果について意見交換を行った。貿易と国際競争

力の文脈で、産出量に基づく排出枠の配分（Output Based Rebating）、オークション（有償

配分）、無償配分の効果と共に国境調整（BCAs）や炭素・生産リーケージ防止策とその他の

国際競争力保持政策が議論された。さらに、一国だけが炭素価格を導入する場合と、複数の

国が同時に行う場合のリーケージや競争力への影響が比較された。また、国内炭素価格政策 
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第 3 表 環境と貿易研究センターが開催した講演会、ワークショップ及びシンポジウム 
開催日 テーマ 開催場所 
講演会  
2009.04.07 Production Fragmentation and Outsourcing: General Concerns

（ロナルド・ジョーンズ博士(米国ロチェスター大学)） 
上智大学 

2010.01.21 The Economics and Politics of US Climate Policy after COP15（リ

チャード・モルゲンスターン博士（米国未来資源研究所）） 
上智大学 

ワークショップ  
2009.08.05 ポスト京都の国際交渉と国内排出量取引制度設計 上智大学 
2009.11.21-22 応用一般均衡分析による温暖化対策と国際貿易、リーケージの分析 上智大学 
2010.02.22-23 Carbon Policies, Competitiveness, and Emissions Leakage: An 

International Perspective（米国未来資源研究所と共催） 
米国ワシン

トン D.C. 
2010.05.23 温暖化対策の国境措置がポスト京都の交渉へ与える影響について 上智大学 
セミナー  
2010.05.07 EU の国境税調整による経済・環境影響分析 上智大学 
シンポジウム  
2010.01.19 気候変動に関する国際枠組み‐主要国による COP15 の評価（国立環

境研究所・地球環境研究センターとの共催） 
KKR ホテル

（東京） 
2010.05.30 国内排出量取引制度と CDM/JI：日本経済・企業への影響（2010 年

環境経営学会創立 10 周年記念研究報告大会シンポジウム） 
東京大学 

開催予定  
2010.09.11 国内排出量取引の制度設計：定量分析によるアプローチ（2010 年環

境経済政策学会・企画セッション） 
名古屋大学 

 
が導入される初期に起こりうる短期の業種レベルの影響についても研究報告がなされた。 
 
7. 研究成果報告と国内外との知的ネットワーク形成 
 2009年度の研究成果は、プロジェクトメンバーが上智大学外の学会、研究会、及びセミナ

ーで発表することにより、外部の専門家から多くのコメントを集めることに努めた。また本

プロジェクトでは、第3表に示すように、講演会、ワークショップ、セミナー、シンポジウ

ムを活発に開催し、プロジェクト関係者以外の国内外の大学、シンクタンク、官公庁、及び

民間から聴衆者を集め、議論に学術、政策、産業の3つの視点を含めることに留意したこの

中で、本プロジェクトメンバーも研究成果の発表も行い、第3者評価を受けた。 
 
 
連絡先 上智大学 環境と貿易研究センター 
住所： 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7 番 1 号  
電話： (03) 3238-4088 E-MAIL： prd-cetr@sophia.ac.jp 
Fax： (03) 3238-4092 HOMEPAGE： http://www.erp.sophia.ac.jp/Projects/cetr/
研究活動及び成果は、ホームページより閲覧とダウンロードが可能です。 


