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未来の地球を代弁する

　増井研究室では主にモデルを用いて温室効果ガスの排出目標達成のための研究をしている。増井先生自
身は東工大の連携教授として研究室をもち講義を行なっているが、研究自体は主に国立環境研究所で行なっ
ている。本稿では、地球温暖化対策税率に関する研究と先生が開発したモデル、そして先生が考える温暖
化対策について紹介していく。
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　2050年の自分の姿を想像したことがあるだろう
か。明日のこと、卒業後の進路のことなどは考え
たことがあっても、数十年先のことまで考えたこ
とのある人は少ないのではないだろうか。想像し
てみてほしい。自分が何歳で、どこにいて、何を
しているのか。そして、そのとき自分を取り巻く
環境がどうなっているのか。2050年の日本、世
界、そして地球はどのような状況にあるのか。
　2013年の IPCC（気候変動に関する政府間パネ
ル）第一作業部会の第五次評価報告書によると、
現在、地球の平均気温は産業革命前と比較して
0.85℃上昇している。このまま状況が改善されな
ければ、さらに気温が上昇し、気候や生態系にも
影響が出始め、マラリアなどの感染症が日本でも
広がる可能性が出てくる。また、地球温暖化に伴
い海面も上昇しており、沿岸部や小さな島などは
沈んでしまうと言われている。この他にも地球温

暖化による影響を挙げればきりがない。
　これを食い止めるために世界規模で話し合いが
行われている。現在、各国は地球の平均気温の変
化を産業革命前と比べて+2℃以下に抑える必要が
あると認識しており、温室効果ガスの排出量を
2050年までに現状と比較して50％削減するという
ビジョンを共有している。それに合わせて、各国
がそれぞれの目標を表明している。日本では東日
本大震災の影響もあり、それまで示していた、
2020年の温室効果ガスの排出量を1990年比で
25%削減するという目標を撤回し、2005年比で
3.8%削減すると2013年11月に表明した。これは
1990年比では、3.1%増加することになる。
　政府はこの目標を達成するために、CO2の排出
源である化石燃料に対して税金をかけたり、温暖
化対策のための補助金を出したりするなどの政策
を打ち出している。これらの政策を実際に施行す
るには、適切な税率や補助金がどの程度なのかを
見極める必要があり、そのためには専門的な研究

地球温暖化と将来
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による分析が求められる。
　こういった研究を日本国内で担っているのが国
立環境研究所である。ここでは地球温暖化につい
ての原因や影響、対策などさまざまな面から研究
を行なっている。例えば温室効果ガスの排出源や
濃度の観測などの現状についての研究、将来の温
室効果ガスの排出量やそれによる影響などを予測
する研究、排出目標を実現するような政策の支援
などである。そして、これらの研究結果は実際に
政府の温暖化政策へ反映されている。
　増井先生は、国立環境研究所で温室効果ガスの
排出目標の達成に向けた研究を中心に行なってい
る。具体的には、経済活動や技術革新を考慮した
温室効果ガスの排出量を推計するモデルを開発し
ている。そして、それを用いて温室効果ガスの排
出量を削減するために必要な対策の効果、影響を
分析している。

地球温暖化対策税

　先生の研究の一つに地球温暖化対策税率の評価
についての研究がある。地球温暖化対策税とは、
化石燃料の利用に対し、温室効果ガスの排出量に
応じて課せられる税である。日本では2012年から
導入され、温室効果ガスの中のCO2の排出量に応
じて課せられている。あまり馴染みのない税かも
しれないが、企業はもちろん、私たちもこの税を
納めている。例えば、現在（2014年10月時点）、
ガソリン1 Lに対して0.5円を地球温暖化対策税と
して支払っている。
　この税率の基本的な決め方では、限界費用曲線

（図１）と排出目標が重要となる。まず、ここでい
う限界費用とは温室効果ガスを1 t削減するための
対策に必要な削減費用のことである。一つの対策
について、その削減費用を縦軸に温室効果ガスの
削減量を横軸に表した棒グラフを削減費用の低い
対策から順に並べ、近似したものを限界費用曲線
という。この棒グラフにおいて、仮に削減費用の
低い左側から順に対策をとっていくとすると、横
軸の値だけ温室効果ガスが削減されていくという
ことになる。よって、近似した限界費用曲線にお
いては、目標の削減量までの積分値が温室効果ガ
スの排出目標達成に必要な総費用となる。この棒
グラフの項目となる対策としては、照明照度低減
や風力発電などがある。照明照度低減とは蛍光灯
の数を減らしたり明るさを弱めたりすることであ
り、その分だけ電気代が節約できる。このように
新たに費用をかけなくてもよい対策は、対策をと
ればとるほど利益につながり、削減費用はマイナ
スとなる。逆に、風力発電は導入するためにコス
トがかかってしまい削減費用がプラスとなる。
　次に示すグラフは限界費用曲線と地球温暖化対
策税の関係を簡略化したものである（図２-左）。
この図中の限界費用曲線は、削減費用の低い対策
を右から順に並べたものである。ここに排出目標
が設定されると、排出目標での削減費用の値が目
標達成に必要な地球温暖化対策税率となる。そし
て、税率と排出量の直線によってできる四角形の
面積が支払うべき税の額となる。
　まず、対策前の温室効果ガスの排出量に対して
は、a+b+c分に相当する地球温暖化対策税を支払
わなければならない。ここから、企業や個人が温

削
減
費
用
[円
/t
]

温室効果ガス排出削減量 [t]削
減
費
用
[円
/t
]

温室効果ガス排出削減量 [t]

左の棒グラフは幅が温室効果ガス排出削減量、高さが削減費用を表しており、「照明照度低減」や「風力発電」などの対策がグラフの項目と
なる。この棒グラフを近似したものを限界費用曲線という。

図１　限界費用曲線
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室効果ガスの排出量を排出目標まで削減していく
場合、限界費用の積分値である三角形 aの費用を
かけて温室効果ガス排出量が削減され、三角形b
の負担は軽減される。よって、支払うべき税金c
と削減費用aを合わせたものが企業や個人が負担
する分となる。排出目標までは、排出量を削減す
るほど税と削減費用を合わせた支払いの負担は
減っていく。一方、それ以上の対策は税率を超え
る削減費用が必要となり、税と削減費用を合わせ
た負担が増えていくため導入されない。このよう
な考えに基づき税率を設定することで、税率以下
の削減費用の対策のみが実現され、排出目標まで
温室効果ガスの排出量が削減されていく。
　しかし、この方法だと排出目標を達成しても c
分の税金は支払わなければならないが、温暖化対
策のことだけを考えるとこれだけの税収は不要で
ある。そのうえ税率が高いために企業や個人に大
きな負担がかかり、経済に悪影響を及ぼす可能性
が出てきてしまう。
　そこで先生は、温暖化対策に必要な費用のみを
税収として得られるように税率を設定することを
考えた（図２-右）。つまり、この図の「税の支払
い」と「排出目標達成に必要な費用」の面積が等
しくなるように税率を設定するのである。こうす
ることで、税率をかなり低く抑えられ、企業など
の税の支払いによる負担を軽減することができ
る。さらに、その税収を排出削減のための費用に
充当することで、高い税率を課した場合と同等の
対策が行えるようになる。

モデルを使って未来を見通す

　ここからは、先生が行なっているモデルを使っ
た研究を紹介していく。モデルとは、社会の構造
を理解するために社会における現象を抽象化し、
数式や図で表したものである。先ほど出てきた限
界費用曲線もモデルをもとに作成される。先生の
研究では、先に出たような限界費用曲線や適切な
税率を求める計算の他にもさまざまなモデルを開
発し、温室効果ガスの排出量の削減の可能性やそ
の実現による社会への影響を計算している。
　ここではモデルを使った経済への影響予測を紹
介する。例えば、どれだけの時間をかけて温暖化
対策に取り組めるかが変わると、それに伴う経済
への影響も変わってくる。短期的に対策をとろう
とすれば、エネルギーの消費量を短期間で大幅に
削減することになり、生産活動や我々の日常生活
に大きな影響が出てくる。一方、長期的に対策を
とることができれば、エネルギーを使う機械を廃
棄、更新するタイミングで省エネ型の機械に換え
るなど大幅な削減も比較的無理なく実現でき、経
済への影響を抑えることができる。先生は、実際
の社会において見られるこのような事象を経済的
な理論を用いて定式化して、シミュレーションし

　こうした税率の設定は容易ではなく、理論通り
に対策が実現しないこともありうるが、このよう
にすることで無駄なく削減目標の達成に近づくこ
とができるのである。
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三角形aの削減費用を負担し排出目標を達成すると、c分のみの税を支払い、三角形bの負担は軽減される。基本的には限界費用曲線と排出
目標をもとに税率を決定するが、先生は排出目標達成に必要な費用をちょうどまかなえる程度の税率を課すことで、税による企業や個人への
負担や経済への影響を軽減することを考えた。

図２　地球温暖化対策税の決め方
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温暖化対策の理想と現実　　　

ているのである。
　上に示す図は、先生の開発した、生産活動を定
式化したモデルの一部を抜き出したものである（図
３）。この図は、活動に関わるエネルギーや付加価
値などのいくつかの要素の関係性を模式的に示し
たものであり、上の要素が下の要素から供給され
るということを表している。
　ここでは、投入される要素間の関係が代替弾力
性と呼ばれる考え方に基づいて定式化されてい
る。代替弾力性とは、要素間の相対的な価格が1%
変化したときに、その投入の構成がどれだけ変化
するのかということを示す値である。この値には、
各研究者がモデルを開発する際に、過去の実績値
の統計や技術的な考えに基づいて適切だとされる
数値が定められる。例えば、付加価値投入を供給
するものとして資本と労働が設けられており、こ
れらについて、先生は代替弾力性を1としている。
これは、労働の価格、つまり賃金が1%上昇すれ
ば労働の投入量を1%下げるということを示して
いる。また、付加価値とエネルギーの代替弾力性

は0であり、付加価値とエネルギーの関係は価格
によらず固定されているとしている。一方、エネ
ルギーサービスの選択に関しては代替弾力性を∞
としていて、最も安価に提供されるエネルギーサー
ビスが選択されるということを示している。
　また、価格については価格メカニズムによって
それぞれの生産要素や財の需要と供給が均衡する
ように価格が計算されている。つまり、ある要素
について需要が供給を上回れば価格が上昇し、逆
に供給が需要を上回れば価格が下落して、最終的
には需要と供給が均衡するように価格が決定され
る。ここに各要素から排出される温室効果ガスの
量を組み込むことで、このモデルをもとに実際の
社会で温室効果ガスの排出量をある水準に抑える
ときに、経済活動にどういう影響が生じるのかを
シミュレーションすることができるのである。
　このような分析をするうえで、モデルを精緻化
して、より多くの要素を考慮した方がより適切に
影響を分析することができる。しかし、考慮しな
ければならない要素の数には際限がなく、それら
をすべて組み込もうとすればモデル構造が巨大で
複雑なものになってしまう。そのため先生がモデ
ルを開発する際は、分析に応じてモデルの簡略化
を行い、必要な情報を適切に得られるようにする
ことで、モデル構造が巨大化、複雑化するのを避
けている。モデルを開発する段階では、それがど
ういう分析を目的としたものなのかということが
非常に重要であり、目的が変わればモデルの中身
も大きく変わってくるのである。

国産品 輸入品

保有資本 労働 エネルギー財 1 エネルギー財 2

付加価値
投入

エネルギー
合成財

従来技術 省エネ技術従来技術 省エネ技術

新規設備からの
エネルギーサービス

保有資本からの
エネルギーサービス

エネルギー
サービス需要

非エネルギー
中間財・廃棄物

生産活動

CO2 排出量

代替弾力性 = 0

代替弾力性 = 0

代替弾力性 = 0代替弾力性 = 1

代替弾力性 = ∞

代替弾力性 = ∞

図３　生産活動を定式化したモデルの一部
投入される要素間の関係は代替弾力性に基づき定式化され、点線
で囲まれた要素間は1つの代替弾力性によって関係づけられる。

　上で述べてきたように、先生は主に温暖化対策
やそれに関わる経済活動への影響についての分析
を行なっている。さらに、これからの日本でどの
ように温暖化対策を進めていくべきかについても
考え、それを実際のまちづくりに活かしている。
　先生は、高齢化が進む日本の社会の発展に、エ
ネルギー効率を上げCO2の排出量を抑える低炭素
社会の考え方を取り入れていこうとしている。具
体的なものとして、都市機能を中心部に集めるこ
とで市街地の活性化や利便性向上を図るコンパク
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トシティが挙げられる。高齢者に比較的まとまっ
た地域に住んでもらうことで移動のエネルギーが
削減できる。さらに、大勢で集える場所を設ける
ことで暖房等によるエネルギー使用量も節約する
ことができるため、環境に配慮したまちづくりを
実現できる。
　また、先生はただ規制するだけで温室効果ガス
の排出量を削減していくのではなく、誰もが取り
組みたいと思えるような温暖化対策を打ち出す必
要があるとも考えている。先ほどのコンパクトシ
ティを再び例にとると、高齢者が集うことでエネ
ルギーが節約できるだけでなく、高齢者が周りと
つながりを持ちながら暮らせるようになる。さら
に高齢者が集まるところに子供を預けられるよう
になれば、高齢者にとっては生きがいに、若い世
代の共働きの夫婦にとっては子育ての負担の軽減
になり、より暮らしやすいまちになるという好循
環が生まれる可能性がある。いくら必要性を実感
していても、誰もが取り組みたいと思えないもの
であれば、実行しようとする人が少なく、大きな
効果を生み出すことは難しい。しかし、温暖化対
策が先生の目指すような誰もが率先して取り組み
たいものになれば、対策は自ずと広がっていく。
先生は、生活の豊かさと両立できる温暖化対策を
目指しているのである。
　この考えをもとにして先生が実際に取り組んで
いるのが、環境未来都市に選定された福島県新地
町の将来シナリオの作成である。環境未来都市と
は、環境問題や超高齢化社会に対応し、雇用創出
などを図り、持続可能な社会の実現を目指す都市
のことである。新地町は東日本大震災の被災地で
あるため、新地町の将来シナリオには震災復興計
画が含まれる。一般的な震災復興計画は長くても
10年先を見据えたものであるが、先生はそれ以上
先についても考えながら、現地の人々と一緒に新
しいまちづくりを進めていこうとしている。
　先生は現地の中学生を対象にワークショップを
行い、2050年に自分たちの町がどうなっていてほ
しいのか、その将来像を描いてもらった。そこで
は、「便利になってほしい」「人口が増えてほしい」
という賑わいを震災復興として求める意見だけで
なく、「自然を大切にする」「震災でダメージを受

けた釣師浜の復興」など、これまで地元で大切に
されてきた地域資源の保全に関する意見が出た。
先生は、中学生以外の住民の意見も聞き、それら
を踏まえながら環境未来都市としての総合計画を
支援しようとしている。新地町や福島県の産業や
雇用などのデータをもとに開発したモデルを用い
て、総合計画を反映させた将来像を導き出し、そ
れをもとにどのようによりよい町にしていくかを
探っているのである。
　しかし、先生の研究は社会が相手であるため、
なかなか理想通りにはいかない。モデルによる結
果はあくまでも理論であって、現実の社会とはさ
まざまなギャップがある。また、対策による影響
は一様ではなく、対策により活動が活発化する側
と対策により活動が縮小する側が発生し、後者に
なるおそれのある側からは常に反対意見が出され
る。理想と現実の間で望ましい解を探すのがこの
研究において非常に難しいところである。それで
もこれらの研究は直接世の中の役に立つところが
非常におもしろいと先生は言う。
　先生がさまざまな将来を予測してデータを提示
しても、対策がとられなければ先生の研究は世の
中の役に立つことはない。また、対策が遅れれば
遅れるほど、地球温暖化を食い止めることは難し
くなっていく。今はまだ地球温暖化の深刻さが実
感できず、目先の利益を求め、対策から目を背け
てしまう人もいるかもしれない。しかし将来のた
めには、この現状と今後起こりうることを誰かが
代弁していかなければならない。先生はそのため
の研究を続け、発信し続けている。

　地球の未来を予測するということがどのような
ことなのか、地球温暖化を食い止めるためにどの
ような研究を行なっているのかを知りたくて、増
井先生に取材をお願いしました。取材中、先生の
地球の未来に対する想いが端々に感じ取れたのが
非常に印象的でした。最後になりましたが、お忙
しい中、取材に快く応じてくださり、記事執筆の
ためにも幾度もご協力くださいましたこと、心よ
り御礼申し上げます。 （瀬底 かなみ）

執筆者より


