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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。 

 

 

  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。 

総論 

 我が国が、自国の総排出量を超えて世界の削減に貢献し、これを国際社会に発信することで、国際
貢献量の多寡を競い合う新たなゲームへ。  

– 途上国へのNDC達成支援を通じ、官民でグローバル市場を獲得。 

– 海外実証による技術の確立、政策対話による制度整備等を通じ、日本の低炭素技術が海外に普及 
するまでを切れ目なく支援。 

– 公的ファイナンスにおいては、JCM（二国間クレジット制度）のみに限定せず、ODA、JBIC、NEXI等のあらゆる 
支援ツールを活用。 

– 途上国との共同で大規模な海外削減プロジェクトを実施し、その国際貢献量を定量化することで、 
世界の削減に貢献。 

 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） 

 最終整理案の要旨 

 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。 
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１．背景（パリ協定・国際貢献） 



 

各国のCO2排出量 （増減量） 

米国の電源構成の変化 

（出典） 
  エネルギー白書 
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（出典）IEA CO2 Emissions  
from Fuel Combustion 
(2016 edition) 3 

世界全体 53.4 
中国 37.3 
インド 9.4 
カナダ 0.2 
日本 0.1 
ドイツ -0.6 
フランス -0.8 
イギリス -1.2 
イタリア -1.4 
アメリカ -5.3 

 
 

世界全体 

 世界全体が参加する枠組みではなく、中国をはじめ、世界の排出量は大きく増加。 
 他方、米国は削減義務を負わなかったにも関わらず、革新技術への投資を継続し、 
イノベーションによってシェール革命を実現した結果、世界で第１位の排出削減を実現。 

京都議定書第一約束期間の実績 

米国 

中国 

（億t-CO2） 

(2001) (2013) 

(2005-2014) 



 長期目標（２℃目標） 
・世界の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。 
・出来る限り早期に世界の温室効果ガスの排出量をピークアウトし、今世紀後半に人為的な温室効果ガ
スの排出と吸収源による除去の均衡を達成。 
※先進国、途上国を問わず、特定年次に向けての世界の削減数値目標は合意されなかった。 

 
 プレッジ＆レビュー 
 ・主要排出国を含む全ての国が自国の国情に合わせ、自国が決定する貢献（NDC：  
  Nationally Determined Contribution）を策定し、5年ごとに条約事務局に提出・更新。 
 ・各国は目標の達成に向けた進捗状況に関する情報を定期的に提供。提出された情報は、専門家による 
  レビューを受ける。 
 
 長期低排出発展戦略 
・全ての締約国は、長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略を作成し、及び通報するよ
う努力すべきであるとされた。 
※COP21決定において、長期低排出発展戦略について、2020年までの提出が招請されている。 
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パリ協定のポイント 



長期目標について 

国名 長期目標への言及 

アメリカ 
【提出済】 

オバマ政権時の2016年11月16日に提出
した長期低排出発展戦略で、2050年に温
室効果ガス排出量2005年比80％以上削
減を明記。 

イギリス 2050年に1990年比で温室効果ガス排出
量を80％削減することを気候変動法2008
に位置付け。 

フランス 
【提出済】 
 

2050年に1990年比で温室効果ガス排出
量を75％削減することを緑の成長のためのエ
ネルギー移行法及び長期低排出発展戦略
に位置づけ。 

ドイツ 
【提出済】 
 

2050年に1990年比で温室効果ガス排出
量を80-95％削減することをエネルギー計画
及び長期低排出発展戦略に位置付け。 

ＥＵ 2050年に1990年比で温室効果ガス排出
量を80-95%削減することを目指す（約束
草案、2030年気候変動・エネルギー政策
枠組等）。 

各国の長期目標 
【】は長期低排出発展戦略の提出状況 

地球温暖化対策計画における 
長期目標への言及 

 
第1章 
第1節 
２．長期的な目標を見据えた戦略的取組 
 
 
 我が国は、パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加
する公平かつ実効性ある国際枠組みの下、主要排出
国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際
社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を両立さ
せながら、長期的目標として2050年までに80％の
温室効果ガスの排出削減を目指す。このような大幅な
排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難であ
る。したがって、抜本的排出削減を可能とする革新的
技術の開発・普及などイノベーションによる解決を最
大限に追求するとともに、国内投資を促し、国際競争
力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的、戦略
的な取組の中で大幅な排出削減を目指し、また、世
界全体での削減にも貢献していくこととする。 
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 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） 
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パリ協定がもたらす国際情勢変化① 
 日本の温室効果ガスの排出量シェアは世界全体の2.8％。 
 他方、パリ協定では全ての排出国が参加し、気候変動の抑制（2℃目標）には、日本
を除く世界の97.2％についても削減目標(NDC)※達成が最低限でも必要。 

全ての主要排出国の参加 

（※2016年6月時点99%） 

京都議定書 
第一約束期間 
2008～2012 

パリ協定 
2020年以降 

出典：ＩEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion (2014)をもとに経済産業省作成。世界計から、国際海運・航空部門を除いた。 

日本, 
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78.0%
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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%)

各国がパリ協定の目標を 
達成した時の排出量推移 

パリ協定の目標達成と、気候変動の抑制 

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 

（出典）RITE 

シナリオ別、年間GHG排出量 世界の一部(22％)のみが参加 

※ NDC（nationally determined contribution：自国が決定する貢献） 

最も楽観的な２℃安定化シナリオ 



※１ 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。 

※２ 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 

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 
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パリ協定における途上国の削減目標（NDC)※１ 

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。 

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※２） 

 削減目標(NDC)を掲げた途上国は、その達成にあたり先進国へ資金と技術を要請。 
 ２℃目標に向けて、低炭素市場の機会拡大※が見込まれる。 

パリ協定がもたらす国際情勢変化② 

(出典）IEA, World Energy Outlook 2016 

７５兆ドル 

※ただし、市場獲得には競争力と 戦略的 
  な技術開発を要する。 



 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 

9 

 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。 

日本の低炭素技術による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 
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国際動向： NDCパートナーシップ（支援 × ビジネス） 
 昨年COP22の会場で、48の国と国際機関が参加する自主的枠組みとして発足。 
 途上国は必要な資金・技術・支援への、先進国は市場機会へのアクセスをつかみ、 
共に温暖化対策を一歩一歩進めるための、アイデアと情報交換の場。 

 欧州は9ヶ国とEBRD（欧州復興開発銀行）が参加しており、支援と同時に、企業進
出で先行するアフリカ市場（11ヶ国が参加）でのビジネスの地歩を固める可能性。 

 米国もIDB（米州開発銀行）と共に参加し、中南米（６ヶ国）等へ展開の可能性。 

○途上国のNDC及び持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向け、各国及び
国際機関の協力を促進することを目的とした新たな自主的枠組み。 

NDCパートナーシップの概要 

＜出典＞http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/countries-
partner-on-national-climate-action-plans/ 

○共同議長：ドイツ、モロッコ 
 

○メンバーが連携することで、途上国が自国の目標
達成に必要な技術、金融支援を速やか 

 かつ効果的に受けられるようにする。 
 



SDGs(持続可能な開発目標)、適応ビジネスへの関心の高まり 
 2015年にSDGsが国連で採択され、持続可能な世界を実現するため、気候変動や貧困、ジェ
ンダー等17のグローバルな課題解決をビジネスチャンスと捉えた企業の関心が高まっており、気候
変動の観点では、適応分野での取組が進展。 

 損保ジャパンがＪＩＣＡの支援を得
て、インドネシアで干ばつに悩む農民へ
天候インデックス保険を導入し、天候リ
スクへの適応能力向上を目指す。  

○ＵＮＥＰ（２０１６）によれば、世界の適応ビジネスの潜在的
市場規模は、２０５０年時点で年間最大５０兆円との試算結
果。 
 
○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、「自然災害に対するインフラ強靭化」、「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 
 象観測及び監視・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」などが挙げられる。 

11 
（出典）JICA 

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を
採択する国連サミット（2015年9月） 

ビジネスと持続可能な開発達成委員会
報告書（２０１７年１月ダボス会議） 

適応 SDGs 

＜日本企業の取組事例＞ 
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２．今後の方向性 
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 途上国の温暖化対策を、資金、技術、人材、制度等の相手側ニーズに応じて支援。 
 計画策定（技術選定）から、実施（技術導入）までを包括的に支援。 

官民でのグローバル市場獲得 

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 

計画策定支援 

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 

＋ 

途上国への包括支援スキーム（イメージ） 

計画策定支援 （ＪＩＣＡ） 

(1) 優先的な低炭素技術メニューの提案 
(2) パイロットプロジェクトの提案 

実施支援 

実施支援 （ＮＥＤＯ，ＪＩＣＡ） 

病院内の設置状況 

相手側ニーズに応じ、計画策定から実施までを包括的に支援 

途上国への包括支援スキーム（具体事例） 
パリ協定に基づくベトナムの削減目標達成を支援 

（出典）JICA 

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） 

(3) ベトナム国営病院において、連携制御型インバー
ターエアコンを海外実証し、技術を確立。 
(4) 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、日本製品の普及を促進。 
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 海外実証による技術リスクの克服、政策対話・制度整備等による初期普及リスクの克
服を通じ、日本の低炭素技術の海外展開を切れ目なく支援。 

 加えて、IoTを活用した新領域のビジネスでは、より効率的に排出削減の実績データを
取得、効果を定量化し、日本製品の新たな付加価値軸として活用。 

支援ツール（海外実証、政策対話・制度整備） 

技術リスク 初期普及リスク 

海外実証 政策対話・制度整備等 
※省エネラベル制度導入により 
  日本製品の普及を促進 等 

日本の低炭素技術の海外展開 
＜MHPSによるIoT新ビジネスの取組＞ 

○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。 

海外実証、政策対話・制度整備 ＩｏＴ新ビジネスと、削減実績の定量化・付加価値化 

※技術を確立 
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■NEDO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。 
 

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 

クレジット(JCM） 

 
■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。 
 

ODA 

（出典）JICA資料 

 日本の気候変動分野の途上国支援は約1兆円／年※だが、ODA、JBIC等が中心で
あり、クレジットは全体の１％程度。今後、全ての公的ファイナンスの一層の活用が必要 

 なおJCMは、補助金に依存しない民間主導プロジェクトの形成が課題となっており、今後、
ニーズに応じた事業期間内の柔軟なクレジット取得等を通じ、効率化を図る。 

支援ツール（公的ファイナンス）① 

（※出典：「気候変動に関する国際連合枠組条約」に基づく 第2回日本国隔年報告書） 



 
■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。 

 
■海外事業資金貸付保険 
海外事業に必要な資金に対する貸付等についての保険。  
外国企業・政府等に対して貸付けた事業資金が償還不能となることにより被る損失をカバー。 
 
 
■海外投資保険 
海外投資を対象として、カントリーリスクにより発生する損失をカバーする保険。 
外国政府による収用、外貨送金規制、戦争、テロ等の発生により被る損失をカバー。 
 
 

（取組事例） 
・米国テキサス州CO2-EORプロジェクト：銀行の融資を、海外事業資金貸付保険により支援。 
・イラク南部ガス回収有効利用プロジェクト：商社の出資を、海外投資保険により支援。 
・ヨルダン太陽光発電プロジェクト：銀行の融資・商社の出資を、海外事業資金貸付保険・海外投資保険により支援。 
 

NEXI 
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JBIC 

（出典）JBIC資料 

（出典）NEXI資料 

支援ツール（公的ファイナンス）② 



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 

ＧＣＦへの資金拠出について 

１．概要 
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緑の気候基金 
（Green Climate Fund: GCF） 

 途上国による気候変動対策を支援するため、
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。 

 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。 

 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。 

 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。 

支援ツール（公的ファイナンス）③ 
 国内の公的ファイナンスに加え、国際機関等の資金メカニズムも活用していくことが必要。 
 現状、国際機関の環境関連資金メカニズムを通じた日本の低炭素技術の海外展開は、
十分に進んでいないことが課題。 
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気候技術センタ－・ネットワーク 
（Climate Technology Center and Network: CTCN） 

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、ノルウェー、 
EC、デンマーク、 
カナダ、米国、 
ドイツ、スイス等 

・マッチメーキング 
・実施費用提供 

技
術
支
援
要
請 

技
術
支
援
実
施 

資
金
支
援
・
活
動
支
援 

＜ＣＴＣＮのスキーム＞ 

支援ツール（公的ファイナンス）④ 
 国連の下に、先進国から途上国への技術移転を促進する枠組み（CTCN）が存在する
が、現状、日本による支援実績は54件中2件であり、今後、関与の強化が必要。 

CTCNは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。 

案件進捗状況 

日本からは６機関が登録するも支援実績は54件
中2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。 

（出典）CTCN HP 



支援ツール（その他） 「温暖化適応ビジネスの展望」概要 

適応の有望分野 

現状と課題 
• 将来の市場規模拡大が期待されるが、具体的把握が困難、事業として取り組みにくい。 

現状と課題 
• 幅広い適応分野の中で、民間企業が国際的に関与しうる分野が定かでない。 

  途上国における「適応」に関しては、高いニーズと優れたシーズが存在。ビジネスとしての市場規模も拡大傾向。これまで実現可能性（FS）調査支援等を通じて、日本の中小 
  企業による優良事例を発掘。 
  そうした可能性にもかかわらず、国内企業における認知度はいまだ低く、大型案件などにはつながっていないのが現状。 
  適応ビジネス活性化の観点から、市場規模の調査、有力分野の特定、官民連携の推進体制の構築提案を含む「温暖化適応ビジネスの展望」を策定した。 

適応ビジネスの潜在的市場規模 

官民連携を通じた適応ビジネスの推進体制の構築 
現状と課題 
• 高い潜在的可能性にもかかわらず、適応ビジネスへの認知度が低く、「適応」の紐付けによりビジネス拡大できる人材が少ない。 
• 高いニーズにもかかわらず、適応対策および技術に対する知見の低い国が多く、ニーズの充足に結びついていない。 
• 我が国企業の適応ビジネスの成功事例も出て来ているが、継続的に組成・拡大していくための支援、評価指標が未整備。 

自然災害に対するインフラ強靭化 
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 
気象観測及び監視・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 

国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の「民間セクターイニシアティブ」（PSI）では、適応の分野として、水資源、気象現象の科学
的分析及び評価・モニタリング・早期警戒、運輸・インフラ・人間居住、食糧・農業・林業・水産業、陸上生態系、教育・訓練、健康、
観光、エネルギー、金融・保険、ICT、海洋・沿岸地域の12分野を特定している。 
我が国において2015年11月に閣議決定された「気候変動の影響への適応計画」においても、類似の分野に言及。 

適応対策をビジネスとして推進・拡大していくために、官民連携で適応の情報共有や協力推進の場を構築し、活用していくことを目指す。 

日本の適応への取組みに関する国際会議での発表 

実現可能性（FS）調査における地域住民へのヒアリング 

2000社以上の企業の公開情報を調査し、海外での適応対策に貢献していると類推される活動を分析した結果、日本の民間企業
が適応で国際的に貢献できる7つの主な分野を特定。 これまでの気候変動対策ビジネスは、温室効果ガスの排出削減が主流。しかし、現実に起こっている気候変動によるバ

リューチェーンへの悪影響、経済損失の拡大への対応策が必要。その対応策が 
ビジネスチャンスとなる。 
 

例えば、 
1. 責任ある企業として、適応対策に貢献して、社会、環境、経済の強靭化をリードする！ 
2. 気候変動による災害に係るコストを削減し、新製品やサービスの創出によるマーケットシェアの確立、拡大を目指

す！ 
3. 適応対策を講じ、リスクを軽減することで、ビジネスの継続性が生まれる！ 

世界の適応・強靭化製品・サービス市場
における民間企業の売上高は 

年間約11兆円 
 

英国政府は、適応における民間企業の売上高
を推計、5年間で約7％のビジネスの拡大を予
測 

適応ビジネスの潜在的市場規模は2050年
時点で年間最大50兆円 

 
国連環境計画（UNEP）は、気温上昇を産業革
命前から2℃に抑えた場合、途上国で適応にかかる
年間コストは2025年～2030年に14兆円～30兆
円、2030年～2050年に28兆円～50兆円と推
定 

人材育成 
事例集の作成 

ガイドブックの作成 

ウェブサイトの構築 

普及・啓発 
国内セミナー・個別相談会の開催 

国際会議への参加、NGO等との連携 

海外への専門家派遣・海外からの招聘 

案件組成・拡大 
実現可能性（FS）調査の公募 
海外ミッション・見本市の参加 
資金スキームとの連携 

指標構築（SDGs活用）による効果のみえる化 

表彰制度 

知識・経験・情報共有の場 

【関連性の高いSDGs】 
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 パリ協定の下、サウジアラビアも初めて削減目標(NDC)を約束。 
 温暖化対策の先端技術であるCCSでは、世界有数の排出削減ポテンシャルが存在。 

基 準：ＢＡＵ 
形 式：排出量 
数 値：1.3億トン（二酸化炭素換算） 
目標年：2030年 

サウジアラビアの削減目標（ＮＤＣ） 

2010 
（実績） 

2030 
（目標年） 

5.3億トン 
（実績） 

8.4億トン※ 

（基準） 
7.1億トン※ 

（目標） 

1.3億トン 

※経済成長率等一定の前提の基に試算 

サウジアラビアの排出削減ポテンシャル 

出典：GCCSI，IEA 

途上国との共同による海外大規模削減の実施（事例）① 

ＣＣＳ（二酸化炭素回収貯留技術）による排出削減 
ポテンシャルは、その一部しか把握されていないに 
も関わらず、５０～３００億トンと非常に大きい。 
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途上国との共同による海外大規模削減の実施（事例）② 
 日サの二国間協力により、世界に先駆け、エネルギー供給の低炭素化を推進。 
 3/13、日サ首脳会談において、技術調査の協力(マスタープラン策定含む)に合意。 

エネルギー供給の低炭素化 日サ首脳会談（3/13） 
ＣＣＳにより原油等のエネルギー供給を低炭素化 低炭素エネルギーシステム（ＣＣＳや水素など）を見

据えた技術に関する共同調査の実施に合意 

産油国から消費国への
エネルギー供給を低炭素
化。 

3月13日、安倍総理とサルマン・サウジアラビア国王との
首脳会談において「日・サウジ・ビジョン2030」に合意。
エネルギー分野における具体的な協力プロジェクトとして
位置付け。 



世界, 84.5%

日本, 15.5%
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 日・サによる国際共同プロジェクトを通じ、世界の排出削減を最大化し、国際貢献。 
 成果を定量化し、国際社会に発信。一層の資金支援、投資を働きかけ。 

国際貢献 

国連 

開発銀行（MDBｓ） 

政府開発援助機関 
輸出信用機関 

民間資金 

温暖化関連の国際資金 国際共同プロジェクトの推進 
サウジアラビアとの連携により、日本向け（15.5％）のみならず、
世界（84.5％）へのエネルギー供給を低炭素化。 

多くの公的金融機関、さらに民間金融機関も、温暖化対
策事業を積極推進。優良案件へのニーズは高い。 

クレジット関連資金 

優良案件に 
資金を投下 

日・サ共同で
国際貢献 

非常に限定
的な資金量 

成果を定量化し、国際社会に発信 
サウジアラビア 
の原油輸出先 
（2015） 

出典：「気候変動に関する国際連合枠組条約」に基づく 第2回日本国隔年報告書 

途上国との共同による海外大規模削減の実施（事例）③ 



 クレジット購入 
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国際貢献の推進 
 我が国が、自国の総排出量を超えて世界の削減に貢献し、これを国際社会に発信する
ことで、国際貢献量の多寡を競い合う新たなゲームへ。 

国内の削減を最大化 

自国の総排出量を超えて、国際貢献を推進 
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