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前書き

2012年の低炭素経済指標（Low Carbon 
Economy Index）報告書には、「気温上昇を
2度に抑えるにはもう遅すぎるのか？」という
副題が付いていました。つまり、結論はまだ
出ていなかったということですが、2013年
は、疑問符付きにするのは難しそうです。

私たちは、20カ国・地域（G20）の炭素削
減率を5年連続で調べてきました。その結果
は好ましいものではありません。

この指標を導入した2008年時点で行った
計算では、気温上昇を2℃以下に抑えながら
成長を維持するために、G20各国・地域は
GDP当たり炭素排出量を年率3.5％削減する
必要がありました。ところが、実際の炭素削
減率は、その後4年間にわたり0.7％以下にと
どまりました。これを巻き返して当初の目標
を 達 成 するた め に 必 要 な 炭 素 削 減 率
は、2012年までに5.1％に跳ね上がり、単年
でも達成したことのない値を今世紀中ずっと
維持しなければならないという状況に陥りま
した。

2013年はさらにハードルが高くなってい
ます。PwCの低炭素経済指標モデルは、GDP
当たり炭素排出量を2100年まで毎年6％削
減する必要があることを示しています。これ
は現在の炭素削減率の8倍を超える数値で
す。仮に、現在0.7％の炭素削減率を2倍にで
きたとしても、気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）が想定する最悪シナリオ並みで、
気温は2100年までに4℃程度上昇すること
になります。現行水準の炭素削減率が続く
と、今世紀分の炭素予算（許容排出量）を
2034年まで、つまり予定より66年も早く、使
い切ってしまいます。平たく言えば、炭素予算
が破綻するということです。

悲観論に拍車をかける三つの要因があり
ます。第一に、IPCCの第5次評価報告書で、
人為的炭素排出と気候変動の関連性に関す
る科学的合意がさらに強まりました。第二
に、“Turn Down the Heat”と題する世界銀行
の報告書で、気温が4℃上昇することによる
社会的・経済的コストが明らかにされまし
た。そして、第三には、数々の技術的特効薬

（大きな期待がかけられた強力な炭素削減
技術）はうまく行っていないようなのです。

原子力発電は、英国が20年ぶりの建設を
発表したものの、日本とドイツでは撤退する
方向です。二酸化炭素の回収・貯蔵（CCS）
は、発電と一体化した商業規模のプロジェク
トは皆無で、行き詰まっているようです。シェー
ルガスは米国で石炭に取って代わりました
が、石炭価格が下がったため、欧州では2012
年、石炭消費量が上昇しました。低炭素経済
指標モデルは、2012年達成されたGDP当た
り炭素排出量のわずかな低下のうち92％は、
専らエネルギー効率の向上によってもたらさ
れたことを示しています。これは好ましいこ
とではありますが、比較的容易な改善措置
が導入された後は、エネルギー効率の向上も
先細りになるかもしれません。

とはいえ、明るい材料がないわけではあり
ません。国レベルで見ると、ブラジル、フラン
ス、アルゼンチンなどは、GDP当たり炭素排
出量が相当低く抑えられています。中国は、
リスクの引き受けとクリーンテクノロジー産
業における技術革新促進の手段として炭素
価格付けを活用しています。都市レベルで
は、世界各地の数多くの市と市議会が、住み
やすさを向上させつつ大幅な炭素削減を達
成しました。最後に、技術面では再生可能エ
ネルギーのコストが加速度的に低下してい 
ます。

何が大変革をもたらすのでしょうか。一つ
は2015年に合意を目指す新たな国際枠組み
でしょう。コペンハーゲンで開催された第15
回気候変動枠組条約締約国会議（COP15）
から6年後、再生可能エネルギーが既存エネ
ルギー並みのコストとなり、各国の合意が得
られれば、低炭素化を促す法的枠組みと財
政刺激策がもたらされるでしょう。

PwC サステナビリティ・気候変動関連サー
ビス担当パートナー
Leo Johnson

PwCは、PricewaterhouseCoopers International Limited（PwCIL）のメンバーファームであるPricewaterhouseCoopers LLP（英国を拠点
とする有限責任事業組合）のことを指す。PwCILの各メンバーファームはそれぞれ独立した法人格を有する。詳細については、www.pwc.
com/structure参照。
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炭素予算は2034年までに破綻

2009年に低炭素経済指標を初めて発表
するにあたり、私たちは、G20各国・地域が
気温上昇を2℃以内に抑えられる炭素予算を
どの程度達成しているかを調べた。現時点に
おけるGDP当たり炭素排出量は高すぎるとい
うのが私たちの大前提である。経済成長と
二酸化炭素削減を両立させない限り、気温
が大幅に上昇し、深刻かつ広範囲に及ぶ影
響がもたらされるだろう。

低炭素経済指標を公表し始めてから2013
年で5年目になるが、9月にはIPCCの第5次評
価報告書（AR5）も発表された。これは過去
6年間において最も包括的な気候に関する科
学調査である。IPCCの評価報告書は、従来、
国際的な気候変動対策の重要な指標となっ
てきた。第1次評価報告書は、1990年に発表
されたが、これに続いて国連気候変動枠組
条約（UNFCCC）が採択された。第2次評価
報告書は1997年の京都議定書採択に向け
た取り組みを勢いづけた。2007年の第4次
評価報告書は、その2年後にコペンハーゲン
で開催される締約国会議では合意しなけれ
ばならないことを覚悟させ、最終的に多くの
主要排出国が排出削減目標を約束した。

2015年のパリ合意を強固なものとすべく
交渉を方向づけるうえで、第5次評価報告書
がどのような役割を果たすのか、すでにさま
ざまな臆測が飛び交っている。

IPCCの第5次評価報告書は、21世紀末ま
での気温上昇の度合いに応じて4通りの炭素
予算を提示している。国連気候変動枠組条
約の締約国政府間で現在合意されている目
標は、気温上昇を2℃以下に抑えるというも
のである。IPCCが算定した炭素予算に基づ
いて、G20各国・地域の目標達成度合いを評
価すべく、低炭素経済指標を再度精査したと
ころ、以下のことがわかった。最も保守的な
気候変動予測シナリオ（第5次評価報告書で
RCP2.6と称されるもの）を達成するために
は、現在から2100年までの化石燃料起源の
累積二酸化炭素排出量を炭素換算で約270
ギガトン（または二酸化炭素換算で約990ギ
ガトン ）に 抑 える 必 要 が あ る 。ち な み
に、2012年単年におけるエネルギー起源の
排出量は32ギガトン（二酸化炭素換算）で
ある。

現時点の経済予測に基づくと、この炭素予
算を維持するためには、世界全体で2100年
まで毎年6％炭素の削減を実現しなければ
ならない。これはGDP当たり炭素排出量を今
後10年間で半減し、2050年までに現行水準
の10分の1に削減するのに等しく、今世紀末
までに世界のエネルギーシステムを実質排
出量ゼロにしなければならないだろう。

この炭素削減率は、過去5年間に、世界経
済の成長と二酸化炭素排出削減の両立に政
策的にも技術的にも失敗する中で達成され
た0.7％を大幅に上回っている。炭素削減率
が現行水準のまま推移すると、2012年から
2100年までの炭素予算は2034年までに使
い果たされてしまう。つまり、89年分の炭素
予算をその4分の1にも満たない期間で使い
切ってしまうということである。

PwCの低炭素経済指標は、気温上昇を2℃以下に抑えるために必要な世界の炭素削減率を
示すものである。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2013年に発表した第5次評価
報告書で、気温上昇2℃以下という目標の達成可能性を合理的に見込めるような今世紀末ま
での炭素予算（許容排出量）を提示した。

本報告書は、上記炭素予算に基づくと、世界全体のGDP当たり炭素排出量を2100年まで
毎年6.0％削減する必要があることを示すものである。現時点における炭素削減率がわずか
0.7％であることを考えると、これは途方もなく大きな難題である。炭素削減率を2倍にしても
なお、2100年までに気温は4℃上昇することになる。
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炭素削減率を現行水準の2倍の1.4％まで
引き上げたとしても、IPCCが提示した中で最
も極端なシナリオであるRCP8.5に近い数値
になり、気温は2100年までに4℃程度上昇す
る。このシナリオでの予測は、水ストレス、食
料安全保障上の脅威、海面上昇による洪水、
陸上および海洋における生態系の変化や種
の絶滅を通して、人間および生態系に甚大な
悪影響がもたらされることを示唆している。
このような将来がなぜ好ましくないかについ
ては、『Turn Down the Heat』と題する世界
銀行の報告書に詳述されている。

私たちの低炭素経済指標モデルは、新興
諸国および途上国における適度な経済成長
の長期的継続と、先進諸国の緩やかな安定
成長を想定している。世界経済は2050年ま
でに現在の3倍、2100年までに12倍の規模
に拡大すると予測されている。しかし一部の
エコノミストは、気候変動の抑制と解決に失
敗した場合、このような長期成長が果たして
合理的かつ達成可能なものか疑問視して
いる。

IPCCシナリオ

（RCP: 代表的
濃度経路）

化石燃料起源の 
累積排出量 

（炭素換算）

必要とされる 
炭素削減率（年率）

今世紀末までの 
全地球平均海面 
温度上昇幅（℃）

2012年～2100年（Gt-C） 2013年～2100年 平均値1

RCP2.6 270 6.0% 1.6

RCP4.5 780 3.0% 2.4

RCP6.0 1,060 2.3% 2.8

RCP8.5 1,685 1.4% 4.3

低炭素経済への道

図1： GDP当たり炭素排出量（単位：トン-CO2／百万米ドル、2012年）

過去5年間（2007年～2012年）における世界全体の
炭素削減率は年率平均0.7％

炭素削減率が現行水準で推移した場合、今世紀
の炭素予算は2034年までに使い果たされる

気温上昇2℃以内という目標を達成するために
は、世界全体のGDP当たり炭素排出量を毎年
6％削減する必要がある

つまり、GDP当たり炭素排出量を今後10年間で
半減し…

2050年までに現行水準の10分の1
に引き下げる必要がある 今世紀末までに世界のエネルギー

システムを実質排出量ゼロにする
必要がある

表1：IPCCの各シナリオで必要とされる炭素削減率 
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低炭素経済指標は、IPCC第4次評価報告書
（AR4）が発行された直後の2008年以降、全
世界およびG20各国・地域のGDP当たり炭素
排出量がどのように変化してきたかを追跡し
てきた。気候変動が世界各地で未曽有の悪影
響をもたらすと科学者が警告してきたにもか
かわらず、温室効果ガスの排出量の増加は、
ほとんど衰えることなく続いている。

2012年の低炭素経済指標では、気温上昇
を2℃にとどめるためには、GDP当たり炭素排
出量を年率5.1％削減する必要があるという計
算結果となった。2012年は、米国、オーストラ
リア、インドネシアの3カ国がこれを達成した。
しかし、G20諸国・地域で2007年以降の5年
間で継続的にこの炭素削減率に近い数値を
達成した例はない。

G20諸国・地域間に見られるGDP当たり炭
素排出量の開きは、極めて大きな削減余地が
あることを示している。GDP当たり炭素排出量
の最も高いサウジアラビアは、最も低いフラン
スの5倍となっている。また、先進7カ国（G7）と
新興7カ国（E7）も著しく対照的である。2012
年、G7諸国が平均2.3％のGDP当たり炭素排
出量の削減を達成したのに対し、世界経済の
生産拠点が集中するE7諸国は、わずか0.4％
の削減にとどまった。2012年のE7諸国のGDP
当たり炭素排出量は、G7諸国の平均を70％
以上も上回っており、二酸化炭素排出量がい
かに経済構造と根本的にリンクしているかが
示された。

炭素予算赤字への対処

IPCC第5次評価報告書の要点
IPCCの評価報告書は、気候変動科学分野

で最も信頼できる調査報告書で、徹底した
調査と調査結果の精査に基づいている。一
部詳細について議論があるとしても、報告書
の主たるメッセージは明瞭である。すなわ
ち、人間が地球環境に影響を及ぼしているこ
とは明らかであり、このまま放置すると甚大
な悪影響がもたらされ、政府と産業界はこの
潜在的リスクに対処すべく行動を起こす必要
があるということである。さらにもう二つ重要
なことがある。

第5次評価報告書は、地球温暖化の「一時
停止」と称される1998年以降に観測された
温暖化の減速を取り上げている。数十年に
わたる温暖化傾向は明らかであるとしたうえ
で、「自然は変動性が大きいため、短期間の
記録に基づく傾向は、その期間の始めと終わ
りの選び方に大きく左右されやすく、一般的
に長期間の気候変動傾向を反映しない」と
述べている。つまり、1998年（エルニーニョ
現象で極めて温暖だった年）を起点とする
「一時停止」は過去30年間の温暖化傾向の
全 体 像 を 示して い な いということで あ
る。1995年、1996年、1997年を起点とすれ
ば、過去30年間の温暖化傾向に近い結果が
得られる。

IPCCが異なる排出量シナリオに基づく炭
素予算を提示したのは今回が初めてである。
これらのシナリオは「代表的濃度経路」
（RCP）と呼ばれる。第5次評価報告書は、
気温上昇2℃以下という目標を達成するため
には、19世紀半ば以降の二酸化炭素総排出
量が800ギガトン-Cを超えてはならないとし
ている。2011年までの排出量は約531ギガト
ン-Cなので、2100年までに使える炭素予算
は限られている。

その他の要点は以下のとおり。

気候システムの温暖化については疑う余
地がない。1950年代以降、数十年から
千年に一度あるかと思われるような変動
が観測されている。

大気と海洋の温暖化が進み、雪氷が減少
し、海面が上昇し、温室効果ガスの濃度
が高まっている。

海洋の温暖化は、気候システム内の蓄積
エネルギーを増 加させる主たる要因
で、1971年から2010年に蓄積されたエ
ネルギーの90％以上を占める。

人間は明らかに気候システムに影響を及
ぼしている。このことは、大気中の温室
効果ガス濃度の増加、正の放射強制力、
温度上昇、気候システムに関する知識か
らも明らかである。

温室効果ガスの排出が続けば、さらに温
暖化が進み、気候システムのあらゆる部
分に変化が生じる。

RCP2.6を除くすべてのシナリオにおい
て、21世紀末までに地球の表面温度は
1850年から1900年対比で1.5℃超高く
なると予 想され る。R C P 6 . 0 および
RCP8.5の場 合、上昇幅はおそらく2℃
を超え、RCP4.5の場合も、50％を超え
る確率でそうなる可能性がある。

RCP2.6を除くすべてのシナリオにおい
て、2100年以降も温暖化が続く。

21世紀終盤までとそれ以降の地球の平
均表面温度は、累積二酸化炭素排出量
によってほぼ決定される。二酸化炭素の
排出が止まったとしても、気候変動のほ
とんどの状況は何世紀も持続する。つま
り、過去、現在、将来の二酸化炭素排出
は、何世紀も続く大きな気候変動を確実
にもたらすということである。

IPCC第5次評価報告書の全文は下記サイトよ
りダウンロードできる。
http://www.ipcc.ch/
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2011年～2012年 過去5年間の傾向
国 エネルギー

起源排出量2

変化率

実質GDP
成長率

（PPP）

GDP当たり炭素
排出量

（トン－CO2／百万米
ドル、2012年）

GDP当たり炭素
排出量
変化率

GDP当たり炭素
排出量

年平均変化率

GDP
成長率

（年率平均）

2011-2012 2011-2012 2012 2011-2012 2007-2012 2007-2012

全世界 2.2% 2.9% 376 -0.8% -0.7% 2.7%
G7 -1.3% 1.4% 291 -2.7% -2.3% 0.3%
E7 5.1% 5.2% 498 -0.1% -0.4% 6.1%
米国 -3.8% 2.2% 341 -5.9% -3.1% 0.6%
オーストラリア -2.1% 3.4% 366 -5.3% -3.0% 2.7%
インドネシア 0.9% 6.2% 382 -5.0% -1.4% 5.9%

ロシア -0.2% 3.4% 467 -3.5% -1.2% 1.8%
イタリア -5.8% -2.4% 186 -3.5% -2.4% -1.4%
トルコ -1.1% 2.2% 219 -3.3% -1.4% 3.1%
カナダ -0.7% 1.7% 387 -2.3% -1.8% 1.1%

南アフリカ 1.1% 2.6% 726 -1.5% -2.0% 2.1%
中国 6.3% 7.8% 703 -1.4% -1.9% 9.3%
欧州連合 -1.4% -0.3% 218 -1.1% -2.1% -0.2%

韓国 1.3% 2.0% 468 -0.8% 0.6% 2.9%
アルゼンチン 3.2% 3.7% 221 -0.5% -3.3% 5.8%
メキシコ 4.5% 3.9% 228 0.6% 0.4% 1.6%
フランス 0.7% 0.0% 149 0.7% -2.3% 0.1%
ドイツ 1.6% 0.7% 227 0.9% -1.7% 0.7%
サウジアラビア 6.6% 5.6% 752 1.0% 1.7% 4.2%
ブラジル 2.9% 0.9% 185 2.1% 0.8% 3.2%
英国 2.6% 0.3% 211 2.4% -1.7% -0.4%
インド 7.3% 3.2% 361 3.9% -0.1% 6.5%
日本 6.9% 1.9% 296 4.9% 0.2% -0.2%

表2：低炭素経済指標（国別概要）
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技術的対策はまだ実行できず

国際エネルギー機関（IEA）は他の調査機
関と共同で、エネルギー起源の排出を削減す
る技術的な「くさび」として、次の3種類を挙
げている。

• エネルギー効率の向上：発電、エネル
ギーの最終利用など

• 低炭素発電への転換：石炭からガスへの
転 換 、バ イオ 燃 料 、再生可能 エ ネル
ギー、原子力の利用など

• 二酸化炭素の回収・貯蔵

G20諸国・地域における上記技術の利用はい
ずれも限定的で、持続性に欠けている。

エネルギー効率： 
明るい材料

世界的に、エネルギー効率の改善がGDP
当たり炭素排出量変動の一大要因となって
いる。私たちの調査では、2007年以降の
GDP当たり炭素排出量低下分の92％はエネ
ルギー効率の改善によるもので、残りのわ
ずか8％がよりクリーンなエネルギーミック
スへの転換によってもたらされたことがわ
かった。
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出典：PwC分析

G20諸国・地域の中でエネルギー効率が
最も高いのは、イタリア、英国、トルコの3カ
国で、いずれもGDP百万米ドル当たりのエネ
ルギー消費量が90トン（原油換算）を下回っ
て い る 。エ ネ ル ギ ー 効 率 の 改 善 率 で
は、2007年以降、アルゼンチン（年率3.7％）、
オーストラリア（同2.5％）、米国（同2.0％）
が先導している。しかしアルゼンチンで炭素
効率が改善したのは、エネルギー起源の活
動よりも、同国のGDP拡大が大豆などの農産
物輸出額の上昇が大きな要因である。同国で
は、降水パターンの変化に伴い、2007年以
降、水力発電量が減少しており、電力需要増
加分はすべて火力発電で賄われている。

炭素依存度を低下させるためには、エネル
ギー効率の改善が欠かせない。しかし、エネ
ルギー効率改善策を講じると反動的にエネ
ルギー需要が増えることが多い。GDP当たり
のエネルギー使用の削減には限界がある。こ
うした措置は一般的にコストのかからないも
の（行動パターンの変更など）から実施され
るが、このことは、エネルギー効率改善策（コ
ジェネなど）をさらに推し進めるには相当の
コストとインセンティブを要することを意味
する。とはいえ、新興諸国のエネルギー効率
は、いくつかの主要国で改善（南アフリカで
年率平均1.9％、インドネシアで同1.6％改
善）したものの、総じて改善の余地が大いに
ある。E7諸国のGDP当たりのエネルギー消
費量は、G7諸国のそれを3分の1超も上回っ
ているのである。

図2：世界のGDP当たり炭素排出量変動要因
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エネルギーミックス： 
依然高いGDP当たり 
炭素排出量

過去5年間におけるエネルギー当たりの二
酸化炭素排出量は、変動はあるものの、おお
むね、原油換算で約2.6トン-CO2 3から下がっ
ていない。石油依存度は低下しつつあるが、
化石燃料が依然として世界のエネルギーミッ
クスの大部分を占めており、特に、石炭につ
いては使用量が増加している（図3参照）。フ
ラッキング（水圧破砕）技術によってかつて
は採掘できなかった資源の商業開発が可能
になり、コストが安く、燃焼による大気汚染
の少ない低炭素燃料としてのシェールガスの
可能性が世界中で取り沙汰された。2011年
には、国際エネルギー機関が「ガス黄金時代
の到来ではないか」と問いかけた。しかし、
現状、シェールガス革命の恩恵は米国に限ら
れている。

米国では、豊富なシェールガスの出現に
よってエネルギー価格が下がり、雇用が生ま
れ、石炭火力離れが進んだ。近年における米
国の目覚ましい炭素削減は、ほぼこれによっ
て説明できる。しかし、フラッキング技術は
世界のエネルギーミックスに影響を及ぼすま
でには至っていない。実際、世界のエネル
ギ ーミックス に占 め る天 然 ガ スの 割 合
は、2000年以降ずっと約4分の1にとどまっ
ている。2000年以降、再生可能エネルギー
への投資は大幅に拡大したが、世界のエネ
ルギーミックスに占める再生可能エネルギー
の割合は2007年の7.2％から2012年の8.6
％にわずかに上昇したのみである。

シェール革命でも石炭からガス
への転換には至らず

シェールガス革命でエネルギー起源の二
酸 化 炭 素 排 出 量 の 削 減 が 進 ん だ米国
は、2013年、G20諸国・地域で最も高い5.9
％の炭素削減率を達成した。米国の発電4に
占める天然ガスの割合は25％から30％に上
昇、これと呼応して石炭火力の割合が42％か
ら37％に低下した。

米国の二酸化炭素排出量は減少したもの
の、安い天然ガスが出回ることによって石炭
価格が下がり、米国以外の国々における石炭

出典：PwC分析

消費の増加を招くこととなった。欧州連合
（EU）では、石炭価格と炭素価格の下落に加
えて、大型燃焼施設指令によって二酸化炭
素排出量の大きい老朽発電所の閉鎖が迫ら
れるという三重苦に見舞われ、その結果、石
炭の使用量が急増している。2011年にトン当
たり平均121米ドルだった北西欧州の石炭指
標価格5は、2012年には92米ドルに下落し
た。炭素価格は、2年前には17ユーロを超え
ていたが、2013年は3ユーロを割り込んだ。
大型燃焼施設指令は、二酸化炭素排出量の
大きい50MWh超の発電所は閉鎖期限の
2015年までの稼働時間を2万時間に制限す
るものであり、そのため老朽化した発電所
は、残された運転時間を最もコストの低い燃
料で乗り切ろうとしている。例えば、英国で
は、石炭火力による発電6が2011年の30％か
ら2012年は39％に上昇し、その分、ガス火
力が40％から28％に下落した。

EUにおける同指令の影響は一時的なもの
かもしれないが、相当な政策介入なしに石炭
価格と炭素価格の下落傾向が反転するか定
かではない。2012年に欧州委員会は、炭素
価格の押し上げを狙って、EU域内排出量取
引制度（EU-ETS）が発行する炭素排出権の
入札延期措置（支払い延期とも称される）を
提案した。この提案は、低炭素技術への投資

を促す適切なインセンティブを提供するため
に早急に進める必要のある域内排出量取引
制度の広範な構造改革と同じく、本報告書作
成時点で議論されているところである。

バイオ燃料の利用は 
米州に限定
米国とブラジルが引き続きエタノールとバ

イオディーゼルの最大生産国となっている。
バイオ燃料は、米国とブラジルの総エネル
ギー需要のそれぞれ1.2％と4.2％を占めてい
る。2011年までに米国で販売されるほぼす
べてのガソリンのエタノール含有率が10％に
達したが、これは、米環境保護庁（EPA）が
定める乗用車・軽トラック用燃料のエタノー
ル混合率の上限である7。景気後退とそれに
伴 う 走 行 距 離 の 減 少 、企 業 平 均 燃 費
（CAFE）基準の厳格化、バイオ燃料の利用
といった複数の要因を背景に、米国の石油
需要は2007年以降、低下してきた。

ブラジルでは、バイオ燃料の需要は引き続
き、ガソリンへのエタノール混合義務化（混
合率は2012年の20％から2013年までに25
％に引き上げ）と、米国の需要に支えられて
いる8。
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図3：2000年以降の世界のエネルギーミックス
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再生可能エネルギーの利用は
微増するも、化石燃料依存は
変わらず
中国の石炭消費量は、2000年以降ほぼ3

倍に増え、2007年以降は40％を超える伸び
を示している。しかし、2007年以降の世界の
再生可能エネルギー利用増の3分の2を中国
が占めている。2012年には、中国は、太陽光
をはじめとする再生可能エネルギーに670億
米ドルもの投資を行い、米国を抜いて世界最
大の再生エネルギー投資国となった9。GDP
当たり炭素排出量の低下率は、世界全体が
0.7％だったのに対し、中国は1.9％だった。
再生エネルギー消費量の増加率においても、
中国は、2011年から2012年にかけて25％増
というG20諸国・地域で3番目に大きい伸び
率を達成した。

2012年、再生可能エネルギー消費量（水
力を除く）が大幅に増えたその他の国として
は、イタリア（30％）、英国（29％）、ブラジル
（25％）、オーストラリア（24％）、フランス
（23％）が挙げられる。特に注目すべきは
オーストラリアで、炭素価格制度の導入と同
時に再生可能エネルギー消費が増えており、
市場のインセンティブを導入することで大き
な影響を与えられることが示された。太陽光
発電はほぼ倍増し、風力発電と水力発電も
前年比15％を超える伸びとなった。中国は、
同国初の排出権取引制度の試験的導入を進
めているところで、炭素の価格付けがより高
いレベルの炭素削減につながるかどうかはま
だわからない。

インドでは、エネルギーミックスに占める
石油消費の割合が2007年の33％から2012
年は30％に低下したが、石炭消費の増加（同
期間に50％から53％に上昇）によって相殺
された。再生可能エネルギーの割合はほとん
ど変わっていない。2012年におけるインドの
再生可能エネルギーへの新規投資はピーク
だった2011年に比べて半減した（130億米ド
ルから65億米ドルへ）10。注目すべきは、イン
ドの再生可能エネルギーへの投資率が他の
アジア諸国を下回っていることである。中国
は2007年にインドの2.5倍の額を再生可能
エネルギーに投じ、2012年までにその差は
10倍に膨らんでいる。インドの再生可能エネ
ルギーへの投資額は、ピーク時の2011年に
は2007年比136％増となったが、その他のア
ジア・オセアニア地域（中国を除く）は同167
％増だった11。

欧州は地域全体で見ると、2008年から
2012年にかけて、米国、中国、インドの合計
に匹敵する額を再生可能エネルギーに投資
しており、EUは引き続き全世界の太陽光発
電容量の大きな部分を占めている。ドイツで
は、2012年の太陽光発電が前年比ほぼ倍増
の28TWh(百万MWh)に達し、エネルギー需
要の0.8％を賄った。国内電力発電量に占め
る太陽光発電の割合で見ると、2012年はイ
タリアが5.6％で首位、ドイツは4.8％だった12。
その結果、イタリアはGDP当たり炭素排出量
の削減率でもEU最大となった。しかし、多額
の投資が行われているにもかかわらず、EU
のエネルギーミックスに占める再生可能エネ
ルギ ー の 割 合 は10％未 満 にとどまって 
いる。

その他の多くのG20諸国・地域でも、再生
可能エネルギーの利用拡大の兆しが見られ
る。トルコから韓国、アルゼンチンに至るま
で、エネルギー消費に占める再生可能エネル
ギーの割合が上昇した。しかし、化石燃料発
電に依存する構造は変わっていない。例え
ば、アルゼンチンでは、拡大する国内エネル
ギー需要は火力発電の増加によってほぼ満
たされたため、GDP当たり炭素排出量の削減
率は2007年以降で最低の水準にとどまっ
た。全体として見ると、再生可能エネルギー
は世界のエネルギーミックスのほんのわずか
な部分でしかない。エネルギーミックスに占
める再生可能エネルギーの割合は、多くの国

炭素価格付けは世界最大の
排出国の活路となるか

中国は、国内7カ所で排出権取引制度の
導入を目指しており、2013年6月にその第
1弾として深圳排出権取引制度を発足させ
た（残り6カ所は広東省、湖北省、北京、
天津、上海、重慶）。深圳排出権取引制度
は、26業種の600社を超える企業を対象
とする。これは、市場のインセンティブよ
り行政措置に頼ってきた中国が炭素に価
格を付けようとしていることを示す強力な
メッセージである。

深圳排出権取引制度では、参加企業に
今後3年間の排出枠として1億トン-CO2が
割り当てられたが、上限は排出の絶対量
ではなく原単位で定められており、毎年、
政府が検討調整する。参加企業の排出量
が現行割当量におさまれば、排出原単位
が30％低下することになる。

深圳排出権取引制度は今のところ健全
な兆候を見せており、炭素クレジットの価
格は2013年6月にトン当たり30元（4.86
米ドル）だったのが、同年10月には68元
（11.03米ドル）超に上昇した。

々で2桁増となったにもかかわらず、世界全体
で見ると、2000年の7.0％から2012年の8.6
％へわずかな上昇にとどまった。

福島原発事故以降、支持を 
失った原子力発電

日本では、福島第一原子力発電所事故を
機にすべての原子力発電所が稼働停止に追
い込まれ、二酸化炭素排出量の大きい化石
燃料発電への逆戻りが起きた。その結果、炭
素削減ランキングで日本は最下位となった。
原子力発電への信頼喪失の影響は日本のみ
にとどまらず、ドイツでも国内17基の原子炉
のうち8基が2011年末までに稼働停止と
なった。

これにより発電電力量に占める原子力の
割合13は2011年の17.6％から2012年は15.8
％に下がり、褐炭や無煙炭による発電が42.8
％から44.2％に上昇した。現行の政策では、
残りの原子炉も段階的に閉鎖し、2022年ま
でに全廃する計画である。

一方、原子力発電計画が順調で、国内発電
量の75％超を原子力が占めるフランスは、引
き続き、GDP当たり炭素排出量の低さランキ
ングでG20諸国・地域中首位を維持している
14。しかし、フランスのような原子力発電推進
策は、他の多くの国々にとって現実的な選択
肢ではなさそうである。
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二酸化炭素回収・貯蔵：
投資家の心を捉えず

二酸化炭素回収・貯蔵（CCS）技術の活用
はほとんど進んでいない。稼働中のCCSプロ
ジェクトの件数は2011年から変わらず、七つ
の工業プラントで年間2400万トンの二酸化
炭素が回収されている。ただし、建設中のプ
ラントについては2012年に数が増えており、
これらが稼働し始めれば世界の二酸化炭素
回収能力は50％増えることになる15。根本的
な問題は、発電と一体化したCCSプロジェク
トに進展がないことである。既存プロジェク
トのほとんどは、天然ガスの精製、水素や肥
料の製造に絡んだものである。

現在稼働中または建設中のCCSプロジェク
トのうち、4分の3以上は米国かカナダに所
在する。その中には、現在米国で建設中の初
の発電所併設型大規模CCSプラント2基が含
まれ、いずれも2014年に稼働する予定であ
る。CCSに対するEUの取り組みは、予想され
ていたほど積極的なものではない。欧州委員
会のNER300プログラムはいくつかのCCSプ
ロジェクトへの資金提供を目指したが、第1
回の選考では、資金不足を懸念した加盟国
の支持が得られず、いずれのプロジェクトも
選ばれなかった。英国のエネルギー・気候変
動省（DECC）は、発電所から排出される年
間450万トンの二酸化炭素を回収する二つの
プロジェクトに対する支援を発表した。

CCSが進んでいないことは懸念すべき問題
である。大気中に二酸化炭素を排出すること
なく化石燃料をエネルギー源として使い続け
るためには、CCSが現時点で最も有望な選択
肢なのである。化石燃料の使用が減る兆し
はなく、この技術が早急に普及しなければ、
短期的に下げられる二酸化炭素排出量には
限界がある。

今や気候リスクは 
ビジネスリスク

グローバル企業の最高経営責任者は、
概してIPCCの気候変動シナリオに注意を
払ってはいない。大事なのは成長とコスト
とレジリエンス（回復力）と評判だと、彼ら
は言うだろう。しかし、気候変動はそのい
ずれにも影響を及ぼすのである。

カーボン・ディスクロージャー・プロジェ
クト（CDP）のためにPwCが2013年に作成
した報告書では、一部の企業は、長期的
視野に立った精巧な気候リスク対策を整
え、気候変動が自社の事業活動、顧客、サ
プライチェーンに及ぼし得る影響を評価し
ていることが示された。しかし視野の狭い
短期的な思考にとらわれている企業も少
なくない。

今や、気候変動の積極的な管理は、企
業の存続と成功に不可欠な要素であり、事
業変革はその中核である。気候変動を管
理する企業が経験する変革プロセスは、

単に、戦略的目標を設定し、排出量削減
に向けた投資を行うのみにとどまらない。
レジリエンスのある組織の特徴である、
危機管理、適応性、迅速な実行力といった
要素によって、競争優位を生み出し、イン
フラや顧客やサプライチェーンを守るビジ
ネスモデルの適応度合いが示されるので
ある。

企業は、日々の事業経営とリスク管理を
通して、気候変動に伴い既存のビジネスモ
デルがどのような脅威にさらされているか
を特定し、目の前にあるリスクを軽減する
措置を講じ、将来起こりうる未知の危機に
対する適応戦略を策定している。同時に、
経営陣は、競争意識を持って気候変動を
捉え、自社内および社会全体で価値創造
を可能にする機会を見いだそうとしてい
る。意思決定に役立つデータの作成に取
り組むことによって、企業は、気候変動に
対して行動を起こすことの効果、可能性、
期間、財政的影響をより正確に理解し、伝
えることができるようになる。

出典：CDP & PwC: Investment, transformation and leadership – CDP S&P 500 
Climate Change Report 2013
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確率は低いが可能ではある？
2012年の報告書では、気温上昇を2℃以

下に抑えるにはもう遅すぎるのではないかと
問いかけた。目標達成のために必要な世界
全体の炭素削減率は、エネルギーとGDPに
関する包括的な記録が始まった20世紀半ば
以降、経験したこともない高い数値となった
からだ。世界の炭素予算規模に関するIPCC
の最新情報を踏まえて計算される必要炭素
削減率は5年連続で過去最高を更新、現在
から2100年まで毎年6.0％のペースで炭素
削減を図る必要があることがわかった。必要
とされる技術転換はいまだ具体化していな
い。行動に移すまでの所要時間はますます短
く、問題はますます大きくなっている。

このデータは驚くべきものだが、迅速な炭
素削減と低炭素経済が実現可能であること
を示す事例もいくつかある。私たちは、一部
の国々に見られる成功事例を世界的に適用
すれば年6％の炭素削減が達成できるかどう
か調べてみた。

その結果、エネルギー効率と再生可能エ
ネルギーの使用で最も進んでいる国と同じこ
とを世界全体でできるなら、世界各国が一致
団結して持 続 的に行 動することによって
2020年までに年約6％の炭素化率を達成で
きる可能性があることがわかった。
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図4： 進捗の兆候を世界的に当てはめるとどうなるか？
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しかし、エネルギー需要が高まる中、炭素
予算の配分はゼロサムゲームになっている。
シェールガス革命は石炭価格の下落をもたら
したが、この事実は、ある国と環境にとって
好ましいことが必ずしも世界に好ましい結果
をもたらすとは限らないことを示している。
主要工業国が規制の厳格化による「炭素 
リーケージ」を懸念するのは当然である。動
きの速いグローバル市場が存在するというこ
とは、二酸化炭素は最も楽な経路を見いだ
し、大気中に排出されるということなのであ
る。その経路は緩やかな規制環境の中にあ
るのかもしれないし、商品価格の相互作用に
よってもたらされるのかもしれない。地球上
にはいまだ大量の化石燃料が埋蔵されてお
り、現時点では、地上の炭素の方が地中の炭
素より大きな価値を持っている。フラッキン
グ技術の出現によって、入手できる炭素の量
はさらに増えた。化石燃料の抽出が続く限
り、相当の規模で二酸化炭素の回収・貯蔵が
行われる必要がある。

世界全体の二酸化炭素排出量を現行予算
内にとどめるためには、エネルギー効率、再
生可能エネルギー、原子力発電、二酸化炭素
回収・貯蔵にはるかに大きな投資を行う必要
がある。森林破壊や土地利用による排出増
にも対処しなければならない。炭素価格付け
は、企業がこの問題を内部化するうえで重要
である。

行動に向けた国際社会全体の意思が不可
欠である。低炭素社会への移行は、消費者と
投資家と有権者の支持なしに成し得ない。
各国政府は2015年までに気候変動に関する
国際枠組み合意を実現しなければならない。
その合意はジグソーパズルの重要なピースと
なり、他のピースもはまるようになる。第4次
評価報告書と同様、最新のIPPC評価報告書
も新たな国際枠組み合意に大きく期待してい
る。コペンハーゲンの再現を避けられれば、
世界の温室効果ガス排出量の行方を変える
チャンスも見えてくるだろう。

消費者と有権者の
支持

炭素価格付け 商業規模での
　二酸化炭素回収・

貯蔵の実施

土地利用による
排出の規制

気候変動に関する
国際枠組み合意
（2015年）

 再生可能エネルギー・
原子力利用の
動機づけ

エネルギー
効率の改善
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付録：PwC低炭素経済指標モデルの最新情報

要約すれば、低炭素経済指標モデルは、経済
成長予測、一次エネルギー原単位、燃料の組み合
わせなどに関するさまざまな仮定に基づいて、エ
ネルギー起源の二酸化炭素排出量を考えるもの
である。G20各国・地域および世界全体のエネル
ギーとマクロ経済に関するデータを使用してい
る。低炭素経済指標モデルの仕組みに関する
詳細は、第1回報告書（“Low Carbon Economy 
Index 2012”）に記載している。同報告書はPwC
のサイト（www.pwc. com/gx/en/low-carbon-
economy-index/ assets/low-carbon-economy-
index.pdf）でダウンロードできる。本付録は、今
回行った低炭素経済指標モデルの変更点の概要
を示すものである。

2013年は、気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）第1作業部会より第5次評価報告書
（AR5 WG1）が発行されたことから、IPCCが提
示した炭素予算を踏まえて低炭素経済指標モデ
ルを更新した。第5次評価報告書は、21世紀末に
異なる温暖化状況をもたらす四つの代表的濃度
経路（RCP）を想定し、それぞれに対応する四つの
炭素予算を提示している。低炭素経済指標モデ
ルは、低炭素経済に向けた中核シナリオとして、
気温上昇2℃以下という目標を達成できる確率が
最も高いRCP2.6に基づく炭素予算を採用した。

炭素予算の解釈の仕方は、これまでの方法と
異なっている。第4次評価報告書は、二酸化炭素
濃度を450ppmに抑えることができれば、気温上
昇2℃以下という目標を達成できる「見込みがあ
る」（可能性50％）としていた。このため、2012年
までの低炭素経済指標では、450ppmという濃度
を基準に炭素予算を想定していた。第5次評価報
告書では、RCP2.6シナリオの下で2100年までの
気温上昇幅が2℃を超える「可能性は低い」（33
％未満）と中程度の確信度を持って予測できると
いう科学的見解が示された。

本年の低炭素経済指標で用いた炭素予算は、
この科学的合意にのっとって、温暖化を抑えられ
る確率をやや高めに設定しており、この2年間に
またがる実績を厳密に評価することはできな
い。2012年の低炭素経済指標で用いた2000年
から2100年の総炭 素予算（許容排出量）は
1,700ギガトン-CO2だったが、これに対応する
2013年の数値は同1,300ギガトン-CO2（または
RCP2.6シナリオに基づく2012年から2100年分と
して同990ギガトン-CO2）となっている。炭素削
減率が5.1％から6.0％に修正されたが、その一部
はこの差異によるものである。

私たちの2012年度報告書（p9参照）では、第
4次評価報告書に基づいて、工業化以前からの気
温上昇幅に応じて想定される異なる炭素濃度
（ppm単位）を達成するために必要な炭素削減
率を提示した。気温の上昇幅は、気温安定化後に
想定される平衡昇温量で、その達成は来世紀以
降になるかもしれないとしていた。本年度もIPCC
の評価報告書に従って、気温上昇幅は、21世紀末
までの上昇幅を提示している。炭素削減率につい
ても、整合性を図るために2100年までの数値に
変更した。短期の炭素削減率は実際には変動す
るが（累積炭素排出量が気候に及ぼす影響につ
いては第5次評価報告書参照）、2100年までの 
「平均」炭素削減率を報告することとした。

その他、情報源のデータ更新に伴う小さな変更
もいくつか行った（BPスタティスティカルレビュー
2013年版と世界開発指標（WDI）2013年版が二
大情報源）。これらの変更は、過去に発行した低
炭素経済指標報告書における結論に何ら大きな
影響を与えるものではない。また、本年度の報告
書と過去年度の報告書を比較検討するうえでも、
影響は軽微である。

気候変動はもはや政策においても、またビジネスにおいても最重要課題の一つとなり
ました。PwCは、企業や政策立案者と協力して、政策課題を設定し、問題を分析し、現実
的な解決策の立案に取り組んでいます。

私たちは、貴社に最も大きな影響を与える問題を特定し、その問題に対処できる一貫
した戦略を構築するサポートを提供しています。またその戦略を実行するのに必要な、さ
まざまな組織改革の実施を支援しています。
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1. 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、四つのシナリオのいずれにおいても、1986年から2005年に比べ
て表面温度が上昇することを示し、1850年から1900年の平均と比較すると1986年から2005年には0.61℃
気温が上昇したとしている。数値にはこれらが織り込まれており、工業化以前の水準からの気温上昇を反映して
いる。

2. 排出量データはエネルギー起源の排出量。森林破壊や農業生産の拡大に伴うその他の土地利用の影響は
反映していない。

3. 国際エネルギー機関（IEA）は原油換算の二酸化炭素排出量を約2.4トン-CO2と、やや低くに推定してい
る。IEAの推計値については http://www.iea.org/etp/tracking/esci/ 参照。

4. 出典：米エネルギー情報局（EIA）

5. 出典：Statistical Review of World Energy 2013, BP.

6. 出典：Digest of United Kingdom Energy Statistics 2013, 英国エネルギー・気候変動省（DECC）
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/225067/
DUKES_2013_published_version.pdf.

7.  “Biofuels markets face blending constraints and other challenges,” 米エネルギー情報局（EIA）
（2012年10月）

8.  “Brazil sugar, ethanol exports at peaks,” ロイター通信（2013年1月）

9. Global Trends in Renewable Energy Investment 2013, 国連環境計画（UNEP）、Bloomberg New 
Energy Finance.

10. 同上。

11. Global Trends in Renewable Energy Investment 2013 より推計。

12. Renewables 2013 Global Status Report, REN21.

13. 出典： “Gross electricity production in Germany from 2010 to 2012,”（2013年10月アクセス）独連
邦統計局（Destatis） 
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Economic Sectors/Energy/Production/Tables/
GrossElectricityProduction.html.

14.  “Nuclear Power in France,”（2013年10月アクセス）World Nuclear Association.

15. Global CCS Institute.

今回、低炭素経済指標を作成するにあたり、気温上昇2℃以内とする目標は同じではあるが、2012年までの報告書にお
ける炭素予算と解釈が異なり、この差異は年度間比較を行ううえで影響を与えうる。第4次評価報告書では、炭素濃度を
450ppmに抑えることができれば、気温上昇2℃以下の目標を達成できる「見込みがある」（可能性50％）ことが示された。こ
のため、2012年度までの低炭素経済指標報告書では、濃度450ppmという測定値を基準として炭素予算を想定した。第5
次評価報告書では、RCP2.6シナリオの下で2100年までに気温上昇幅が2℃を超える「可能性は低い」（33％未満）と中
程度の確信を持って予測できるという科学的見解が示された。本年度版の低炭素経済指標で用いた炭素予算は、この科
学的合意にのっとって、温暖化を抑えられる確率をやや高めに設定している。炭素予算に関するこうした差異が存在するた
め、本年度の低炭素経済指標報告書の炭素削減率を2012年版までのものと直接比較することはできない。
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