
図 カーボンプライシング導入による収益率の変化 

 
［出所］Weizsäcker (1990)邦訳版，180 頁，図 41 を加筆修正． 
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エネルギーにおける「脱炭素」シナ
リオと経済成長

22



画期的な報告書

• OECD、IEA(国際エネルギー機関)、IRENA(国
際再生可能エネルギー機関)が共同でエネルギ
ー転換に向けた報告書を公表(OECD/IEA and 
IRENA 2017)

• 産業革命以来の全球気温上昇を66％の確率で
2℃未満に抑えるシナリオを採択

• 必要とされる政策(➤エネルギー効率性の顕著
な引き上げと再エネ大量導入)

1)化石燃料への補助金の段階的廃止
2)炭素価格の大幅な引き上げ(＄190／CO2-tへ)
3)エネルギー市場の改革
4)低炭素化および省エネへ向けた厳格な規制の実施
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エネルギー転換は必須

• 2050年までに、世界総発電量の95％が非化石電源
へ(➤現在は同1/3)

• 再エネ比は、同23％から70％(2050年)へ
• 太陽光と風力の主力化(➤2050年に同35％、再エネ
のうち半分へ)

• 原発は、同11％から17％(2050年)へ
• 火力発電は2035年までに半減、2050年までに80％
以上減少

• CCS付きでない石炭火力発電は早期に退場
• 効率的な石炭火力も2040年までに完全に廃止
➤現時点で建設中の石炭火力を最後に新規投資は停止
➤2020年代にはガス火力が伸張、その後、再エネで代替
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66％ 2℃シナリオにおけるグローバ
ルな電源構成の予測

【出所】 OECD/IEA and IRENA 
(2017), p.75, Figure 2.12. 25



IEA(2019), p.35.26



IEA(2019), p.44.27



むしろ経済成長を促進

【IEAモデルによる経済推計】

• 「エネルギー転換シナリオ」は、「成り行きシナリオ」に比して
、2050年時点で0.8％分、成長率を高める

➤エネルギー転換の投資刺激効果、カーボンプライシングの収入還付効果が経済
を刺激

• 雇用はむしろ増加
➤化石燃料関連産業では最大の産出量減少
➤資本財産業、サービス産業、バイオエネルギー関連産業で、最大の産出量増加
➤エネルギー産業全体では、2050年までに約600万人の追加雇用

【OECDモデルによる経済推計】
• OECDシナリオは、50％確率で産業革命以来の全球気温上

昇を2℃以内に抑制(OECD 2017)
• 長期的にG20平均経済成長率を2.8％分引き上げる(「純成

長効果」)
28



全球平均気温2℃上昇目標を実現する場
合の経済成長への影響

(G20平均，現行政策延長シナリオとの比較)

【出所】 OECD (2017), 
p.8, Figure 1. 29



なぜ再生可能エネルギーは主力電源
となるのか～その経済性
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図 9-1 日本の総発電量に占める再生可能エネルギーおよび原子力発電比率の推移 

［出所］資源エネルギー庁の電力調査統計より ISEP 作成． 
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図 9-2 世界の電源種別再エネ発電コストの推移(2010-2018 年) 

［出所］IRENA(2019a), p.12, Figure S.1. 32



図 9-3 主要国における太陽光発電システム価格(太陽電池モジュール、架台、架台設置費

用等の総計)の推移(2010-2018 年) 

［出所］IRENA (2019b), p.28, Figure 11. 
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コロナ後の日本経済と気候変動／
エネルギー政策
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コロナ禍の産業構造へのインパクト

• 国際的に、有形資産を中核とする産業から無形資
産を中核とする産業に中心軸がシフトする(「資本主
義の非物質主義的転回」)

• 炭素集約型の素材産業(鉄鋼、石油・石炭製品、化
学、土石・窯業、パルプ・紙など)は脱炭素、デジタル
化、グローバル化、代替製品の台頭で淘汰される

• 以上の産業構造変化は、「脱炭素」が要求する方向
と一致。デカップリングを実行し、さらなる成長へ

• だが、その規模とスピードは求められている水準に
足りない
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グリーンリカバリー政策の必要性

• グリーンリカバリー(①CPの導入、②脱炭素経済の

インフラ整備、③再エネを中心とするエネルギー転
換)で緑の経済再生を

• デカップリングの成功要因は、①産業構造の転換、
②環境改善投資、③環境・エネルギービジネスの創
出、の3点。

• 素材産業は、生き残りを目指すのであれば、「脱炭
素化」を(ex.スウェーデンの鉄鋼業は、2045年まで
に正味CO2排出ゼロに向かう)。

• 以上を通じて労働生産性／炭素生産性を同時に引
き上げ、新しい経済成長を
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資本主義の新しい形
岩波書店(2020年1月)
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