
 

 

2022 年 11 月 1 日 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP） 

 
成長志向型カーボンプライシングの制度設計に関する提言 

化石燃料価格高騰の今こそ、再エネ・省エネ等の脱炭素技術普及への後押しと公正な移行への支援を 

 

はじめに 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）は、気候危機の克服と脱炭素社会への移行に積極的

に取り組む経済団体です。私達は、政府が「新しい資本主義」の重点分野に気候変動を掲げ、外部不経

済を是正する仕組みづくりに取り組んでいることを歓迎し1、現在、政府の GX 実行会議において導入を

推進している「成長志向型カーボンプライシング」により、パリ協定に基づく 1.5℃目標の達成と脱炭素

を通じた持続的な経済成長の両立が図られるよう、提言します。 

なお、私達が本提言を検討する過程においても、化石燃料価格高騰の最中におけるカーボンプライシ

ング導入による企業や社会への影響（負担増加の可能性）が大きな論点となりました。しかし、私達は、

気候変動の危機を回避するために残された時間が限られていることを踏まえ、カーボンプライシングに

よる再エネや省エネ等の脱炭素技術の開発や普及によりエネルギー自給率を向上させることで根本的

な解決を目指すと同時に、気候変動対策による影響が大きい産業への公正な移行の支援とエネルギーに

対して脆弱な世帯への救済を行うことにより、その影響に対処していくことが適切であると考え、以下

の内容を提言するに至ったことを付言します。 

1. 背景 

(1) 気候危機への対策が急務 

地球の平均気温上昇に伴う異常気象・激甚災害の増加が、人々の暮らしを脅かし、経済に大きな打撃

を与えています2。気候危機を克服し、暮らしや企業活動に不可欠な社会基盤を守るには、2030 年に向

けた温室効果ガスの大幅な削減と 2050 年までのカーボンニュートラルを実現する必要がありますが、

日本を含む各国の現行政策では気温上昇を 1.5℃以内に抑えることはできません3。2030 年までに残さ

れた時間が限られる中、対策が急務です。 

(2) 炭素価格が低く、削減インセンティブが不足 

 炭素税や排出量取引等の明示的カーボンプライシングは、温室効果ガスの排出に価格を付け、排出量

に応じた課金によって広範囲に削減へのインセンティブを与え、費用対効果の良い対策を普及させる制

度です4。これらの制度は、他の政策と組み合わせて広範に適用することで、大幅な排出削減とイノベー

ションを可能にします5。また、この制度を既に導入している国々においては、炭素税や排出量取引によ

り集められた資金は政府の収入源となり、脱炭素政策や社会保障の負担軽減などに活用され、相乗効果

を上げています6。 

 しかしながら、日本の炭素価格7は国際的に低水準であり、削減インセンティブとして不十分です。日

本の地球温暖化対策のための税（二酸化炭素の排出量 1 トンあたりの税率は、289 円。以下、「温対税」）

は、先行する欧州の 1/10 以下の水準で8、財源としても年間 2,200 億円程度の税収に留まります9。ま
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た、現在検討されている GX リーグの自主的な排出量取引（以下、「GX-ETS」）10は、キャップ・アンド・

トレード方式と異なり排出量の上限設定がなく、企業の自主的目標を前提とした任意参加であることか

ら、具体的な排出量削減を保証するものではなく、排出量に応じた課金11もありません。政府が排出枠

を有償で配布することもないため、財源効果も期待できません。 

(3) 脱炭素化の遅れは、日本企業の競争力を低下させる可能性 

近年、EU やカナダを中心に、2030 年目標の達成に向けた排出量取引や炭素税の更なる制度強化・

拡充の動きがあり、EU では、2030 年までに 1990 年比で 55%の排出を削減する目標を実現するため、

国際競争力への影響が懸念される業種に認められていた排出量取引の無償割当を段階的に廃止し、同

時に、気候変動対策によりエネルギーコストが上昇し企業が生産拠点を対策の緩い海外に移転させる

懸念（炭素リーケージ）への対策として 2023 年から炭素国境調整措置の試験運用を行うことが計画さ

れています12。また、アジアでも中国、韓国、インドネシア、ベトナム、シンガポール等において制度

導入・強化が行われています13。国際機関の研究では、今後国際的な炭素価格は上昇するという分析が

示されています14。これまで大幅な排出削減が難しいと考えられてきた多量排出産業を含む脱炭素に各

国が舵を切り、企業が新たな市場競争で鎬を削る中、日本における政策の遅れは、日本企業の競争力を

低下させる懸念があります。 

(4) 足元の課題への対策の必要性 

昨年以降、世界的な化石燃料価格の高騰と円安の影響により、企業物価および消費者物価が高止まり

しています。これに対して、時限的な給付金や補助金による価格抑制も必要ですが、本質的な解決には

なりません。従って、並行して国民や企業による再生可能エネルギー（以下、「再エネ」）、省エネ設備・

建築物、蓄電池、EV などの既存の脱炭素技術の導入を支援し、徐々に化石燃料への依存を低下させるこ

れらの対策に比重を移していくことが必要です15。 

2. 成長志向型カーボンプライシングの制度設計に対する提言 

(1) 1.5℃目標達成のため、エネルギー転換を加速させる削減インセンティブを 

1.5℃目標および 2030 年における日本の温室効果ガス削減目標（2013 年比 46%削減、50%への高みに

挑戦。以下、「NDC」）を達成するため、また、費用対効果の良い対策を普及させるため、排出量に応じ

たコストが生じ、排出削減がメリットになる炭素税や排出量取引の制度設計が迅速に行われることを求

めます。また、制度設計にあたっては、政府が 1.5℃目標に整合する中長期的な炭素価格に対する方針や

目標を明示し、エネルギー転換および産業の構造転換を促すことを求めます。政府が予め中長期にわた

る炭素価格の目標を明示することにより、企業は計画的に脱炭素投資に舵を切ることができます。化石

燃料由来の製品・サービスに対して脱炭素製品・サービスの価格競争力が上がれば、供給者にとっては

新たな需要創出や事業の転換に繋がり、需要家や消費者にとっては脱炭素の選択肢の増加や投資促進に

伴う費用低減に繋がります。そうした観点から、岸田総理の「安定的に逓増するカーボンプライシング

制度を作ることによって企業の予見可能性を高め、大胆なＧＸ投資を引き出していくことが重要」との

見解16に賛同します。 

そして、私達は、2030 年までに残された時間が限られる中、まずは NDC の達成に向けて、他の部門

の脱炭素の前提となる発電部門のエネルギー転換が迅速に行われる水準の炭素価格が早期に実現され
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ることを重視しています。日本において発電部門のエネルギー転換により再エネの導入を加速させるに

は、足元で最低でも二酸化炭素の排出量 1 トンあたり約 3 千円の炭素価格を導入し、2025 年までに約 6

千円、2030 年までに約 8 千円に段階的に引き上げる必要があるとの分析があります17。再エネの利用拡

大に努力してきた私達としては、日本の再エネ普及拡大には炭素価格の導入が必要との認識であり、政

府において、まずこのようなエネルギー転換を促進する水準の炭素価格が検討されることを求めます。

さらに、発電部門以外を含めた全てのエネルギーに関して、1.5℃目標に整合する水準の炭素価格を検討

し、国内外にその妥当性を説明することが重要です。国際エネルギー機関（IEA）の 1.5℃整合のシナリ

オでは、OECD 加盟国における産業・燃料生産分野を含む炭素価格の前提を 2025 年時点で 75 ドル/t-

CO2（約 0.8 万円）、2030 年時点で 130 ドル（1.4 万円）としています18,19。これを踏まえ、日本の鉄鋼、

セメント、化学等の分野における脱炭素製品が競争力を有することができるような水準の炭素価格を将

来的に実現することを視野に入れた検討が行われることを求めます。 

(2) 炭素税と排出量取引は、特性に合わせて使い分けを 

炭素税と排出量取引は、それぞれ特性があります20。炭素税は、広範な対象に明確かつ安定的に炭素

価格を提示でき、財源確保に繋がり、行政コストが抑制できるとされています。排出量取引は、排出量

のコントロールができ、炭素リーケージなどの懸念に応じて柔軟な設計が可能とされています。そのた

め、炭素税と排出量取引を特性に合わせて使い分け、排出量取引は、多量排出者に対する 1.5℃整合の着

実な削減を促し、その他は炭素税で対応することで、社会全体に削減インセンティブを与え、かつ脱炭

素化に向けた財源を確保することが有効です。 

上記の使い分けの前提として、GX-ETS は任意参加や企業の自主的目標ではなく、多量排出者21を対

象とするキャップ・アンド・トレード方式に分野毎に順次移行し、1.5℃目標や炭素予算（カーボンバジ

ェット）22を踏まえた排出上限や排出枠の設定を行うことが必要です23。これにより、2030 年に向けて

着実な排出削減が可能となります。来年度の GX-ETS 開始までに、実績報告および検証制度を確立して

迅速に導入後評価を行い、より実効的な制度化に向けて、1.5℃目標に基づく日本の排出削減目標と紐づ

いたキャップ・アンド・トレード方式への移行を早期に実現することが重要です。 

また、炭素税については、既存の温対税を活用し24、上流で課税された炭素価格が炭素排出量に応じ

て下流まで価格転嫁が行われるように措置することで、家庭部門や小規模排出者のような広範な対象に

対して行動変容を促すことが必要です25。 

(3) 社会状況や懸念の声を踏まえた対策を 

企業物価や消費者物価が高騰していますが、物価高騰の主な原因は、輸入化石燃料の値上がりと為替

影響（円安）であり26、最も根本的な対策は、価格変動リスクの高い輸入化石燃料への依存低下です。従

って、カーボンプライシングの導入により炭素価格を中長期的な予見性をもって段階的に引き上げ、急

激なコスト増加を防ぐとともに、GX 経済移行債や、炭素税および排出量取引を財源とする資金を、輸入

化石燃料への依存低下のために既存の脱炭素技術の普及に充て、その対策とすることが必要です。これ

は、化石燃料の輸入に伴う年間 20 兆円を超える海外への資金流出27を抑え、国内で循環させることに繋

がり、加えて、国内の再エネ市場が活性化され、規模の経済による更なる再エネの価格低下にも繋がり

ます。そうなれば、炭素価格の負担がかからないエネルギーが安価に手に入り、経済の発展への好循環

が生まれます。 
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また、炭素リーケージへの懸念の声があります28。これに対しては、排出量の少ない製品・サービス

が価格競争力を損なうことのない市場を国内外に広げるべく、産業部門の脱炭素を強化する政策パッケ

ージの一環として、日本としても炭素国境調整措置（輸出時の炭素価格の還付を含む）などの対応を検

討する必要があります。 

さらに、透明性や公平性に配慮した制度設計が必要です。例えば、排出量取引においては、先行して

排出削減に取り組んできた者が不利になることがないような排出枠の設定（ベンチマーク方式等）や、

1.5℃目標に整合するように部門や業種毎に無償割当の廃止期限（目標）を定めるといった対応が重要で

す。 

(4) 脱炭素技術の開発や普及のための財源活用を 

これまで繰り返し述べているとおり、足元で企業物価および消費者物価が高騰している中、価格変

動リスクの高い輸入化石燃料に対する依存を低下させることが根本的な対策となります。従って、GX

経済移行債や、炭素税および排出量取引を財源とする資金の活用に関しては、浮体式洋上風力や次世

代型太陽電池等の技術開発・インフラ整備といったイノベーションの加速と、各種の再エネ、省エネ

設備・建築物、蓄電池、EV などの既存の脱炭素技術の普及に対して、十分な財源配分が行われること

を求めます。加えて、部門の間で負担と支援のバランスが偏らない（例えば、家庭や業務部門に負担

が偏り、産業や発電部門に支援が偏るといったことがない）ように、透明性と納得感のある財源配分

が行われることを求めます。 

(5) 石炭火力の再エネ転換等、公正な移行に財源活用を 

気候変動対策による影響が大きい産業に対しては、公正な移行29に基づいた事業転換と人への投資が

必要です30。例えば、石炭火力発電所等、多量排出設備の再エネ発電設備や蓄電設備等への転換を支援

するとともに、それにより影響を受ける労働者にも配慮し、スキル取得の支援や転職支援を行うことが

重要です31。企業が事業転換の計画を立てる際に、労働組合や地域と連携し、労働者の公正な移行のた

めの計画を立て、その実行に対して財政支援を行うことが望ましいものと考えます。先日、岸田総理が、

「個人のリスキリング（学び直し）の支援に 5 年で 1 兆円を投じる」32と表明したことを受けて、気候

変動対策に伴う公正な移行が進められることを期待します。また、低所得者層などのエネルギーに対し

て脆弱な世帯が取り残されることがないよう、化石燃料への依存を減らすための直接的な給付や支援33

が非常に重要です34。 

おわりに 

パリ協定に基づく 1.5℃目標の達成と、脱炭素を通じた持続的な経済成長の両立を図るため、政府が

カーボンプライシングによる「外部不経済の是正」を「新しい資本主義」の基盤に据え、脱炭素社会へ

の移行を加速させることを強く望みます。また、世界的な化石燃料高騰および円安によって明らかにな

った化石燃料への依存に伴う日本経済への影響に鑑み、これまで以上に再エネや省エネ等への転換を進

め、輸入化石燃料への依存からの脱却を図り、エネルギー分野を始めとする産業の構造転換を進めるこ

とが、日本の国益となり、気候危機の克服にも資するものと確信しています。 

私達は、今後も日本の脱炭素社会への移行に向けて、率先行動、政策提言、ステークホルダーとの協

働に尽力する所存です。  
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参考情報 

1 JCLP は、今年 4 月に岸田総理と対話を実施し、「新しい資本主義」のグランドデザインに外部不経済を是

正するカーボンプライシングを盛り込むことを求めた。 

2 世界最大級の保険・再保険ブローカーAon の年次報告書によれば、2021 年の大規模自然災害額の 96％

（3,290 億㌦・約 36 兆円）が気象関連であったとされる。 

世界気象機関（WMO）の年次報告書によれば、2015 年から 2021 年は観測史上最も暑い 7 年間であった

といわれる。 

3 IPCC の最新の統合報告書によれば、現在の各国の目標水準では、今世紀末の気温上昇は 2.5℃程度にな

り、また、各国の目標等を達成できたとしても、世界の温室効果ガスの排出量は 2030 年において 2010 年

比で 10.6％増加するとの予想が示されている。 

IPCC 第 6 次評価報告書第 3 作業部会報告書によれば、世界の温室効果ガス排出量を遅くとも 2025 年まで

に減少に転じさせ、2030 年までに 2019 年比で 43%削減する必要がある。 

4 日本は 2030 年に向けて EU に比べて低コストの削減余地が残されていると言われており、明示的カーボ

ンプライシングを活用して費用対効果の高い削減方法を普及させる必要がある。グリーントランスフォー

メーション推進小委員会資料（2022 年 3 月 23 日） 

5 諸富徹『資本主義の新しい形』岩波書店（2020 年 1 月）, 前掲 IPCC。 

6 昨年の明示的カーボンプライシングによる各国政府の収入額合計は、840 億ドル（約 9.2 兆円・前年の

1.6 倍）。内、EU-ETS の収入額は約 4 兆円。 

- World Bank State and Trends of Carbon Pricing 2022（2022 年 5 月） 

- ICAP Emissions Trading Worldwide: 2022 ICAP Status Report（2022 年 3 月） 

欧州委員会の報告書によれば、EU-ETS は、2013 年から 2020 年にかけて 655 億ユーロ（1 ユーロ=130

円換算で約 8.5 兆円）の排出枠オークション収入があり、約 75%が気候変動およびエネルギー対策費用に

充てられた。対策の内訳は、再エネ 33%、省エネ（エネルギー効率化）31%、運輸 13%、研究開発 15%、

その他 8%。 

7 具体的には、炭素税であれば炭素税率、排出量取引であれば排出枠の取引価格水準を指す。 

8 2022 年 4 月 1 日時点 約 130 ドル（スウェーデン、スイス）、約 87 ドル（EU-ETS）前掲 World Bank。 

炭素税、排出量取引、エネルギー課税の合計で算出される実行炭素価格も国際比較において遜色ない水準

とは言えない。環境省カーボンプライシングの活用に関する小委員会資料（2021 年 3 月 2 日） 

9 省エネルギー対策、再エネ普及、化石燃料のクリーン化・効率化などのエネルギー起源 CO2 排出抑制の

諸施策の財源として活用されている。環境省 カーボンプライシングの活用に関する小委員会資料（2022

年 3 月 28 日） 

10 GX リーグ 「来年度から本格稼働するＧＸリーグにおける排出量取引の考え方について」（2022 年 9 月 6

 

                                                             

https://japan-clp.jp/archives/10433
https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.aspx?utm_source=media&utm_medium=org-digital&utm_campaign=ri_esg-climate-change_all_rin_global_all&utm_content=gated-content&utm_term=press-release
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11178
https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/green_transformation/pdf/005_02_03.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/green_transformation/pdf/005_02_03.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455
https://icapcarbonaction.com/en/publications/emissions-trading-worldwide-2022-icap-status-report
https://climate.ec.europa.eu/system/files/2021-11/policy_strategies_progress_com_2021_960_en.pdf
https://www.env.go.jp/council/06earth/%E7%82%AD%E7%B4%A0%E7%A8%8E%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.env.go.jp/council/06earth/shiryou1cp20.pdf
https://www.env.go.jp/council/06earth/shiryou1cp20.pdf
https://gx-league.go.jp/aboutgxleague/document/02_%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%AC%E6%A0%BC%E7%A8%BC%E5%83%8D%E3%81%99%E3%82%8BGX%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%8E%92%E5%87%BA%E9%87%8F%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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日） 

11 罰則を指す。 

12 EU では、2030 年までに 1990 年比で 55%の排出を削減する目標を実現するため、国際競争力への影響が

懸念される業種に認められていた排出量取引の無償割当を段階的に廃止し、同時に、気候変動対策により

エネルギーコストが上昇し企業が生産拠点を対策の緩い海外に移転させる懸念（炭素リーケージ）への対

策として 2023 年から炭素国境調整措置の試験運用を行うことが計画されている。Council of the 

European Union (Fit for 55), Council of the European Union (CBAM)  

13 前掲 World Bank, 環境省 税制全体のグリーン化推進検討会資料（2022 年 3 月 4 日）。 

14 後述 2(1)参照。 

15 Resources for the Future の分析によれば、今年アメリカで成立したインフレ抑制法は、エネルギー転換

とエネルギー自給率の向上により、家計の電力料金負担を今後 10 年間毎年最大 220 ドル（約 3.1 万円）

軽減する効果がある。 

16 経済財政諮問会議（2022 年 10 月 5 日） 

17 英国シンクタンク Carbon Tracker の分析によれば、日本では石炭火力発電コストが炭素価格 3,300 円で

新規太陽光・陸上風力発電コストを上回り、6,600 円で蓄電池付きの再エネ（洋上風力含む）を上回り、

8,800 円を入れた場合にも税収が再エネに再投資されることにより輸入化石燃料の調達コストを抑えられ

るとされる。1 ドル=110 円換算 Carbon Tracker (2022) Put a Price on it 

18 国際エネルギー機関（IEA）は、各国の経済水準に応じた炭素価格の導入と段階的引き上げを前提として

おり、1.5℃目標に整合するシナリオでは、OECD 加盟国の発電・産業・燃料生産分野の炭素価格は 2025

年時点で 75 ドル/t-CO2（約 8,250 円）、2030 年時点で 130 ドル/t-CO2（14,300 円）になると分析してい

る。1 ドル=110 円換算 IEA Net Zero by 2050（2021 年 5 月） 

各種国際機関の研究では、気温上昇を 1.5～2℃以内に抑えるにあたり、2030 年における先進国の炭素価

格は 50～150 ドル（0.5～1.6 万円）が必要とされている。前掲 IEA Net Zero by 2050, IRENA World 

Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway（2022 年 3 月）, OECD Effective Carbon Rates 2021

（2021 年 5 月）, CPLC Report of the High-Level Commission on Carbon Prices（2017 年 5 月）, IMF 

Proposal for an International Carbon Price Floor Among Large Emitters（2021 年 6 月） 

私達は、気温上昇を 1.5℃以内に抑えることを目指していることから、IEA Net Zero by 2050 の指標を重

視している。 

19 カナダは概ね IEA の水準に合わせて国の最低炭素価格を段階的に引き上げる方針を掲げている。

Government of Canada Update to the Pan-Canadian Approach to Carbon Pollution Pricing 2023-2030

（2021 年 8 月） 

20 IMF Carbon Taxes or Emissions Trading Systems?: Instrument Choice and Design（2022 年 7 月） 

21 排出量取引の対象範囲を定める際には、例えば、段階的に対象者を拡充し、将来的には地球温暖化対策の

 

https://gx-league.go.jp/aboutgxleague/document/02_%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%AC%E6%A0%BC%E7%A8%BC%E5%83%8D%E3%81%99%E3%82%8BGX%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%8E%92%E5%87%BA%E9%87%8F%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/fit-for-55-cbam-carbon-border-adjustment-mechanism/
https://www.env.go.jp/content/900499201.pdf
https://www.rff.org/news/press-releases/inflation-reduction-act-will-decrease-and-stabilize-household-electricity-price/
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202210/05keizai.html
https://carbontracker.org/reports/put-a-price-on-it/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://irena.org/_publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022
https://irena.org/_publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/3/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0e8e24f5-en/1/3/3/index.html?itemId=/content/publication/0e8e24f5-en&_csp_=9e1e8b508d47c48ebab5cddb217622cd&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/59b7f2409f8dce5316811916/1505227332748/CarbonPricing_FullReport.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/staff-climate-notes/Issues/2021/06/15/Proposal-for-an-International-Carbon-Price-Floor-Among-Large-Emitters-460468
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/carbon-pollution-pricing-federal-benchmark-information/federal-benchmark-2023-2030.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/carbon-pollution-pricing-federal-benchmark-information/federal-benchmark-2023-2030.html
https://www.imf.org/en/Publications/staff-climate-notes/Issues/2022/07/14/Carbon-Taxes-or-Emissions-Trading-Systems-Instrument-Choice-and-Design-519101
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推進に関する法律に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の対象範囲を踏まえ、日本の総

排出量の半分程度をカバーすることを目指し、それに伴って中小企業が排出量取引に参加する場合には、

政府による支援等を行うような対応が考えられる。 

22 地球の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 1.5℃以内に抑えるために許容される CO2 排出量。（JCLP

コラム参照） 

23 例えば、EU では、2030 年までに EU 全体の温室効果ガスの排出を 1990 年比で 55%削減するために、

EU-ETS の対象者による排出を 2005 年比で 43%削減する必要があるとしている。European Commission 

Revision for phase 4 (2021-2030)  

24 石炭石油税などのエネルギー諸税を炭素比例にして温対税に統合できない場合は、温対税の段階的引き上

げに合わせて、徐々にエネルギー諸税の見直しを行うことが考えられる。前掲 環境省 カーボンプライシ

ングの活用に関する小委員会資料（2021 年 3 月 2 日） 

25 最終消費者の最終的な負担増加を防ぐため、行動変容を促すとともに、エネルギー転換に対する支援策を

講じることが重要である。経済同友会からも同趣旨の提言が出されている。経済同友会「経済成長に資す

るカーボンプライシングの導入に向けて」（2022 年 3 月 31 日） 

26 物価・賃金・生活総合対策本部資料（2022 年 9 月 9 日） 

27 日本の化石燃料輸入額は年間 10 兆円から 20 兆円。今年は化石燃料価格の高騰の影響で 1 月から 8 月の

8 か月間で既に 20 兆円を超えている。財務省貿易統計 

28 日本経済団体連合会「令和 5 年度税制改正に関する提言」（2022 年 9 月 13 日） 

29 気候変動対策により影響を受ける労働者に配慮し、適切な仕事および質の高い雇用を創出して転換を支援

することを指す。ILO World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs（2018 年 5 月） 

30 前掲 諸富(2020), IRENA (2022) Socio-economic Footprint of the Energy Transition: Japan 

31 Rocky Mountain Institute Financing the Coal Transition（2021 年 11 月） 

32 第 210 回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説（2022 年 10 月 4 日） 

33 例えば、住宅の断熱改修補助または省エネルギー性能の高い公営賃貸住宅の提供等が考えられる。同様

に、食料品等の消費財の価格転嫁による影響に対しても、対策が必要である。 

34 IPCC は、明示的カーボンプライシングが公平な制度であるためには、財源を活用した低所得者層への支

援が重要であることを強調している。前掲 IPCC。 

 

 

 

 

 

 

https://japan-clp.jp/archives/11006
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
https://www.env.go.jp/council/06earth/%E7%82%AD%E7%B4%A0%E7%A8%8E%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.env.go.jp/council/06earth/%E7%82%AD%E7%B4%A0%E7%A8%8E%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2021/220331a.html
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2021/220331a.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bukka/dai4/siryou.pdf
https://www.customs.go.jp/toukei/info/
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/079_honbun.html
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--en/index.htm
https://www.irena.org/publications/2022/Sep/Socio-economic-Footprint-of-the-Energy-Transition-Japan
https://rmi.org/insight/financing-the-coal-transition/
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/1003shoshinhyomei.html
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日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）とは： 

脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち積極的な行動を開始すべきであるという認識の下、 

2009 年に発足した企業団体。幅広い業界から日本を代表する企業を含む 225 社が加盟 （2022 年 11

月現在）。加盟企業の売上合計は約 130 兆円、総電力消費量は約 65TWh（海外を含む 参考値・概算値）。

脱炭素社会実現への転換期において、社会から求められる企業となることを目指す。  

2017 年より国際非営利組織 The Climate Group の公式地域パートナーとして、日本における RE100、 

EV100、EP100 イニシアチブの窓口・運用を担う。横浜市との包括連携協定の締結や日本独自の新たな

枠組み再エネ 100 宣言 RE Action を共同主催するなど、海外機関や自治体との連携も進める。加盟企

業および詳細は下記をご参照ください： http://www.japan-clp.jp/ 

 

本件に関するお問い合わせ  

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）事務局 

Tel: 046-855-3814   Email: info-jclp@iges.or.jp 

http://www.japan-clp.jp/
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