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民間丸投げ"気 候変動オペが助長する事 =日 本総研 H河 村氏

河村小百合 H日 本総合研究所調査部主席研究員=日 本銀行 は去る 7月 15日 ￢6日 に開催 した金
融政策決定会合 において、「気候変動対応を支援す るための資金供給の骨子素案」を決定 した。そ
れによれば、 「気候変動対応に資するための取 り組み について一定の開示を行 つている金融機関」
が実施する「わが国の気候変動対応 に資する投融資」、具体的には「①グ リー ンロー ン/ボ ン ド、
②サステナ ビリティ・ リンク ロローシ/ボ ン ド (気 候変動対応 に組 づ くもの)、 ③ トランジシヨ
ン Hフ ァイナンス」を対象に、 「貸付金利をゼ ロ0/oに し、マク ロ加算残高への『 2倍 加算』を行
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ス を実施する」 というものだ。その際、 「対象投融資の判断を金融機関に委ねつつ、一定の開示を
求める ことで規律付けを行 う」 とされている。要するに、対象 となる気候変動対応の投融資 として
ら、
さわ しいか どうかの判断は、 民間丸投げ"の 形で、日銀はオペで条件 を優遇 した資金を供給す
る、とい うことだろう。
果た して この「気候変動対 応支援オ ペ 」 は、 「 2050年 カーボ ン・ ニ ュー トラル」 を目標 に掲
げたわが国の気候変動対策 と経済運営 に 、本 当に資す るもの となるのであろ うか ?

気候変動対策 は、何でもやみ くもに実施すればよい、とい うものでは決 してない。コス トばか り
多 くかか つて炭素排出抑制の効果が薄い、とい うような ことにな つて しまえば、経済成長の足が
引つ張 られる ことになつて しまう。最も重要なのは、 「いかに して経済成長と両立させながら、実
効性の高 い気候 変動対策を行 つていくか」という点だ。そのためには、気候変動対策を講 じるうえ
で、コス ト効率性を しつか りと吟味 してお くことが重要 となる。そのため、炭素税や排出権取引、
ク レジッ トといったカーボン・ プライシングを導入する ことが不可欠であるが、わが国における
「温暖化対策のための税」は炭素排出 可トン当た りわずか 289円 。排出権取引も東京都 と埼玉県
で部分的に実施 されているに過ぎない。炭素排出 1ト ン当た りの社会的なコス トは少な くとも 4,
000円 相 当、とOECDに よつて見積 もられていることなどか らすれば、わが国では現在、カー
ボン・ プライシングは事実上 、導入 できていないのに等 しく、その本格的な導入のための議論も、
大企業や財界筋の根強い反対もあつて、いまだに十分に進んでいるとは言 い難 い。日銀による 民
間丸投げ"気 候変動対応支援オペは、 こうした状況下で実施 に移 される ことになる。
カーボ ン ロプライシングは、社会 全体 と して、 コス トを最小限に して炭素排出を抑 える ことが可
能 とす る枠組みだ。そのか ら くりを ご く単純化 して説 明すれ ば、次の よ うになる。
例 えば、現状 、 ともに 1, 000ト ンの 炭素 を排出 していて 400万 円相 当の炭素税 を払 うか排出
権 を購入 しなけれ ばな らない A社 と B社 が あ つて 、国 と しては炭素排出を半分 に しなけれ ばな らな
い状況 に ある、 とす る。単純 には、 この 両社が 500ト ンず つ排出削減すれ ばよいが、 A社 の事業
では 500ト ンの炭素排出を削減す るのに 500万 円の設備投資 を要す るのに対 し、 B社 の事業で
は 100万 円の設備投資 で 500ト ン減 らせ る、 とす る。
この ケースでは、 A社 は 500万 円の設備投資 を見送 り、 400万 円の炭素税 を払 うか 排出権 を
買 い入れれ ば、そのまま生産 を継続 できる。やみ くもに炭素排出を減 らす よ り、 100万 円分、負

担が少な くて済 む。 B社 は 100万 円の設備投資 をすれ ば、まず 500ト ン排出を減 らせ るので、
400万 円の炭素税 は払わ な くてすむ。追加 で 100万 円設備投資 して さらに 500ト ン排出を減
らせれ ば、その分 の 500ト ンの排 出権 を 400万 円で A社 に売 る こ とが で き、 さらに追加 で

300万 円の利益 が手に入 る。国 と しての排 出半減の 日標 も達成できる。社会 全体 と して、炭素税
の価格 を下回る効率 的な環境対策が 、優 先的 に実行 され る ことになる。企 業 に とっても、 B社 の よ
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うに他社 に先 ん じて技術革新 に成功すれ ば、炭素税 の負担 を軽減で きる以上の大 きな利益が得 ら
れ、 ビジネス・ チャンスで もある。技術革新のための強 いイ ンセ ンテ ィブが働 くのだ。 EU各 国で
今 、企業 による設備投資競争が起 こつて いるのは、ま さに このカー ボ ン・ プライシ ングが有効 に機
能 して いることによる。単 に、企業向 けに多額 の補助金が 投入 され ているか らでは決 してない。
気候 変動対 策はt自 らが実施す る対策や設備投資に要す る コス トは、当該企業が直接 得 られ る利
益 を上 回 つて しまい、当該企業の損得勘定だ けでは実施 されな いことに なつて しまいかねないが、
社会 全 体 と しては大 きな利益が得 られ る、 とい う「外部性」の働 く分野、 「市場の失敗」が発生す
る分野 の典型例 で ある。 こ うした考 え方 は ミク ロ経済学 上確立 され 、欧米主要国をは じめ とす る海
一政策金融鮮任去 る 友帯 の 関与が狂 当キとされ てもヽ
る分 野 でも―
外各国で広 く実持され てもヽるれヽらこそ 、
「
ある。半面、政府 の関与は慎重な制度設計 を講 じつつ行 う必要 が ある。実際 の政府 は、 プ ロジ ェク
トの実施 による社会的利益 と、実施主体の私的利益 との間の乖離 (か い り)の 大 きさを正確 に推定
できるとは限 らず、政府による支援対象 となる先か ら「抱 き込まれ」た り、そ うした先 と 「結託」
して しま う可能性 もある。そ う した事態が現実の もの となれ ば、 「市場 の 失敗」 を是 正できるどこ
ろか 、 「政府の失敗」が発生 して しま う、経済 ・社会全体 として利益が得 られ るど ころか、弊害が
残 って しま う、 とい うことに もな りかね ない。

カーボン・ プライシングの導入が いまだにできておらず、そのための議論も十分には進んでいな
いわが国において、サステナ ブルな経済活動を定義づ ける「タクソノミー」の検討が進んでいるわ
市
けでもないのに、日銀が 民間丸投げ"で 気候変動対応支援オペ を実施するとなつた らどうなる
か。民間金融機関に、投融資対象 となる企業の設備投資計画が、社会的にみて炭素の社会的 コス ト
を下回るコス ト効率的なものであるとの判断ができるのだろうか。それはかな り難 しいのではない
か。中央銀行である日銀の資金供給は、わが国の政策金融機関が財政投融資制度のもとで、財投債
や財投機関債の発行を原資に行 う際のような規模面での予算制約もない。
確かに今、気候変動問題への対応を、中央銀行の政策運営においても何 らかの形で考慮 し、後押
ししてい こうとい うのが世界的な潮流ではある。さはさりなが ら、気候変動対策に最 も熱心 とされ
る欧州中央銀行です ら、去る 7月 8日 に公表 した新たな金融政策運営戦略のなかで示 した内容は、
「気候変動が物価安定に深刻な影響を与 えると認識 し、金融政策の枠組みで気候変動問題に一段 と
配慮する。債券購入や担保受け入れ時に気候変動 リスクを一段 と重視 し、企業に関連情報の開示を
促す」とい うものにとどまった。他の主要中銀を含め、気候変動対策 に取 り組むとしても、日銀の
ように金融政策運営と重なる資金供給 として気候変動対策目的のオペ を導入する動きはみ られな
い。社債 の買い入れ対象の選定の際、も しくは受け入れる適格担保の条件設定の際に考慮する、 と
い うあた りがやれることの限界、 となつているように見受けられる。それは、多くの海外中銀が、
「中央銀行は政策金融機関ではない」、 「 外部性"を 伴 い、 市場の失敗"が 発生 しやすい気候
変動対策の分野に関 しても、政策運営を誤れば、 政府の失敗 "の 発生につなが り、社会全体とし
ての弊害が大きくなつて しまいかねない」 とい う点を十分 に認識 しているか らこそではないのか。
わが国ではこの問題に限 らず、 「金利は低ければ低いほどよい」、「中央銀行は資金を少 しでも
多く供給 してくれ さえすればよい」な どとい うような単純な思考が社会全体 にまん延 して しま つて
いるのが事実だろう。経済政策の運営や、経済全体の運営は、企業・ 市民を含めた社会全体が、問
題をもっと深 く理解 した うえで、も っと精徹な設計のもとで実行され て しかるべ きものだ。わが国
と諸外国 との間で潜在成長力の差 、物価を押 し上 げる力の差が生 じて しまう源泉は、 こうした点に
こそあるのではないのか。

わが国として、カーボン・ プライシングの導入も満足にできていないなかで、このまま、日銀に
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民間丸投 げ"の 気候変動対応支援オ ペ が安易な制度設計の もとで 2030年 まで延 々 と実施
され て しまえば、気候 変動対策 と しての コス ト効率性 に欠 ける投資まで もが助長 されて しま うこ と
になるだ ろ う。それ は、わが国が 自ら掲 げたカーボ ン ロニ ュー トラルの 目標達成 をさらに難 しくす
よる

るばか りでな く、経済成長 との両立 も困難 に し、 日銀 が掲 げる 「 20/oの 物価 目標」 の達成 をもさら
に困難 にす る、 とい う皮肉な結果 につなが つて しまいかね な い ことが強 く懸念 され る。 (了 )
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