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２．海外展開支援ツールのあり方 
 
３．適応ビジネス活性化 
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海外展開戦略タスクフォースの論点 

我が国の有する技術等を活かして、世界全体での排出削減に貢献 

するために如何なる方策が考えられるか。 

日本の技術、製品、システム、サービス、インフラ、制度の普及を通じた世界
全体での低炭素成長を促進するために必要な方策は何か。 

民間主導での海外削減プロジェクトを進めるための環境をどのように整備して
いくべきか。 
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世界の温室効果ガスの３分の２弱が途上国より排出されており、その割合は増加
傾向。我が国の温室効果ガスの排出量シェアは 2.8％ でしかなく、大幅な排出
削減のためには、海外での取組が重要。 

我が国のCO2限界削減費用は世界最高水準。他方、途上国のCO2限界削減費用
は総じて低く、優れた低炭素技術の海外展開によるCO2削減ポテンシャルが    
大きい。 

出所：（公財）地球環境産業技術研究機構（RITE) 

各国別の温室効果ガス排出量シェア 

 2000年から2010年 ＋93億トン 
 2010年総排出量   487.5億トン 
 附属書Ⅰ国      ▲6億トン 
 非附属書Ⅰ国    ＋99億トン 

（注）：条約によって，排出削減を義務づ
けられている国のリスト。 

※2010年時点  【出典】CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION, IEA 

約束草案のCO2限界削減費用の国際比較 
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1－1．世界の排出状況と日本の立ち位置 
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 京都議定書では先進国のみが削減目標を負っていたが、パリ協定では、途上国
を含め、全ての国が削減目標を設定。 

 途上国は、約束草案の中で先進国からの国際支援を期待。 

フィリピン 
2030 年までにGHG 排出量を 2000 ～2030 年 のBAU 比70%削減を目指す。削
減は入手可能な技術開発・移転及びキャパビルを含む資金源の度合いによる。 

メキシコ 
2030年にGHG及び短寿命気候汚染物質の排出量をBAU比25%削減（うち、GHGの
みでは22％削減）。ただし、技術協力、低コスト資金源へのアクセス等に対応する
グローバルな合意次第では、最大40％（うち、GHGのみでは36％）まで削減可能。 

インドネシア 
2030年までにGHG排出量をBAU比29％削減。ただし、技術開発・移転や資金提供
等の二国間協力も含むグローバルな合意を条件に、最大41％まで削減可能。 

バングラデシュ 
2030年までに電力、交通、産業分野でGHG排出量をCO2換算でBAU比1200万トン
（5%）削減。ただし、追加的な国際支援を条件に、CO2換算で3600万トン
（15%）まで削減。 

イラン 
2030年にBAU比で4%削減。国際的な資金援助や技術移転、炭素クレジットの交換
等を条件として、さらに８%（合計12%）の削減ポテンシャルがある。 

インド 
2030年までにＧＤＰあたり排出量を2005年比33-35%削減。 
ただし成功裏の実施は、先進国によって提供される実施手段を含む野心的なグロー
バル合意次第と付記。 

1－２．途上国の約束草案 



 JCM等日本政府の事業による国際的な排出削減、吸収量の見込みは、 
2030年度までの累積で0.5～１億トン。 

 低炭素社会実行計画を中心とした産業界による取組を通じて、2030年度に 
全世界で少なくとも10億トンの削減ポテンシャルが見込まれる。 

約束草案 

エネルギー・環境
イノベーション 

戦略 

エネルギー・環境イノベーション戦略で選定された 革新技術分野 
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 2050年を見据えては、選定した革新技術分野の技術開発・適用等により、 
全世界で数10～100億トン規模の削減ポテンシャルが期待されるとしている。 

1－３．パリ協定を契機とした海外削減ポテンシャル 

○革新技術を個別に開発・導入するだけでなく、ICTによりエネルギーの 生産・流通・消費を 
互いにネットワーク化し、デマンドレスポンス（DR）を含めてシステム全体を最適化。AI、
ビッグデータ、IoT等を活用。 

エネルギーシステム統合技術 

システムを構成するコア技術 

創エネルギー 
 
 

次世代 
太陽光発電 

○新材料・新構造の、全く新しい太陽光発電 
 ➣ 発電効率2倍、基幹電源並みの価格 

次世代 
地熱発電 

○現在は利用困難な新しい地熱資源を利用 
 ➣ 地熱発電の導入可能性を数倍以上拡大 

蓄エネルギー 
 
 

次世代 
蓄電池 

○リチウム電池の限界を超える革新的蓄電池 
 ➣ 電気自動車が、1回の充電で700km以上走行 

   水素等製造・ 
貯蔵・利用 

○水素等の効率的なエネルギーキャリアを開発 
 ➣ CO2を出さずに水素等製造、水素で発電 

CO2固定化・ 
有効利用 

省エネルギー 
 
 

革新的 
生産プロセス 

○高温高圧プロセスの無い、革新的な素材技術 
 ➣ 分離膜や触媒を使い、20～50％の省エネ 

超軽量・ 
耐熱構造材料 

○次世代パワエレ：電力損失の大幅削減と、新たなシステムの創造 

○材料の軽量化・耐熱化によるエネルギー効率向上 
 ➣ 自動車重量を半減、1800℃以上に安定適用 

○排ガス等からCO2を分離回収し、化学品や炭化水素燃料の原料へ転換・利用 
 ➣ 分離回収エネルギー半減、CO2削減量や効率の格段の向上 

分
野
別
革
新
技
術 



日本 
 
 
 
 
 

パートナー国 
 
 
 
 

プロジェクト 

CO2削減量 
日本の削減目標 
達成に活用 

測定 

合同委員会 

プロジェクト登録、 
クレジット発行の承認 など 

優れた 
エネルギー・環境技術 

 

  例：省エネ設備 
     再生可能エネルギー 

クレジット 

6 

1－４．二国間クレジット制度（JCM/Joint Crediting Mechanism） 
 ＪＣＭは、我が国の優れた低炭素技術の普及等を通じて、地球規模での温室効果
ガス（CO2）の削減に貢献するもの。 

 途上国（パートナー国）において、我が国企業が現地企業等と協力してプロジェ
クトを 実施し、我が国の貢献を定量的に評価するとともに、CO2の削減分を我
が国の目標達成に活用。 

 パートナー国との二国間合意に基づき実施。両国間の合同委員会でプロジェクト
の登録や  クレジット発行の承認などを行う。 

 これまで、１６か国（インドネシア、ベトナム、メキシコ、サウジアラビア等）
との間で立ち上げ。 

 



2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that 

involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards 

nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure 

environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply 

robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, 

consistent with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the 

meeting of the Parties to the Paris Agreement. 

3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally 

determined contributions under this Agreement shall be voluntary and authorized 

by participating Parties. 

   ※赤字部分の仮訳：国際的に移転される緩和の成果を自国が決定する貢献に活用 

パリ協定第6条 

 本条は、海外で実現した緩和成果を自国の排出削減目標の達成に活用する場合の規定で 
あり、JCMを含む市場メカニズムの活用が位置づけられた。 

 日本は、パリ協定に基づき、JCMを通じて獲得した排出削減・吸収量を我が国の削減  
として適切にカウントする。 

 今後、パリ協定締約国会議が定めるダブルカウント防止等を含む堅固なアカウンティング
のためのガイダンスの作成に貢献していく。 

1－５．パリ協定におけるJCMの位置づけ 
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インドネシア: 
石油精製プラントの運転制御最適化（横河電気）※25年度より 
石油精製プラントで原油を蒸留、分解する各装置の運転を最適化することにより 
省エネを実現し、CO2削減。 
 

動力プラントの運用最適化技術（アズビル）※25年度より 
石油精製プラントのボイラー、タービン等の設備の運用を連携させて最適化する 
ことにより、工場全体の省エネを実現し、CO2削減。 
 

携帯電話基地局へのトライブリッド技術導入（KDDI）※27年度より 
KDDIの制御技術「トライブリッドシステム」（太陽光・蓄電池／ディーゼル／ 
系統）を携帯基地局に導入し、無電化地域等における電力安定供給・省エネ実現。 

ベトナム: 
国立病院の省エネ・環境改善（三菱電機）※25年度より 
高効率のインバーターエアコンを国営病院に導入し、それらを最適に制御する    
エネルギー・マネジメント・システム（EMS）を用いた技術実証を実施。 
 

BEMS開発によるホテル省エネ（日比谷総合設備）※25年度より 
「エネルギー管理技術」「高効率給湯技術」「高効率照明技術」を導入することに   
より、ビル全体の省エネを実現し、CO2削減。 
 

省エネ型製紙プラント導入（丸紅）※26年度より 
新設する段ボール原紙製造工場において、製紙工程の機械効率を向上させ、薄い原紙を
効率的に生産できる製造ラインを導入しCO2を削減。 
 

漁船用特殊LED照明導入（スタンレー電気）※27年度より 
ベトナム中部地区の漁船に、スタンレー電気が独自開発した高効率・高耐久な特殊  
ＬＥＤ技術を導入し、省エネ化を実証。 

モンゴル: 
省エネ送電システム（日立製作所）※25年度より 
省エネ型の送電線を導入するとともに、系統解析の
実施により、送電ロスを最小限にしCO2を削減。 

ラオス: 
モジュール型省エネデータセンター（豊田通商、 
インターネットイニシアティブ）※26年度より 
ビル型データデンターに比べて安価かつ迅速に建設
可能なモジュール型の省エネデータセンターを、高
温多湿、高濃度の埃、不安定な電力供給を伴う地域
に導入し、CO2を削減。 
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1－６．ＪＣＭ実証事業（経済産業省・ＮＥＤＯ） 



⇒2016年5月、インドネシアとの間でＪＣＭ初のクレジット発行（４０ｔ） 9 

パートナー国ごとの進捗状況(2016年7月15日時点) 

8月31日現在としてリバイス中。 

1－７．パートナー国ごとの進捗状況（２０１６年８月３１日時点） 



京都議定書の下では、先進国のみが排出削減目標を持ち、既に省エネ対策が 
進み削減余地が少なかった我が国にとっては不利なゲーム。 

パリ協定の下では、先進国に加え、途上国も削減目標を約束しており、優れた
低炭素技術を持つ日本にとっては好機ではないか。 

クレジット価格の低迷が続いている中、環境価値をどう考え、日本の海外展開
を更に推進していくべきか。 

京都議定書 パリ協定 計画 
段階 

実行 
段階 

・先進国の削減目標 

・省エネ等の国内対策 
・CDM等のクレジット購入 

・先進国の削減目標 ・途上国の削減目標 

・途上国の自主的取組 
 

・先進国による協力 

・国内対策 
 

・JCMによる海外展開 
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1－８．我が国の低炭素技術を通じた国際貢献の推進 



■ＪＣＭ実証事業 
NEDOの委託事業として、JCMの活用により、CO2排出削減効果の定量化（見える化）を行い、低炭素技術・製品等の 
省エネ効果等の有効性を実証するとともに、本制度の本格的な運用に向けた課題の抽出やフィードバックを行う。 
 

（取組事例） 
・ラオスにおけるコンテナ型データセンター：データセンターの普及していないラオスに、小規模から設置可能な 
 コンテナ型データセンターを導入し省エネを図る。高温多湿、高濃度の埃、不安定な電力供給といった、 
  従来、設置には適さないと思われていた環境にデータセンターを設置しての技術実証。 

■海外投融資 
途上国において、民間企業等が行う開発効果の高い事業であり、かつ、一般の金融機関だけでの対応が困難な場合に、 
出資や融資を実施。対象は、インフラ・成長加速、MDGs・貧困削減、気候変動対策。 

■有償資金協力（円借款） 
途上国に対して低利で長期の緩やかな条件で資金を貸し付けることにより、途上国の発展への取組みを支援 

 
（取組事例） 
・ロンアン省環境配慮型工業団地関連事業（海外投融資）：工業団地向け排水処理施設等のサービス、 
 浄水施設の建設及び運営を実施する日越合弁の事業会社に出資。 

JICA 

■地球環境保全業務：GREEN 
地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外事業に対する融資・保証及び出資。 

■投資金融 
日本企業の海外投資事業に対する投資 
 

（取組事例） 
・インド再エネ及び省エネ事業支援（GREEN）：インドICICI銀行に対し、再エネ及び省エネ事業件に必要な資金を融資。 
・インドネシアサルーラ地熱発電所（投資金融）：商社や電力会社などが出資する地熱発電事業に対し、プロジェクトファイナンス及び 
  ポリティカル・リスク保証を提供。 

（出典）JICA資料 

（出典）JBIC資料 
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MV スイッチギア 

ポータルコンテナ 

非常用電源 

LV コンテナ 

IT ユニット 

2－1．海外展開支援ツール（政府の取組例） 
 日本の優れた低炭素技術の海外展開を更に推進するための支援ツールのあり方

はどうあるべきか。 

JBIC 

NEDO 
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2－2．インフラシステム輸出における取組 

インフラシステム輸出戦略（平成28年度改訂版）（平成28年5月23日） 
先進的な低炭素技術の海外展開支援  
 高効率火力発電、原子力発電、次世代自動車や低炭素都市づくりなど我が国の 
先進的な低炭素技術を活用するとともに、途上国支援とイノベーションから「美し
い星へ行動２．０（Actions for Cool Earth (ＡＣＥ2.0））」 を着実に実施し、
途上国の経済成長と温室効果ガスの削減に貢献するとともに、我が国が比較優位を
有するインフラの海外展開を促進し、地球温暖化対策における国際標準の獲得につ
なげる。  

「美しい星への行動（ＡＣＥ）２．０」 

途上国支援とイノベーションの二本柱からなる貢献策を発表。 
 
○途上国への対応促進のため、我が国による途上国支援に  
つき、２０２０年までに約１兆３千億円、現状の１．３倍に
増額する旨を表明。 

○革新的エネルギー・環境技術の開発強化に向けた    
「エネルギー・環境イノベーション戦略」 の策定、研究開発
強化に係る有志国連合「ミッション･イノベーション」への 
参加を表明し つつ、この分野での先駆者として貢献する決意
を表明。 平成27年12月ＣＯＰ２１での安倍総理スピーチ 



１．世界全体に対するインフラ案件向けリスクマネーの供給拡大 

３． JICA、JBIC、NEXI、JOGMECその他の関係機関の体制強化と財務基盤の確保 

２．質の高いインフラ輸出のための更なる制度改善 

（１）迅速化の更なる推進         

（２）民間企業の投融資奨励        

（３）その他       

（参考）G７伊勢志摩サミット 「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」 
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 世界全体のインフラ案件向けに、今後５年間の目標として、約2,000億ドルの資金等を供給 

①対象地域をアジアから全世界に（ロシア・アフリカ等）                                              

②資源エネルギー等も含む幅広いインフラに対象を拡大（石油・ガス、病院等）                                  

③オールジャパンで関係機関が実施                                                       

（JICA、JBICに加え、NEXI、JOIN（交通・都市開発）、JICT（通信・放送・郵便）、JOGMEC（石油ガス・金属鉱物資源 

 円借款の更なる迅速化（F/S調査開始から着工までの期間を最短1年半に短縮。事業期間の「見える化」） 

 JICA海外投融資の柔軟な運用・見直しやユーロ建て海外投融資の検討 

 NEXI貿易保険の機能拡大（海外投資保険・輸出保険の非常危険のカバー率（上限）を100％に） 

 JOIN・JICTの出資基準・運用の緩和 

 JBICと市中銀行の協調融資における市中優先償還の柔軟な適用 

 途上国の地熱開発支援 

 大規模インフラ案件に対するF/S支援 

 無償資金協力の制度・運用改善 

 人材育成支援の更なる強化  

 

 



成果を報告 ガイダンス 

気候技術センター・ネット
ワーク 

（CTCN） 

資金メカニズム 技術メカニズム 
成果を報告 ガイダンス 

緑の気候基金 
（GCF） 

COP（締約国会議） 

技術執行委員会 
（TEC） 

リンケージ 

地球環境 
ファシリティ 
（GEF） 

●機能的な連携が重要 
●技術開発・移転のための
資金確保と実施規模の拡大 
●両メカニズムによる協議
継続と更なる具体化 
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国際連合枠組条約（UNFCCC）の下で設立された、先進
国から途上国に対する、気候変動に関連する技術の移転
を促進するための枠組み（技術メカニズム）の一つ。 

途上国による気候変動対策
を支援するための多国間基
金。 

2－3．技術メカニズムと資金メカニズムの強化及び活用 
国連の下に設立された支援機関である技術メカニズムと資金メカニズムを強化し、
それらを活用した日本の貢献に係る取組の促進を図ることが重要。 

そのため、具体的には以下の様な課題に取り組む必要あり。 

技術メカニズムと資金メカニズムのリンケージの確保に向けた国際交渉に   
おいて、優れた技術の普及を後押しする観点から、どのように取り組んでいくか 

 GCFやCTCNの活用を通じ、日本企業が貢献するプロジェクトをどのように実現 
させていくか 

日本の貢献として、既に日本版技術リストを作成してCTCNに提出しているが、 
こうした技術リストに係る取組を今後どのように展開していくか 



途
上
国 

 

気候技術センター（CTC） 
 

  ・UNEPがUNIDOと協同し、CTCNを運営（ホスト機関） 
  ・11の中核的研究機関（コンソーシアムパートナー）が運営を支援 

 

ネットワークメンバー 
 

民間企業、研究機関、NGO/NPO、公的機関、国際機関等 

地球環境ファシリティ
（GEF） 

自主的ドナー国 
日本、ノルウェイ、EC、デンマーク、 
カナダ、米国、ドイツ、スイス等 

技術支援要請 

技術支援実施 

・マッチメーキング 
・実施費用提供（1案件：5万～25万ドル）※ 

資
金
支
援 

活
動
支
援 

※5万ドル以下の場合、コンソーシアムパートナー等が支援を実施 

・実現可能性調査、実証 
・技術選定 
・政策検討支援 
・トレーニング、経験共有 
 等 

CTCNの活動費用：条約の
資金メカニズム、二国間・多国
間・民間の資金、CTCホスト
機関やネットワーク参加機関
等様々な資金源によりカバー 
されることとなっている 
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2－4．気候技術センター・ネットワークの概要（CTCN） 

 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の下で設立された、先進国から途上国に対する、  
気候変動に関連する技術の移転を促進するための枠組み（技術メカニズム）の一つ。 

 途上国からの技術支援要請に応じ、25万ドル規模までの技術支援（キャパビル、FS等）を
実施。 

 途上国から技術支援要請を受付け、マッチメーキングを行う気候技術センター（CTC）
と、技術に関係する様々な主体が参加し、技術支援要請に対して実質的な支援実施を担う 
ネットワークメンバーから構成される。 

 

 



国 拠出額 
日本 15億ドル（拠出取決め締結済） 

米国 最大30億ドル※ 
イギリス 12.1億ドル（拠出取決め締結済） 

フランス 10.4億ドル（拠出取決め締結済） 

ドイツ 10億ドル（拠出取決め締結済） 

スウェーデン 5.8億ドル（拠出取決め締結済） 

イタリア 3.3億ドル 
カナダ 2.7億ドル 
豪州 1.6億ドル 

ＧＣＦへの各国の拠出表明状況 ２．ＧＣＦへの資金拠出 

１．概要 

※米国は、2016年3月7日に30億ドルのうち5億ドルの支払いを行った旨発表。 16 

2－5．ＧＣＦ（緑の気候基金） 

 緑の気候基金（Green Climate Fund: GCF）は、途上国による気候変動対策を支援するため、   
気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）に基づく資金供与の制度の運営を委託された多国間 
基金。2010年の同条約第16回締約国会議（COP16）で設立が決定され、2011年のCOP17で委託機関
として指定された。 

 GCFの最高意思決定機関である理事会（Board）の決定（原則、全会一致）により、資金の半分は緩和
に、半分は適応に使われることとされている。 

    ※理事会は24名の理事（途上国及び先進国から12名ずつ。我が国からも1名（外務省相星地球規模課題審議官）。）で構成。 

 これまでに17案件（約4.3億ドル）を採択。理事会として、2016年は総額25億ドルの案件採択が目標。 

 

  2014年9月に開催された気候サミット以降、主
要各国が相次いで拠出表明を行い、COP20終
了時点で27か国から合計で最大102億ドルの拠
出が表明されている。 

 特筆すべきは、ペルー、コロンビア、韓国 な
ど一部非附属書Ⅰ国からの拠出が見られたこ
と。 

 我が国は、2015年5月13日GCF拠出のための
法案が成立。2015年5月21日にGCF事務局と
「拠出取決め」を締結し、支払を実施。 



①適応市場規模、事業規模の把握 
②我が国が貢献し得る適応分野の抽出・整理 
③適応ビジネス活性化に向けた支援の方向性 

 政府による適応ビジネス支援のあり方（ＦＳ支援、人材育成等） 
 途上国ニーズと我が国シーズの効果的なマッチング手法 
 民間に対するインセンティブ供与、ファイナンス獲得支援のあり方 17 

平成27年度までに実施した適応関連ＦＳ事業では、以下の通り事業化・機器設置に結びついており、日本技術の普及促進
に貢献。 
 ●バングラデシュ塩害地域での緑豆栽培（事業者：ユーグレナ） 
  現地（バングラデシュ塩害地域）にて事業化。本年7月頃には日本へのサンプル輸出を行い、もやし試験栽培も見込
んでいる。 
※我が国の中小企業による途上国での温暖化ビジネスへの進出として国内の社会的関心大。 
 ●降雨量減少地域における高付加価値カカオの生産事業（事業者：DariK） 
  現地（バリ島）にてDariK現地サイトへサンプルカカオ豆搬入中。インドネシア気候変動信託基金 
     との連携を検討中。 
 
 
 
 
 
 

【難民キャンプにおけるソーラーランタンプロジェクト】 
【バングラデシュ塩害地域での緑豆栽培 

（塩害地での有効な肥料の特定・活用／塩害農業についての説明会）】 

途上国で温暖化ビジネス  
ユーグレナなど日本の中小が進出 
平成27年8月21日 日経（夕）1面 

3．適応ビジネス活性化 

最近の事例 

検討すべき論点 

 気候変動の影響に対処していく適応分野において、近年、日本技術による支援事
例が増加。途上国の排出削減支援に加えて、適応分野もビジネス機会と捉え、積
極的な海外展開を図っていくべきではないか。 


