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１．（１）総論 

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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日本の優れた低炭素技術による世界の排出削減への貢献を、如何に進めるべきか 
 JCM（二国間クレジット制度）を如何に改善していくべきか 
技術と資金のマッチングによる案件組成促進を、如何に進めるべきか 

 海外展開戦略タスクフォースにおける論点（長期地球温暖化対策プラットフォーム第一回会合より） 



 世界全体の排出削減のための技術開発や投資を促すことで、実効的な温暖化対策と
経済の活性化を両立させていくべき。 

世界の総排出量 
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１．（２）世界全体の排出削減に向けた取組（イメージ） 

ＪＣＭによる排出削減(民間主導の案件形成強化） 

民間による排出削減 

官民による排出削減 

2.8％ 

日本の 
総排出量 



3 

２．世界全体の削減貢献の推進 
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２．（１）パリ協定というゲームチェンジ① 

※１ ＩEA ,CO2 Emissions from Fuel Combustion (2014)を基に経済産業省作成。 
世界計から、国際海運・航空部門を除いた。 

※２ UNFCCC, Updated synthesis report on the aggregate effect of INDCs (2016)  

 京都議定書では、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
た日本にとって不利なゲームであったが、パリ協定では、先進国に加え、途上国も削減目標を約束。
今後、日本が世界の削減にどのように貢献していくかというゲームに変わったと捉えるべき。 

 パリ協定では各国に削減義務がない分、実効性を高める仕組みが必要。各国が互いの削減目
標を批判し合うのではなく、協力して世界の排出削減を最大化していくアプローチが重要。 
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現状レベルの政策が継続した場合の排出見通し

2020年以降の約束草案を踏まえた排出見通し（119カ国の約束草案を考慮）

２℃安定化＿気候感度2.5℃（濃度は、一旦、580 ppmを若干超える）

2100年に２℃（一旦２℃を超える）＿気候感度3.0℃（濃度は、一旦、530 ppmを超える）

２℃安定化＿気候感度3.0℃（濃度は、500 ppm以下。2300年頃に450 ppm程度）

AR5 430-480 ppm
(GHG排出は

2010年比

▲41−▲72%)

AR5 
480-530 ppm
(GHG排出は

2010年比

▲25−▲57%)

AR5 
530-580 ppm
(GHG排出は

2010年比

+7−▲47%)

パリ協定の約束達成 
を想定した排出シナリオ 

シナリオ別、年間GHG排出量 気候変動の抑制
（+2℃以内） 
を実現する世界の 
排出水準には、 
大きな不確実性と 
幅があるが、より 
排出が少ない程、 
抑制確率が高い。 

シナリオ① 

シナリオ② 

シナリオ③ 

京都議定書
（1997年） 

パリ協定 
（2015年） 

削減の 
法的拘束力 あり なし 

対象国と 
削減の位置づけ 

先進国のみ 
削減義務 

途上国も含め 
削減約束 

世界の排出量 
カバー率 

22％※１ 
（2010年時点） 

約99％※２ 
(2016年4月時点） 

京都議定書とパリ協定の比較 

（出典）RITE 



２．（２）パリ協定というゲームチェンジ② 
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パリ協定における新興国の約束草案※２ 

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。削減はフィリピンが得られる技術移転
等を含む資金援助の度合いによる。 

メキシコ 
2030年までにGHGおよ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、資金・技術支援等の条件次第では、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。 
技術移転や資金提供等の国際支援を条件に、最大41％まで
削減可能。 

バングラデシュ 
2030年までにGHG排出量をCO2換算でBAU比1200万トン
もしくは5%の削減。追加的な国際支援を条件に、CO2換算
で3600万トンもしくは15%の削減。 

イラン 
2030年までにBAU比で4%削減。国際的な資金援助や技術
移転、排出量取引などを条件として、さらに８%を緩和で
きるポテンシャルがある。 

インド 
2030年までにGHG排出量を単位GDPあたり33-35%削減。 
ただし実現は、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。 

 世界全体の温室効果ガス排出量に占める日本のシェアは 2.8％ ※1に過ぎず、世界の排
出削減のためには、海外での取組が重要。 

 パリ協定では、途上国を含め世界各国が削減約束を掲げており、実現に向けて膨大な
投資が見込まれる等、ビジネスチャンスが生じている。 

(出典）IEA, World Energy Outlook 2016 

エネルギー供給・省エネ関連投資の見通し 
（2016-2040の累計、450シナリオ※3） 

化石燃料 

17.3兆ドル 

再エネ 

12.6兆ドル 

送配電網 

 7.2兆ドル 
その他低炭素 

2.8兆ドル 

省エネ 

35.0兆ドル 
７５兆ドル 

※１ 2010年時点。（出典）ＩEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion (2014)  
※２ COP21のCOP決定において、パリ協定締結時に既に約束草案（INDC）を提出している国については、協定締結時に、当該INDCをNDC（nationally determined 

contribution：自国が決定する貢献）と見なすこととされている。表中の各国はフィリピンとイランを除いて既に締結済み。 
※３ 長期的な世界の平均気温の上昇を２℃以下に抑えるという目標（いわゆる２℃目標）が達成される可能性が高いとされる、2100年以降のGHG濃度が450ppm程度

で安定化するシナリオ。(出典）IEA, World Energy Outlook 2015 
 



 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。 

２．（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 



２．（４）新たな低炭素技術による削減貢献 
 近年、新たな低炭素技術が進展。今後、日本を含む世界のCO2削減に貢献する可能性。 

米国テキサス州CO2-EORプロジェクト 

CO2フリー水素チェーン構想 

＜概要＞ 
石炭火力発電所の排ガスから回収
したCO2を、パイプラインを通し
て130km離れた油田へ輸送・圧入
することにより、原油を増進回収
（Enhanced Oil Recovery, EOR)。 
CO2回収プラントには三菱重工の
技術を採用、ＪＸ石油開発が事業
参画。発電所から大気中に放出さ
れるCO2の削減量は年間約160万
トン。  

（出典）海外展開戦略タスクフォース第二回会合 
資料３より抜粋 

＜概要＞ 
日本における水素社会実現に向け、
豪州産褐炭から水素を製造し、液
化水素の形で日本に輸送するサプ
ライチェーン構築事業を実証中。
豪州でのCCSと組み合わせること
で、トータルでのCO2フリー化を
目指す。（川崎重工） 

技術が確立すれば、将来的に世界
のCO2削減に貢献する可能性。 （出典）海外展開戦略タスクフォース第二回会合資料４より抜粋 

発電所におけるICT活用 
＜近年進展している低炭素技術の例＞ 
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（出典）三菱日立パワーシステムズ 

＜概要＞ 
センサ、ビックデータ分析、
AI等の活用により、発電所に
おける不適合の予防、運転・
保守の最適化、運用性の改善
（例：需給予測による供給調
整）等を図り、発電効率等を
向上させることで、CO2排出
量を削減する。 
（三菱日立パワーシステムズ） 
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２．（５）2050年▲80%削減の含意 
 80％削減という水準は、仮に、①業務・家庭部門をオール電化又は水素利用とし、②運輸部門
をゼロエミッション車に転換し、③再エネ・原子力・CCS付火力で電力を100%非化石化したとして
も、農林水産業と2～3の産業しか許容されない水準。 

 現在の技術を前提として国内でやるとすれば、社会インフラを総入れ替えする程の巨額のコスト負
担と、痛みを伴う産業構造の大転換を意味している。（外交・防衛、財政健全化、社会保障、エネル
ギー安全保障等の多様な政策目的との整合性も不可欠） 



世界の排出削減への貢献拡大 

出所：海外展開戦略タスクフォース第一回会合資料５を基に経済産業省作成。  9 

 日本の海外での削減は、これまで、JCMに加え、公的ファイナンスを活用した日本の優
れた低炭素技術の海外展開や、民間独自の削減取組、と重層的に展開。今後、各取組
による削減を一層拡大し、その際、日本が率先して世界の削減貢献量の見える化に努
め、各国が貢献量の多寡を競うことで、世界の削減を最大化していくべき。 

２．（６）海外削減貢献の推進① 

グローバル削減貢献量 

JCM 

日本の優れた技術
による削減貢献量

の全体 

「貢献量」の多寡を競う 
協力的なゲームへ 
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 パリ協定の実効性を高める国際貢献として、我が国は技術を海外展開するのみでなく、 
見える化を含め、途上国の削減目標達成に向けた包括的な支援が必要ではないか。 

２．（７）海外削減貢献の推進② 

発電部門 

産業部門 

民生部門 

運輸部門 

・石炭火力：○○トン 
・ガス火力：○○トン 

・鉄鋼  ：○○トン 
・セメント：○○トン 

・ＢＥＭＳ：○○トン 
 

・自動車 ：○○トン 
・鉄道  ：○○トン 

部門 分野 

約束草案※実施計画の策定支援 

ファイナンス 

技術協力 

人材育成 

国際実証 

制度整備 

官民による 
トップセールス 

海外での排出削減貢献 

＋ 

途上国への削減貢献スキーム（イメージ） 
気候変動緩和に関する技術評価（JICA） 

パリ協定に基づくベトナムの約束草案を実現するため、 
①約束草案のアクションごとの低炭素技術の優先メニューの提案 
②早期実施のためのパイロットプロジェクトの提案 
を実施し、日本の優れた低炭素技術の導入につなげていく。 
 

ハノイにおける 
INDC実施のための 

低炭素技術ワークショップ 
（2016年9月） 

実施支援 

事例：ベトナム 

 
 

 
 

 
 

 

（出典）JICA 

グリーンホスピタル 

国営病院に省エネ型のインバーターエアコ
ンを導入し、エネルギーマネージメントシ
ステム（EMS）技術によって連携運転を行
い、省エネによるCO2削減を実施。JICAと
の連携により省エネラベリング制度導入を
支援し、中韓等の競合技術との差別化を実
現。 
 

病院内の設置状況 

※ COP21のCOP決定において、パリ協定締結時に既に約束草案（INDC）を提出している国については、協定締結時に、 
当該INDCをNDC（nationally determined contribution：自国が決定する貢献）と見なすこととされている。 



■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融資 
■輸出金融 
日本企業等の設備の輸出等に対する融資 
 
（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．（８）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し、世界の排出削減に貢献する
ため、支援ツールを更に活用していくことが必要ではないか。 

JBIC 

NEDO 



12 

３．JCMの一層の効率化 
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案件を形成 

約10年間 
クレジットが発生と仮定※２ 

累積 
５８０万 
トン 

約3年後にクレジット 
発生開始と仮定 

５０００万トン 

約１０倍に加速が必要 
（民間ベース案件がなければ    
 約10倍の国費投入が必要） 

３．（１）JCMの一層の効率化 

累積発行量（万トン） 

（年度） 

採択年度 

初のクレジット発行 
（約200トン） 

環境省 経済産業省 

※１ 第１号案件のみでの削減見込み量の積み上げ。 
※２ これまでの両省での形成案件による積み上げ。クレジット発生期間については、今後の国際交渉や個別の設備の法定耐用年数に依るが、ここでは10年間と仮定。 

２０３０年度までの 
目標（下限） 

経済産業省 
○4年間の案件形成 
 予算額 １４９億円 
 案件数 １１件 
→１２万トン/年※１ 

環境省 
○4年間の案件形成 
 予算額 １９５億円 
 案件数 ９０件 
→４６万トン/年 

 現行のＪＣＭは、大型案件や民間主導のプロジェクトが事実上対象外となっており、行政
事務の増加による案件形成の長期化、クレジット発行量の不足などが生じている。 
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 今後、国による支援は、費用対効果が高く、先駆的な事例や我が国の省エネ技術等の普及にも貢献
できるようなものに対して、補助金に依存しない、民間主導のプロジェクトの普及につなげていく。 

 特に、大型の排出削減案件を中心に支援していくべき。 

公的ファイナンスの活用を含む 
民間主導の案件を想定。 

クレジット 
の 

大量取得 

 
 

 
 

 

 
  

＜イメージ＞ 

実証・補助 
プロジェクト 

民間プロジェクト 波及効果 
（民間主導で、以降の 
普及展開を図る） 

リスクのある初期案
件の相手国への導入
に限定 
（初期案件のみに 
限定し支援） 

民間プロジェクト 

民間プロジェクト 

民間プロジェクト 

出口戦略 民間ベースへ 

３．（２）JCMの一層の効率化 
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４．国際機関の技術メカニズム・資金メカニズムの活用 
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４．（１）国際機関の技術メカニズム・資金メカニズムの活用 
 日本の優れた低炭素技術による世界の削減貢献量を一層拡大するため、国内の公的ファイナンス

に加えて、国際機関の技術メカニズム・資金メカニズム（CTCN、GCF等）も含めて活用する方
策を検討する必要があるのではないか。 

 現状、国際機関による技術メカニズム・資金メカニズムを通じた日本の低炭素技術の海外展開が
十分に進んでいないが、日本企業による活用を促進するために、どのような環境整備が求められ
るか。 

 途上国からの支援要請に対して、プロジェクトの段階ごとに、CTCN、GEF、GCF等の国際機関
の技術・資金メカニズム、NEDO、JICA、JBIC等による海外展開支援ツールと組み合わせた支援
のあり方を検討した上で、モデルとなるケースを形成できると良いのではないか。 

●日本から提供可能な低炭素技術と途上国の支援要請とのマッチング方法 
  ・トップダウン（国等がCTCN等の国際機関に対する途上国からの支援要請を把握した上で、企業等に打診） 
     →実際に日本案件の技術支援を実施できるネットワークメンバー、認証実施機関の拡充 
  ・ボトムアップ（企業等が現地ニーズを把握し、それに応じるためのファイナンスツールを模索） 
     →海外展開支援のためのファイナンスツールの組み合わせについてのモデルケースを構築 
 
●プロジェクト段階に応じたファイナンスツールの活用 
  ・プロジェクトの準備段階（技術ニーズ評価、FS、資金計画策定、資金支援要請等）に応じた効果的な支援 
   の活用の検討、異なる支援ツールの連続的な活用の可能性など 

＜論点＞ 
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４．（２）プロジェクトの段階ごとに得られる国際機関からの支援 

技術ニーズ 
  評価 
（TNA） 

プロジェクト 
候補選定 

FS調査／ 
 プロジェクト 
仕様確定 

    資金計画／ 
   提案書作成      資金調達    プロジェクト 

実施 

GEF 
（地球環境 

 ファシリティ） 
資金支援 

CTCN 
技術支援 支援の連携が必要 

 
GCF、GEF、世銀、ADB、 
UNDP、UNIDO等国際機関による 
資金支援、and/or 
JICA、JBIC、NEXI、NEDO等 
日本の海外展開支援 
 

GCFのレディネス支援（キャパビル）や 
プロジェクト準備ファシリティ（提案書作成 
支援）とCTCNの技術支援が連携 

出典：本部・和田・村山（2015）「途上国における低炭素投資を如何に進めるか」を基に経産省作成 



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（N） 
 

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 

 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
（N）から構成される。 

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 

４．（３）気候技術センタ－・ネットワークの概要 
            （Climate Technology Center and Network:CTCN） 
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 2016年11月時点で、60以上の途上国から158の技術支援要請がCTCNに対して提出済 。        
うち、支援実施済みが9案件、支援実施中が27案件、対応計画策定中が51案件、支援要請の
評価中のものが71案件。今後、122件が実施段階へ移行。 

 ５万ドル以下のキャパビル案件が大半（途上国は自国に必要な技術が分かっていない段階）。今
後、5－25万ドルのFS案件の発掘・組成を通じて、実際の排出削減プロジェクトに繋げていく必要。 

 技術支援を提供する主体のネットワークメンバーは世界全体で241機関が登録。うち日本からは６
機関が登録するも支援実績は１件。今後、ネットワークメンバーの拡充、途上国政府・ネットワークメ
ンバーも巻き込んだ案件形成が必要。 

４．（４）CTCNの現状と課題 

（出典：CTCN HP） 19 



国 拠出額 
日本 15億ドル（拠出取決め締結済） 
米国 30億ドル（拠出取決め締結済） 

イギリス 12億ドル（拠出取決め締結済） 
フランス 10億ドル（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（拠出取決め一部締結済） 
カナダ 2.7億ドル（拠出取決め締結済） 
豪州 1.6億ドル（拠出取決め締結済） 

ＧＣＦへの各国の拠出表明状況 ２．ＧＣＦへの資金拠出 

１．概要 
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４．（５）ＧＣＦ（緑の気候基金）の概要 

 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を目指すとされている。 

    ※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（外務省地球規模課題審議官）。）で構成。 

 拠出表明額103億ドルに対して、これまでに約15.3億ドル（35案件）を採択。 
 

 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、COP22終
了時点で43か国から合計で103億ドルの拠出が
表明された。 

 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20日GCF拠出のための
法案が成立。2015年5月21日に拠出するため
の取決めに署名した。 



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 

４．（６）技術メカニズムと資金メカニズムのリンケージ 

 COP21(2015年12月）では、技術メカニズムの関係機関（TECとCTCN）と資金メカニズムの
関係機関（GEFとGCF）が具体的な連携の在り方について協議を継続することを決定。2016年
５月にはワークショップを開催し、その後もCTCN諮問委員会、TEC、GCF理事会で議論。COP22
（2016年11月）における具体的な成果は以下のとおり。 

 GCF理事会は、今後、TEC、CTCN等関係機関を招いた年次会合を開催。理事会会合にも
連携について議論する際には引き続きTEC、CTCN諮問委員会の議長を招待。 

 途上国政府内のGCFとCTCNのフォーカルポイントが連携しつつ、GCFのキャパビル活用やプロ
ジェクト申請の際にCTCNを活用した技術評価を行うことを招請。 

 今後も各機関のCOPへの年次報告で進捗をフォローしつつ、次回はCOP24で議論。 
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５．温暖化適応ビジネスの活性化 



５．（１）適応に関する日本企業の海外貢献 

 

（出所）海外展開戦略タスクフォース第一回会合資料５を基に作成。  

緩和（再掲） 
温暖化対策 

適応 

 緩和（排出削減）と適応（温暖化の影響への対策）は温暖化対策の両輪。緩和に加え、 
適応でも日本企業の海外展開を後押しし、その貢献を対外的に発信し、「見える化」 
していくことが重要。 

【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）】 

【難民キャンプにおけるソーラーランタンプロジェクト】 
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グローバル削減貢献量 

JCM 

日本の優れた技術
による削減貢献量

の全体 
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５．（２） GCFにおける適応プロジェクトの採択状況 

 GCFで採択された案件の過半数が適応分野。プロジェクト件数ではアフリカ地域が最多。 
 緩和に比べ、適応についてはグラントの比率が大きい。 

プロジェクトタイプ別内訳 地域別内訳 プロジェクトタイプ別資金源 

出典：GCF公開情報を基に2016年11月末時点での全採択案件（第11回、第13回、第14回理事会（2015年11月～2016年10月）における採択結果）をとりまとめたもの。 

*「GCF以外」は、GCF以外の金融機関等による、GCFとの協調資金提供を集計したもの。 



• 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 

• 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。 

 適応対策への途上国ニーズは非常に高く、こうしたニーズにも目を向けて支援をしていくことが重要ではないか。そ
の際に、いかに日本の技術を途上国の適応対策に活かしていくか。 

 色々な課題間の相互連携を考えていくことが重要であり、従来のネットワークの外の人たちも含めて新たな協力
関係を構築していくことが重要ではないか。 

５．（３）途上国における適応対策への日本企業の貢献 
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途上国における適応対策への日本企業の貢献可視化事業（平成24～27年度） 



 
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。 

５．（４）適応ビジネスの活性化 
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Ｈ28年度事業の目的と概要 



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 
（後述） 
先進国および途上国が対象 

* DBIS:  Department for Business Innovation and Skills 

５．（５） 海外の適応市場規模調査の状況 
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【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） 

５．（６）グッドプラクティス① 
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【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） 

５．（７）グッドプラクティス② 
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【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 

５．（８）グッドプラクティス③ 
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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） 

５．（９）適応ビジネスの活性化と海外貢献 
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 適応ビジネスの活性化と日本企業の海外貢献に向けて、展望と具体策の検討を一層深化
していく。 
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