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１. 途上国における適応対策への我が国企業の 
貢献可視化事業（H24-H27） 

• H24年度7件、H25年度6件、 
H26年度5件、H27年度4件実施 

• 個別案件のビジネスデューデリジェンス
の支援 

• 小規模ビジネスを実際に実施 

• 現地パートナーと共に拡大戦略の検討 

• 適応に関する国際交渉の動向を受け、日本として適応分野でイニシアティブを取っていくことは、国連交渉に
おいて重要なだけでなく、日本企業の途上国市場への参入を促進する上でも鍵となることを踏まえ、H24-H27
年度に、気候変動の脆弱性が特に高い国を対象に日本の技術をもとにした適応分野での貢献の実現可能性と効
果の測定を策定する可視化事業（FS）を実施した。 

事業実施の背景・目的 

可視化事業の内容・結果概観 

 H24～27年度採択案件例 

事業者名 プロジェクト名 概要 

株式会社ユーグレナ バングラデシュ国塩害地域での緑豆栽
培（現地組織化）の事業化可能性調査 

バングラデシュ国塩害地域で、緑豆を栽培し日本で販売する事業を商業化さ
せるため、収量改善に資する各種施策に取り組むと共に、品質を確保し大量
生産を実現する為の現地組織を組成することを目指す。 

Dari K株式 
会社 

降雨量減少地域における高付加価値カ
カオの生産事業（インドネシア） 

降雨減少により収量の減少が危惧される米農家に対して、付加価値の高いカ
カオの生産技術指導を実施し、収穫したカカオの買い取り、日本での販売ま
でを垂直統合した事業を推進する。これにより、気候変動の影響に適応する
だけでなく、農家の所得向上を図ることを目指す。 
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２. Ｈ28年度事業の目的と概要 

 
 

近年気候変動の国際交渉において適応分野の重要性は増しており、緑の気候基金（GCF）の適応への活用など、適応

支援が活発化している。同時に適応をビジネスチャンスととらえる動きも広がりを見せている。本事業において、 

途上国における適応事業への我が国の貢献可能性、大型案件の発掘、資金支援策の拡充、横展開するためのビジネス

モデル等、我が国の取り組みの在り方に関する調査及び検討を実施し、適応ビジネス活性化ビジョンの策定を目指す 

背景・目的 

事業概要 

① 適応分野における市場規模・事業規模等調査、適応ビジネスの在り方検討、適応ビジネス活性化ビジョンの策定 
 
• 世界的な適応市場規模の予測に基づき、本邦企業のビジネスチャンスを把握する。 
• 本邦企業の既存ビジネスの適応事業化による、気候資金の獲得等を通じた事業推進案を検討する。 
• ベストプラクティス・課題を共有し、本邦企業のビジネスチャンスの獲得に資するビジョンを策定する。 

② 途上国における適応事業への我が国企業の貢献可能性の調査 
 

• 本邦企業の適応技術の導入可能性を調査し、実際のプロジェクトにおける貢献の見える化を図る。 
• 本邦企業が競争力をもつ分野に着目し、海外ビジネスチャンスの拡大を、後押しする。 

③ 我が国の取り組みの国際・国内発信 
 

• COP22サイドイベントやアジア太平洋適応ネットワーク（APAN）会合等で、本邦企業による取組をアピール。 
• 国内フォーラムで、本邦企業による適応分野を通した海外展開、国際貢献のチャンス、及び先進事例を紹介。 



4 

3. 海外の適応市場規模調査の状況 

国際機関 

出典 タイトル 市場規模 推計の対象 手法 

国連環境計画
UNEP 
（2016年） 

The Adaptation 
Gap Report 

2025～2030年の期間： 
14兆円～30兆円 

（1,400億ドル～3,000億ドル）/年 
 

2030～2050年の期間： 
28兆円～50兆円 

（2,800億~5千億ドル）/年  

適応コスト 
（＝設定期間に適応に必
要になると見込まれる 

コスト） 

世界の気温上昇を産業革命前から2℃に抑えた場合、適
応対策にかかるコスト算出（左記の市場コスト）。世銀
やUNFCCCの分析では含まれていないセクターも含む。 
途上国が対象 

IPCC 
（2014年） 

5th Assessment 
Report 

 2010～2050年までの年間コスト予測 
7兆円～10兆円/年 

（700億ドル～1,000億ドル/年） 

適応 
コスト 

気候変動なしの経済発展予測と気候変動があった場合の
影響をシナリオ別に予測し、影響に対するコストを推定。 
途上国が対象 

World Bank 
（2010年） 

Economics of 
Adaptation to 
Climate Change 

上段と同じ 
適応 
コスト 

上段と同じ 

UNFCCC 
（2008年） 

Investment and 
Financial Flows 
to address 
Climate Change: 
an Update 

世界：4兆9,000億円～17兆1,000億円 
（490億ドル～1,710億ドル） 

投資および 
資金の流れ 

気温上昇率等の特定したシナリオに基づいて必要とされ
る投資および資金の流れを予測し、この将来予測と現在
の投資および資金の流れなどを比較し、2030年に適応に
追加的に必要となる投資および資金の流れを推計。 
先進国および途上国が対象 

非附属書I国：2兆8,000億円～ 
6兆7,000億円 

（280億ドル～670億ドル） 

為替換算レート＝100円／ドル、155円／ポンド 

英国政府 

出典 タイトル 市場規模 推計の対象 手法 

UK DBIS* 
（2013年） 

Adaptation and 
Resilience 
(Climate 
Change) 
(A&RCC) 
2011/12, July 
2013 

世界の適応・強靭化製品・ 
サービス市場： 
約11兆円 

（687億ポンド、2011～2012年） 

適応・強靭化事業を特定
し、その売上げを算定 

ボトムアップ方式にて対象事業を特定 
先進国および途上国が対象 

* DBIS:  Department for Business Innovation and Skills 
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出典：Adaptation and Resilience  (Climate Change) (A&RCC) 2011/12 July 2013, DBIS, UK GovernmentよりMUMSS作成 

 

順
位 

国名 
2010/ 11 
売上げ 

2011/ 12 
売上げ 

成長率 
% 

シェア
（2011/12） 

% 

1 米国 14,317 
14,812 

（2兆3千万） 
3.5 21.6 

2 中国 8,552 
9,040 

（1兆4千万） 
5.7 13.2 

3 日本 4,267 
4,389 

（6,800億） 
2.8 6.4 

4 インド 3,876 
4,110 

（6,370億） 
6.0 6.0 

5 ドイツ 2,664 
2,970 

（4,600億） 
11.5 4.3 

6 フランス 2,274 
2,314 

（3,590億） 
1.8 3.4 

7 英国 2,111 
2,125 

（3,290億） 
0.7 3.1 

8 イタリア 1,841 
1,937 

（3,000億） 
5.2 2.8 

9 ブラジル 1,653 
1,799 

（2,790億） 
8.8 2.6 

10 ロシア 1,718 
1,773 

（2,750億） 
3.2 2.6 

他43ヵ国 
23,387 

（3兆6,000億） 

合計 
65,772 

（10兆円） 
68,656 

（11兆円） 
4.4 

英国のレポートでは、世界のAdaptation and Resilience to Climate Change（A&RCC）の売上げ*の90%以
上を53ヵ国が占めることから、これら53ヵ国について記載されている。2010/11年は658億ポンド（約10兆
円）、2011/12年は687億ポンド（約11兆円）であった。本調査の「2010/11年における世界の適応および強
靭化製品とサービスを提供する市場規模推計は658億ポンド(10兆円)であった」との結論は、英国の国家適応
プログラム(NAP)の世界におけるビジネスチャンスの項で言及。 

表4-1 A＆RCC国別53ヵ国の売上げ*のうち、上位10か国 

４. 世界のA&RCC製品・サービス市場規模分析 
-国別売上げと成長率 

* 売上げとは、各国企業が国内外で売上げたA&RCCに係る製品およびサービスの収入から、
一部売上げが発生した国での収入を調整した数値を示す。 

図4-1 A＆RCC国別売上げ* シェア53ヵ国中上位10か国（2011/2012） 

（百万ポンド、左表括弧内は円概算） 
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5. 適応の対象分野 

 UNFCCCでは、2011年にナイロビ適応プログラムの一環である「民間セクターイニシアチブ
（PSI）」の分野別分類を公表している 

 我が国においては、2015年11月、分野別の具体的施策を含む「気候変動への影響への適応計画」
が閣議決定された 

 上記の対象分野を比較すると、カバーされている分野がほぼ同じであることがわかる。これら適
応分野は国連持続可能な開発目標（SDGs）の一部とも関連性が高い 
 

出典：UNFCCC PSI ウェブサイト及び「気候変動の影響への適応計画」からMUMSS作成 

①UNFCCC  PSIにおける分野 
②「気候変動への影響への適応計画」における

分野（①の分野に対応するよう整理） 

キャパシティ・ビルディング、教育、訓練 気候リスク情報等との共有、国際的施策 

エネルギー 産業・経済活動 

ファイナンス、保険 気候リスク情報等との共有、国際的施策 

食糧、農業、林業、水産業 農業、森林・林業、水産業 

健康 健康 

海洋・沿岸地域 自然災害・沿岸域 

気象現象の科学的分析、評価、モニタリング、早
期警戒 

観測・監視、調査・研究 

ICT 産業・経済活動、観測・監視、調査・研究 

陸上生態系 自然生態系 

観光 産業・経済活動、 

運輸、インフラ、人間居住 自然災害・沿岸域、国民生活・都市生活  

水資源 水環境・水資源 
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■ 参照情報  
(１)日本経済新聞社 第19回環境経営度調査 製造業上位20社+非製造業8業界における上

位3社（計44社） 
(２)東洋経済新報社 『CSR企業総覧』 環境部門 上位20位 
(３)日本経済新聞社 環境関連投資額ランキング 上位20社 
(４)東証一部上場企業による公開情報（1955社） 
(５)METI/JETRO関連事業実施者（適応FS、中小企業関連事業、アフリカビジネス 
    支援事業、68社） 
(６)JICA関連事業実施者（民間連携事業、BOP事業、中小企業関連事業等378社） 

 

下記の企業を対象とし、海外における適応類似活動を抽出しUNFCCCのPSI分類に準じて整理。 

6. 日本企業による既存の適応活動の抽出 

 適応ビジネスの定義が定かでない 
 適応分野における日本企業の活動内容が把握できていない 
 日本の産業界の中でも、自分たちが適応に関与していること自体が十
分に認識できていない。 
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7. 日本企業による既存の適応活動の整理 

日本企業の海外における適応活動の分野別及び地域別内訳 

企業による開示情報（年次報告書、CSR報告書、統合報告書、企業ウェブサイト等）で確認できる活動を
対象とし、UNFCCC PSIにおける適応の類型を参考に適応と推定される活動を選定した。なお、一つの企
業が複数の活動を実施、また一つの活動が複数の分野あるいは複数の国にまたがる場合がある。 

我が国の民間企業が適応で国際的に貢献できる有望分野として、「自然災害に対しるインフラ強靭化」、「エネルギー 
安定供給」、「食糧安定供給・生産基盤強化」、「保健・衛生」、「気象観測および監視・早期警戒」、「資源の確保・ 
水安定供給」、「気候変動リスク関連金融」などがあげられる。 
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8. グッドプラクティス① 
～気候変動による様々な対策が求められている～ 

適応分野 適応課題 企業名 持続可能な開発目標（SDGs） 

① 
自然災害に対するインフラ
強靭化/気象観測及び 
監視・早期警戒 

災害による建築物等のインフ
ラへの被害 

清水建設株式会社      

② 
自然災害に対するインフラ

強靭化 
高潮や海面上昇による生活環

境への影響 
大成建設株式会社  

③ エネルギー安定供給 停電等による災害被害の増大 パナソニック株式会社  

④ 
食糧安定供給・ 
生産基盤強化 

従来作物の栽培環境の変化 Dari K 株式会社 

⑤ 保健・衛生 
高温化及び水害の増加による

感染症増加 
住友化学株式会社  

⑥ 
保健・衛生／食糧安定 
供給・生産基盤強化 

増加する山火事による動植物
への影響 

シャボン玉石けん株式会社  

⑦ 
気象観測及び監視・ 

早期警戒 
洪水等による被害の増加 日本電気株式会社  

⑧ 水安定供給 
水質の悪化と生活への影響と

健康被害 
ヤマハ発動機株式会社  

⑨ 
気候変動リスク 
ファイナンス 

異常気象による金銭的損失 
の増加 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  

詳細は次ページ以降参照 
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8. グッドプラクティス② 
～気候変動による様々な対策が求められている～ 

【適応活動例】気候変動が引き起こす自然
災害は、建築物等のインフラに大きな被害を
与え、社会資本の損失及び人命への被害
等、途上国の社会経済に重大な影響を及
ぼしている。毎年のように大規模災害に見舞
われている途上国において、清水建設は独
自に開発した「シミズ海外ハザード評価システ
ム」を用いて災害の可能性を分析し、洪水・
集中豪雨技術等の様々な防災機能を盛り
込んだ建築計画の策定、設計・施工サービ
スを提供している。災害に強い建築物の整
備が、インフラにおける適応策となる。 
（清水建設株式会社） 

【適応分野】自然災害に対するインフラ強靭化
／気象観測および監視・早期警戒 

【適応課題】災害による建築物等のインフラ
への被害 

 類似の取り組みを行っている企業（例） 

・安藤・間、IHI、駒井ハルテック、エスイー（自然災害が懸念される国において安全と耐久性を追求したインフラづくり） 

・八光工業（インフラと防災対策の両ニーズに対応するコンクリート ブロック製品の開発） 

【適応活動例】海抜が低い島嶼国は、高潮
災害に脆弱であり、また地球温暖化による海
面上昇問題により、水没の危機に直面して
いる。このような脆弱な地域で、大成建設は
自然への影響を抑えた強固な護岸工事を
行っている。防災機能の強化に加え、社会
経済の基盤及び島民の生命・財産の安全の
確保にも貢献している。強固な護岸を建設
することは、インフラにおける適応策となる。 
（大成建設株式会社） 

【適応課題】高潮や海面上昇による生活環
境への影響 

【適応分野】自然災害に対するインフラ強靭化 

【適応活動例】気候変動による自然災害の
増加は、エネルギーインフラに被害をもたらし、
供給網を不安定化させ、医療や教育の活動
機会を妨げる等、人々の生活に大きな影響
を与える。パナソニックは、環境への負荷が少
ない再生可能エネルギーを活用した独立型
電源の「ソーラーLEDライト」、「ソーラースト
レージ」、及び「パワーサプライコンテナ」など非
常時でも使える電源を提供している。電気が
使えないことで人々の健康や生活が脅かされ
るという課題の解決が、エネルギー分野におけ
る適応策となる。（パナソニック株式会社） 

【適応分野】エネルギーの安定供給 

【適応課題】停電等による災害被害の増大 

 類似の取り組みを行っている企業（例） 

・住友電気（砂塵対応型太陽光発電） 

・音力発電（誘導灯、センサー） 

・プログレッシブエナジー（可倒型風力発電） 



11 

8. グッドプラクティス③ 
～気候変動による様々な対策が求められている～ 

【適応活動例】気候変動による異常気象に
よって発生する降水量の乱れは、農作物に
大きな影響をもたらしており、豪雨の発生や
日照り続きといったアンバランスな気象によって
収穫量が減少している。Dari Kは、インドネ
シアにおいて、従来作物から、水や堆肥の使
用量が少なく、かつ高品質なカカオへの転作
を支援している。気象状況の変化に合致した
農業の推進及び高付加価値な農産物の 
生産を通した農家の 
収入向上が、食糧の 
安定供給・農産物の 
生産基盤強化に 
おける適応策となる。 
（Dari K株式会社） 

【適応課題】従来作物の栽培環境の変化 

 類似の取り組みを行っている企業（例） 

・ユーグレナ、フロムファーイースト 

（土壌の改良・高付加価値食品の生産） 

・東レ、ヤマハ発動機（新しい農法による効率化） 

・住友商事（最先端農薬による生産性向上） 

【適応分野】食糧の安定供給・生産基盤強化 

【適応活動例】気候変動による気温上昇等
が、感染症媒介生物や宿主生物の分布域、
生息域を変化・拡大させ、従来発生がなかっ
た地域での感染症が拡大するなどにより、患
者数が増加する懸念がある。住友化学は、
マラリア撲滅に貢献するために、マラリア防除
用蚊帳「オリセット®ネット」を開発。2001年
には世界保健機関（WHO）から世界で初
めて長期残効型防虫蚊帳としての効果が認
められた。気候変動の影響による感染症増
加を予防すること等が保健・衛生分野の適
応策となる。（住友化学株式会社） 

【適応分野】保健・衛生 

【適応課題】高温化及び水害の増加による  
感染症増加 

 類似の取り組みを行っている企業（例） 

・フマキラー（防虫剤、蚊帳取り線香等） 

・島津製作所、シスメックス（X線機器、検査装置） 

・日機装（殺菌・計測技術） 

【適応活動例】気候変動による気温の上昇が、
山間部や森林の乾燥を促進し、山火事が起こ
りやすい状況をつくっているといわれている。山火
事は大気汚染を引き起こし、広い範囲の住民
の健康状態に悪影響を及ぼす。また、森林の
消失は、生態系の崩壊を促し、栽培環境の変
化や食物連鎖への影響による食糧生産基盤
の悪化と共に、医薬品の資源でもある動植物
の消滅につながる。シャボン玉石けんは、合成
系の界面活性剤は使わず、天然系（石けん
系）の界面活性剤を使用した、環境にやさしく、
かつ消火能力の高い石けん系消火剤を開発。
水・空気と混合させ泡状にして、水のみの消火
に比べ小水量かつ素早い消火が可能である。
気候変動に起因する森林の消失を抑制するこ
とが、保健・衛生分野 
及び食糧の安定供給・ 
生産基盤強化の 
適応策となる。 
（シャボン玉石けん 
株式会社） 

【適応分野】保健・衛生/ 
食糧の安定供給・生産基盤強化 

【適応課題】増加する山火事による動植物
への影響 

 類似の取り組みを行っている企業（例） 

・住友商事（バッファーゾーン（緩衝地帯）を設定し、動物を保

全） 

・伊藤忠商事（ブラジルやボルネオ島で持続可能な森林経営） 

・イオン（「アジア学生交流環境フォーラム」を通した環境分野の

人材育成） 
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8. グッドプラクティス④ 
～気候変動による様々な対策が求められている～ 

【適応活動例】 
気候変動による水害の増加は水源の汚染を
拡大させ、人々の健康状態の悪化により病
人数が増加し、社会経済開発を阻害する。
ヤマハ発動機は、人々の健康状態の向上及
び新しいビジネスによる社会経済の開発に貢
献するために、小型浄水装置「ヤマハクリーン
ウォーターシステム」を開発し、2010年から各
地で導入を進めている。気候変動に起因す
る水の汚染への対策をとり、人々の健康状
態及び社会経済環境を改善することが水供
給分野の適応策となる。 
（ヤマハ発動機株式会社） 

 類似の取り組みを行っている企業（例） 

・ウェルシィ（緩速ろ過装置、点滴灌漑） 

・東レ、オルガノ（RO膜）  

・ティビーアール（河川浄化） 

【適応課題】水質の悪化と生活への影響と
健康被害 

【適応分野】水の安定供給 

 類似の取り組みを行っている企業（例） 

・IHI（高層気象計測機器） 

・シスメット（気象海象予測システム） 

・日本無線（雨量レーダーシステム） 

・コムシスホールディングス（潮位計、雷検知器等） 

【適応活動例】 
気候変動による気温上昇が引き起こす海面
水位の上昇によって、蒸発散量が増加し、豪
雨の発生頻度が増加するとされている。それ
により、洪水の増加や土砂災害の激化といっ
た水関連災害が増え、河川流域や沿岸部
の居住地や農業、ビジネスなどに大きな損害
がもたらされる。NECは、タイで頻発する洪水
への対策の一環として、国家災害警報セン
ター（NDWC)と共同で、同社の洪水シミュ
レーションシステムの有効性を北部において実
証した。こうしたシステムの活用により、洪水に
よる浸水区域・最大浸水高の予測が可能と
なる。危険地域に対する洪水発生前警報の
発出を通じて被害の軽減に貢献することが、
気象観測および監視・早期警戒分野の適
応策となる。（日本電気株式会社）販売 

【適応課題】洪水等による被害の増加 

【適応分野】気象観測及び監視・早期警戒 

 類似の取り組みを行っている企業（例） 

・三井住友海上火災保険株式会社（タイ自然災害保

険制度の  立ち上げ支援） 

【適応活動例】 
竜巻や暴風雨、雪害、干ばつ、高温など気
候変動がもたらす経済損失は莫大であること
が多くの研究で明らかとなっている。特に途上
国は、少しの気温上昇で被る経済的影響が
大きく、またその悪影響に備えるだけの力がま
だない。損保ジャパン日本興亜による『天候
インデックス保険』は異常気象等の被害によ
る金銭的リスクを軽減する手法であり、気候
変動リスク関連金融分野における適応策と
なる。（損保ジャパン日本興亜株式会社）
販売 

【適応分野】気候変動リスクファイナンス 

【適応課題】異常気象による金銭的損失 
の増加 
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9. H28年度FS調査採択案件 

対象国の適応課題への貢献が明確で、実現可能性・普及可能性が高い案件を5件採択した。 
 FY28 FS調査提案案件の傾向 

 農業・食糧の安定確保の分野が引
き続き多いものの、金融（保険）
など新しい分野の提案があった。 

 東南アジアが多く、引き続きビジ
ネスの関心が高い地域である。 
 

セクター別分類（重複あり） 地域別分類 

採択案件 
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10. 効果の見える化：貢献度の指標構築 

今年度の適応FS調査においては、貢献度の指標構築を通じた効果の見える化を図るため、SDGs
指標を引用した貢献・影響の評価を推奨している。なお、SDGs以外では、JICAや国連
Adaptation Fundが適応のプロジェクトベースの評価指標を策定している              

インプット 

適応事業の実施 

アウトプット 

適応事業の実施が 

対象者にもたらす結果 

アウトカム 

適応事業の実施を通じたより上

位目標（SDGs）への貢献 

事
例
① 

集中豪雨による洪水や土石流、地滑
りや崩壊などの自然災害に際する早期
警戒システムの構築 

・危険斜面箇所の把握 
・ハザードマップの提供 
・災害情報システムの設置 
・斜面対策実施済み道路の延長 

・被災による死亡者数の減少 
・被災による経済損失の減少 

事
例
② 

土壌改質剤を用いた、オーガニック製
品の原材料の栽培による農地・森林
の回復 

・原材料となる農作物量の増加 
・面積当たりの収穫量の増加 
・植林面積の増加 

・1次産業従事者の平均所得の向上 
・持続可能な農地面積の拡大 
 

出典：MUMSS作成のFS公募資料から抜粋。 
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11. 「温暖化適応ビジネスの展望」中間とりまとめ 

大項目 中項目 内容案 

Ⅰ 「適応ビジネス市場」
の拡大見通し 

適応ビジネスの潜在的市場規模 

適応の有望分野 

Ⅱ今後の我が国の取り組み
の方向性 

官民連携を通じた適応ビジネスの推
進体制の構築 

知識、経験、情報を共有するための場（プラット
フォーム）を構築 

適応の課題解決との紐付け（ストーリー）を構築
する人材育成 

我が国の国際的適応貢献に係る普
及・啓発 

招聘研修、専門家を派遣する等を通して、途上国
側へのインプット 

気候変動に伴う世界的リスク対応への貢献を定量
化し、グローバル発信 

個別適応プロジェクトの組成・拡大 
 

象徴的な成功事例を創出し続けることによる市場
の活性化 

我が国の技術等のシーズとのビジネスマッチング
を促進 

民間に対するインセンティブとして既存の「持続
可能な発展」に係る指標などを基に関係機関と連
携して、貢献度の指標等を構築し、当該指標を用
いて特定された優れた適応事業に対して表彰制度
等を適用 

国際的ファイナンス獲得支援（GCFの活用等） 


