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気候変動の経済的側面 
  北米やロシアでの猛暑や森林火災、日本、中国、ドイ

ツでの豪雨や洪水などは、着実に進行する気候変動の影

響を印象づけるものです。国連のIPCC（気候変動に関す

る政府間パネル）が8月9日に公表した第6次評価報告書

によると、気候研究者たちは「これらの異常気象は、互

いに無関係なものではなく、人為起源による大気中の高

濃度のCO2（二酸化炭素）に起因するものであることが

証明された」と見ています。 

 

  1978年、気候科学者でオハイオ州立大学のジョン・マ

ーサー教授は『ネイチャー』誌に寄稿した論文で、現在

観測されている気候変動の影響を、既知の物理学の基本

法則に基づいて正確に予測しました。その論文の内容を

簡単に説明すると「大気中のCO2濃度が上昇（下降）す

ると、世界の気温が上昇（下降）する」というもので

す。 

 

1960年以降、世界のCO2排出量は着実に増加 

（単位：10億トン）

 
出所: グローバル・カーボン・アトラス 2019 年時点 

 

  そのため、CO2排出量をできるだけ早くネット・ゼロ

（排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロに

すること）にすることが課題となっています。しかし、

実際にはその逆の現象が見られており、世界のCO2排出

量は1960年の約100億トンから2019年には約370億トンま

で増加しています。IPCCの現在の予測によると「世界の

CO2排出量が減少に転じるのは早くても今世紀半ば」と

されています。そのため、CO2排出量の増加は、それま

での間は、気温の上昇とそれに伴う天候の異常を加速さ

せることになります。 

 

  気温の上昇、長期にわたる干ばつ、豪雨は、すでに世

界の多くの地域で作物の不作を引き起こしており、人間

や動物にとってかつては生息地であった場所が住めない

場所になっているケースがあります。一部の分析では、

気候変動の進行が今後数年間の食糧生産に大きな悪影響

を及ぼす可能性があるとされています。最初の影響は、

今年すでに観察されています。食品価格指数であるS&P 

GSCI農産物指数（スポット）によると、小麦、トウモロ

コシ、大豆、綿花、砂糖、コーヒー、ココアの価格は、

年初からすでに15%近く上昇しています。 

 

足元の異常気象がもたらす食品価格の上昇 

S&P GSCI 農産物指数(米ドル) 

 
出所: リフィニティブ・データストリーム、メッツラー   2021 年 6 月時点 

 

  また、1880年以降、すでに20cm上昇している海面は、

2100年までにさらに50cm上昇する可能性があります。こ

のような上昇は、多くの沿岸地域に大きな困難をもたら

します。「これらの動きを早急に食い止めるか、遅らせ

ることができなければ、今世紀半ばまでに世界で数億人

の気候難民が発生する」と専門家は予想しています。 

 

  経済学者たちは、気候変動が経済に与える損害を定量

化しようとしていますが、まだ非常に単純化された仮定

に基づいたモデルしか使えません。例えば、2017年に経

済学者でイェール大学のウィリアム・ノードハウス教授

がこのテーマに関する多くの実証研究を統計的に評価し

た結果によると「2100年までに世界の平均気温が産業革

命前と比べて3℃上昇した場合には、世界のGDPの2%程度

の損害を与える」との比較的緩やかな経済損失が予想さ

れています。しかし、これは気温上昇による直接的な影

響のみが考慮されており、気温上昇による間接的な影響

は考慮されていません。さらに、いわゆるティッピング

ポイント（気温上昇があるレベルを超えると、地球の気

候システムに急激で不可逆的な変化をもたらすこと）も

考慮されていません。 

 

  ノードハウス教授のDICEモデル（Dynamic Integrated 

Climate-Economy、気候と経済の動学的統合モデル）で

は、人々は、①財やサービスを消費する、②生産資本に

投資する、③温室効果ガスの排出量を減らすことで気候

変動を遅らせる、の三つの選択肢を持つと想定されてい

ます。現在のCO2排出量をより強く削減することで、気

候変動による将来の被害を軽減させることができます

が、同時にそれは現在の消費を見合わせる必要があるこ

とを意味します。経済的に最適な排出量の水準は、一人
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当たりの消費を割引率で割り戻した現在価値の合計を最

大化する場合です。 

 

  ノードハウス教授のモデルの計算に従えば、今日のコ

ストと将来の利益を考慮すると、産業革命前と比べて

3.5℃の上昇までの温暖化が目標となります。このよう

な結果が最近の科学的研究で強く批判されているのは当

然のことだと思います。 

 

  改訂されたDICEモデルでは、最適な経路は「世界的な

平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く

保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」とのパ

リ協定の目標と非常によく適合した結果となっており、

また3℃の平均気温上昇は世界のGDPの約7%の経済損失を

意味することが示されました。 

 

  スイス再保険研究所が行った最新のシミュレーション

では、近い将来、はるかに深刻な事態が起こると予測さ

れています。これによると、2050年までに平均気温が

2℃上昇した場合には世界のGDPの11％の経済損失をもた

らします。そして、2.6℃上昇の場合には、13.9%の経済

損失をもたらします。また、経済モデルの結果は、地域

間で影響度合いに大きな差があることを示しています。

ラテンアメリカ、アフリカ、南アジア、中東は、気温上

昇の影響を北米や欧州の2倍受ける可能性があります。 

 

  PIK（ポツダム気候影響研究所）のリーバーマン教授

は、例えば、シリアでは気候変動の影響で長期にわたる

干ばつが発生し、それが内戦勃発の一因になったのでは

ないかと想定しています。また、政治アナリストによる

と、食料価格の高騰も「アラブの春」の原因になった可

能性があるとのことです。 

 

  このように、国際社会の課題は非常に大きく、CO2を

はじめとする温室効果ガスの排出量を可能な限り速やか

にゼロにすることが目標となります。大多数の国では、

産業革命前と比べて気温の上昇を2℃以下に抑えるため

の努力が不十分です。衝撃的なことに、国際エネルギー

機関（IEA）の推計によると、2016年から2019年までの

世界の化石燃料への補助金は、依然として約3,400億米

ドルにも達しています。 

 

  EU（欧州連合）は2021年7月14日、2030年までにEUの

温室効果ガスの排出量を55%削減することを目的とした

野心的な「Fit for 55」プログラムを発表し、希望の光

を灯しました。排出権取引の改革、EUへの輸出を希望す

る非EU企業への気候変動税の賦課、2035年以降に排出ガ

スがゼロの車のみ（すなわち、電気自動車や燃料電池車

のみ）を販売可能とする規制の導入等が、欧州の最初の

気候中立（温暖化ガスの実質排出ゼロ）の大陸への道を

開くことになるでしょう。しかし、将来的には、特定の

ミクロな規制に議論を誘導したり、対象を絞った禁止措

置によって個々の産業を罰したりしないことも重要であ

ると考えられます。EUは気候変動対策プログラムによっ

て新たな官僚モンスター組織を生み出すことは避けるべ

きです。 

 

  過去の経験から、国が明確なルールを定めてイノベー

ションを促進する一方で、規制の範囲内で民間企業に自

由裁量を与え、目標達成に向けて最善の方法を見つけさ

せることで、最良の結果が得られることがわかっていま

す。 

 

   経済的には、世界的な排出権取引システムに基づい

て、世界一律のCO2価格を設定し、それが自動的に生産

システムの革新や調整のインセンティブとなるようにす

ることが最適であると考えられます。なぜなら、適切な

価格が設定されていれば、官僚による介入の必要性が減

るからです。PIKによると、適切なCO2価格は、CO2 1トン

あたり80〜140ユーロ程度だとのことです。しかし、現

在、世界の排出量の90%以上を占めるエネルギー分野の

CO2価格は、この推定社会コストを下回っています。 

 

  しかし、世界一律の排出権価格が、各セクターや地域

の収益見通しに与える影響が異なることにも注意が必要

です。スイス再保険研究所によると、CO2価格が100米ド

ルになった場合、北米・欧州のエネルギー、基礎素材、

公益事業部門の企業は40%以上、アジア太平洋地域では

70%以上の減益が予想されるとのことです。また、業績

見通しへの悪影響に加えて、現在借りている債務の担保

価値が切り下げられる可能性があるため、信用リスクも

増加する可能性があります。 

 
  このように、気候変動への対応は、国際社会にとって

非常に大きな課題となっています。日本、米国、EUの

ような大規模な国家や経済圏が、第一段階として、いわ

ゆる「気候クラブ」を共同で形成し、クラブ内では、排

出権取引による一律の CO2価格を可能とし、クラブ外か

らの輸入品には CO2税を課す、いわゆる「炭素国境調整

税」を課すことが期待されています。さらに、温室効果

ガス排出の水準と削減の取り組みの実施を加盟条件と

し、気候クラブの目標にコミットしない第三国を貿易か

ら排除することも考えられます。 

 

ドイツの「ネット・ゼロ」コストについてのメッ

ツラー・キャピタル・マーケッツ*の評価  

 
  メッツラー・キャピタル・マーケッツ*（メッツラ

ー・グループの4事業部門の一つ）の同僚は、2045年ま

でにドイツで「ネット・ゼロ」に向けた急激な変化を管

理するために、再生可能エネルギーの生産能力に対する

需要がどの程度あるのかを調査し、そのためのコストも

見積もっています。その調査の結果は、コストは合計で
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約7,500億ユーロ、一年当たりでは約310億ユーロとなっ

ています。このうち80%以上は、再生可能エネルギーの

さらなる拡大によって賄われることになります。 

 

  再生可能エネルギーの拡大は、主に太陽光発電と風力

発電に集中しており、目標とする2045年までに、その容

量を約6倍にする必要があります。つまり、ドイツでは

今後24年間で太陽光発電と風力発電の生産能力を約6億

3,000万kW（1年当たり約2,600万kW）増強しなければな

らないということになります。一方、2020年の生産能力

はわずか650万kWです。これは、合計で約6,300億ユーロ

の投資額が必要なことを意味します。 

 

  再生可能エネルギーを水素やその派生物に変換するパ

ワーツーガス（Power to Gas）技術（水を電気分解し、

水素と酸素に還元することで水素を生産）は、グリー

ン・エネルギーをどこにでも貯蔵して供給可能なものと

するという問題の解決に役立ちます。水素製造のための

電気分解能力は、目標の期限である2045年までに約1億

4,000万kW、すなわち毎年約600万kWずつ増強する必要が

あります。年間の投資額は約40億ユーロで、2045年まで

に総額約1,000億ユーロにのぼると推定されます。そし

て、水素供給インフラの構築と拡張には、新たなパイプ

ラインの敷設や既存のパイプラインの用途変更などで、

約100億ユーロが必要になると考えられます。 

 

  ドイツが全世界の年間消費エネルギーの約2.5%を占め

ると仮定すると、全世界では上記の約40倍の金額を再生

可能エネルギーと水素に投資する必要があることになり

ます。 

 

 

高まる中国の景気リスク 
  7月には、貸し出しの伸びが再び顕著に鈍化し、クレ

ジットインパルス（GDP成長率に対する新規貸し出しの

伸び率）はマイナスとなりました。これを受けて、今後

発表される経済指標は非常に弱いものとなりそうです。 

 

  しかし、中国政府はすでに対策を講じる意向を示して

おり、今後の注目点は「その対策が経済成長率の大幅な

低下を防ぐのに間に合うかどうか」です。そして、中国

はデルタ変異株の影響をますます受けており、経済成長

抑制要因となるロックダウンに頼らざるを得なくなって

いる模様です。 

 

一方、良好な成長が見込まれる米国 
  一方、米国では、クレジットインパルスの改善が見ら

れています。FRB（米連邦準備理事会）が8月上旬に実施

した商業銀行へのアンケート調査によると、消費者およ

び企業の信用需要が大幅に改善しています。また、商業

銀行は貸出基準を緩和しています。これは今後の個人消

費と鉱工業生産の伸びに寄与すると考えられます。 

 

  一方、住宅市場は、現時点では読みにくい状況にあり

ます。住宅価格の上昇が住宅需要の抑制要因となってい

る一方で、過去最低の実質金利が住宅需要の押し上げ要

因となっているからです。なお、住宅用地や労働力の不

足による供給問題はかなり深刻とみています。   
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