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2.6 貢献度の見える化、普及方法の検討 

2.6.1 見える化の方法検討 

途上国における気候変動適応コストは、2030年で1,400～3,000億ドル/年、2050年には

2,800～5,000億ドル/年にまで上昇すると予測されている。このように気候変動適応の

需要は拡大し、新たな市場が形成されると考えられる2。このため、適応対策に貢献

することは、企業としての価値を高めると共に、社会や経済、環境の面で同業他社を

リードすることも期待される。 

今後、企業による適応ビジネスの裾野を広げるに当り、その効果や社内的意義といっ

たものを第三者からも分かり易くすることが必要である。すなわち、企業の活動の効

果等を「見える化」させることが求められる。これにより、新たな参入者や参加者が

増え、適応市場の形成につながるものと考えられる。 

以下に見える化の検討にあたり参考となる既存スキームの特徴を整理する。 

 

1) ESG投資 

ESG投資とは、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）、社会（Social）、

ガバナンス（Governance）の要素を考慮した投資のこと。年金基金など資産を超長期

で運用する機関投資家を中心に、企業経営のサステナビリティを評価するという点で

普及している。近年、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや民

間企業の新たなビジネス機会を客観的に評価するベンチマークとして、国連持続可能

な開発目標（SDGs）と合わせて注目されている。 

経済産業省が実施した運用機関向けアンケートの回答より、リスク低減やビジネス実

施に伴うリターンの獲得といった投資家が関心を抱く項目を確認することに、ESG投

資が利用できると評価していることが分かる。 

  

 

 
2 Adaptation Finance Gap Report (2016) (https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/05/unep-report-cost-of-

adapting-to-climate-change-could-hit-500b-per-year-by-2050/) 
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出典：経済産業省「ESG投資に関する運⽤機関向けアンケート調査」令和元年 12月 

注：上図では「ESG情報をエンゲージメントの材料にする目的・理由をお答えください。」

への回答となっている。 

図 2.3  ESG投資を投資家が利用・評価する理由 

 

2) 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD） 

気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial 

Disclosure : TCFD)は、G20からの要請を受け、金融安定理事会（FSB）3により2015年

に設置されたスキームであり、ESG投融資を行う機関投資家・金融機関の要求を踏ま

え、企業が気候変動のリスク・機会を認識し経営戦略に織り込み、報告書として公表

する取り組みである。TCFDは、気候変動に対する企業の取り組みに係る情報開示と

して、2017年6月に提言を公表している。企業に対して、「ガバナンス」、「戦略」、

「リスク管理」、「指標・目標」の4項目について財務的影響のある気候関連情報を

開示するよう推奨している。 

 

3) CDP 

Carbon Disclosure Project (CDP)は、2000年に英国にて設立され、主に気候変動や水資

源などの環境問題に取り組む国際NGOである。とりわけ、CDPは、企業の環境情報の

開示を求めており、TCFDの提言に合わせた質問表を企業に送付し、同じ基準に従っ

て評価を行っている。そして、回答された質問表は基本的には公開され、取組み内容

に応じたスコアリングも公表されるため、企業価値を見る指標となっている。 

 

4) GRIスタンダード 

Global Reporting Initiative (GRI）は、サステナビリティに関する国際基準の策定を行う

NPOであり、UNEP（国連環境計画）の公認団体として国際基準「サステナビリティ・

 

 
3 主要国・地域の中央銀行、金融監督当局、財務省、IMF（国際通貨基金）、世界銀行、OECD（経済協力開発機構）等

の代表が参加する機関。 
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上記ステップを踏まえ、途上国において既に適応ビジネスを実施しているA社を題材

としてSDGs指標を用いた評価を試験的に行った。 

 

ステップ1：適応ビジネスの概略整理 

適応ビジネスの概略として、A社の活動を以下に整理する。 

 

【適応課題への貢献】 

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B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

量が減少してしまう。A社は、途上国において従来作物から水や堆肥の使用量が少な

く、高品質な農産物B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。 

【適応ビジネスモデル】 

対象国では、降雨量の減少により従来作物の収量の低下が見込まれる地域がある。そ

こで、比較的水や施肥の消費量が少ない農作物Bの転作を目指すとともに、高付加価

値なアグロフォレストリーを導入・普及することで気候変動に対する脆弱性を低下さ

せ、小規模農家の適応能力の向上を図っている。また、現地法人を設立し、農作物B

に従事する農家に対する啓発活動等を指導、農作物Bのサプライチェーンを踏まえ、

付加価値創出と農家の収入環境の改善を実現する仕組みの構築に取り組んでいる。こ

れにより、途上国産農作物Bのイメージ払拭に貢献している。 

また、A社は、日本の市場が求める品質の農作物Bを途上国で生産していくため、農

作物Bを使用した製品の製造・販売も手掛けている。加えて、農作物Bの生産に伴う

現地女性の積極的な雇用、6次産業化の推進や農産廃棄物を利用したバイオガス発電

にも挑戦している。 

 

ステップ2：SDGsの目標・ターゲットの選択 

A社による適応ビジネスは、現地農家における農作物B生産に係る能力向上指導から

製品製造までのサプライチェーン全体を対象としている。そのため、関連するSDGs

目標は以下の6つと判断される。 

 

【関連するSDGs】 
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適応ビジネスは、気候変動に起因する社会、経済、ジェンダー、文化等への影響を評

価することで、企業や投資家等に向けて分かり易く成果を周知させることが必要であ

る。上述の通り、定量的に示せないものであっても、SDGs等の目標やターゲットに

照らし合わせ、適応ビジネスを分かり易く、明文化し、外部に報告することが必要で

ある。その際、以下の点に配慮することが必要である。 

1) 適応ビジネスの報告に際し、優れた取組の特徴を検討する 

2) 外部投資家等といったデータ利用者が必要とする情報を検討する 

3) 自社活動を適切に報告。必要に応じ現行活動への改革や改善を実行する 

 

なお、外部への報告に当り、次の点を踏まえることが必要である。 

 
出典：SDGsに関するビジネス・レポーティング「SDGsを企業報告に統合するための実践ガイド」 

図 2.5  効果的な報告のポイント（4つの C） 

 

また、報告書として取りまとめる際、次の点に配慮することを指摘されている4。 

1) 人や環境に対するリスクに基づく、または有益な製品、サービス、投資に基づ

く、企業がもたらす著しいインパクトを示す。 

2) 適応ビジネスを通して、企業が目指すあるべき姿につき、SDGsターゲットに

対してどのように情報を提供できているか。 

3) 利害関係者からのフィードバックを適切に扱い、どのように情報提供できて

いるか。リスク（課題）への取組についても述べているか。 

4) 利害関係者との連携を含め、関連する企業方針、システムおよびプロセスの

記述を含むことも必要である。 

5) 自社が実際に引き起こした、あるいは助長した負のインパクトの事例や、人

権侵害を受けた人々の効果的な救済のために自社が取った行動を適切に述べ

ているか。 

6) SDGsターゲットに貢献するという目標に向けて、企業がどのように進展した

かと生じた後退を示す指標とデータを適切に示しているか。また、将来に進

展するための計画も示しているか。 

 

 
4 SDGsに関するビジネス・レポーティング「ゴールとターゲットの分析」のBOX8 「チェックリスト- 報告では

何を扱うべきか？」を参考に適応ビジネスとしての考えを再整理した。 

簡潔
Concise

一貫性
Consistent

現行・最新
Current

比較可能
Comparable

簡潔な報告は、優先的に取り組
む最も重要な情報焦点を当て、
乱雑さと情報過多を避けている。

一貫性のある報告は、パフォー
マンスに関する経年の傾向の評
価を可能にする。つまり報告さ
れたデータから得られる本質的
な意味を理解し、マネジメント
することを可能とする。

現行・最新を示す報告は、過去
の出来事を示すバックミラーで
はなく、事業やインパクト、ビ
ジネス機会の可能性についての
洞察を与える有効な窓口である。

比較可能な報告は、同業者との
比較によってパフォーマンスを
評価することが可能となる。こ
れにより、企業がインパクトを
追跡・評価し、これらを経年で
改善するための意思決定を行え
るようにする。
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2）適応ビジネスの周知徹底について 

グッドプラクティス集に掲載済みの先駆的な企業であったとしても、社内外での

適応ビジネスに関した発信が重要だと考えていることが分かった。社内で、経営層

や、若手に向けた発信を行っている事例もあり、適応ビジネスの更なる周知徹底が

必要である。 

 

3) 国内自治体との連携 

本年度、大阪市及び横浜市と適応ビジネスに係るセミナーの開催やその準備につ

いて進めるなか、これら都市が市内企業の海外展開支援を行っている事例が適応

ビジネスの推進に効果的に働いていることが確認できた。それらを通じ、本年度調

査において、既に海外で活動している適応ビジネスを特定し、事例集に追加するこ

とができた。 

今回は一部の国内自治体への情報収集に留まったが、まだまだ有望適応ビジネス、

もしくはそれを実施する有望企業が国内地方自治体に埋もれていると考える。そ

のため、今後新たなビジネスを特定、海外に向けて発信することが期待される。 

 

4) ODA資金を含む既存資金スキームの活用 

適応グッドプラクティス集に掲載の企業において、最初の海外展開においてODA

資金を活用しているケースは多く、その後で民民のビジネスやベンチャーキャピ

タル等からの資金調達に成功した企業、また現地法人を設置し事業展開をはかっ

ている企業においても、現地でのニーズ確認や信頼関係の醸成等にODA支援が有

効であったとの意見があった。 

一例として、JICAではこれまでの開発途上国での事業展開を検討する企業支援と

して、BOPビジネス（貧困層が抱える課題の解決に貢献するビジネス）を主に実施

してきた。これに対し、2016年9月、JICAはSDGs達成に向けた取り組み方針を発表、

併せて2017年より、SDGs達成に貢献するビジネスを支援するための「途上国の課

題解決型ビジネス（SDGsビジネス）調査」を開始している。また、経済産業省に

おける「質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業」においても、気候

変動適応に配慮したインフラ事業等が採択されている。 

都市のレジリエンス強化に貢献するような大型適応案件の発掘・実施においては、

ODA資金や官製ファンドなどを積極的に活用すべきであると考える。JICAは例え

ば「低炭素かつ気候変動影響に対応する強靭な都市開発・インフラ投資推進」や

「気候リスクの評価と対策の強化」、「森林・自然生態系の保全管理強化」等に関

心が高い。ただし、これらの事業の場合は、一部の大企業を除いて、一社の適応技

術だけでは対応できないことがあるため、企業間の協業や、それを取りまとめる商

社やコンサルタントの役割も重要になる。 
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GCFなどの資金についても、ルール上50%を適応に活用することが決められている

ため、官民連携も通じ案件形成に努める必要がある。JICAは認証機関としての実

績がまだ少なく、ODA資金への適応ビジネスの進出は、一朝一夕で実現し得るも

のではないが、今後、官民体制によるビジネス展開が期待されるところであり、既

存資金スキームを民間企業に周知することも必要である。 
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13:30- 14:30 (60 
minutes) 
Panel Discussion 

Session B: Discussion on the method of promoting climate change 

adaptation as business opportunities in developing countries 

Panelists 

• International Renewable Energy Agency (IRENA)

• Mr. Akira Izumo, Deputy Director of Global Environment

Partnership Office (Bilateral/ Joint Credit Office), METI

• Mr. Shigeto MIZUMOTO, CSO, Challenergy Inc.

• Mr.Takeshi Ohori,Vice President, Steam Power Latin America,

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.(MHPS)

• Mr. Tetsuya SAITO, Associate Senior Staff, Nippon Koei Co., Ltd.

(1) Short keynote presentation 

• Contribution of renewable energy for the adaptation needs

(IRENA)

(2) Short presentation 

• Geothermal power and Solid Oxide Fuel cell (SOFC) (MHPS)

• Japanese companies’ technology on adaptation and renewable

energy (Nippon Koei)

• Governmental support for promoting climate change

adaptation as business activities (METI)

(3) Moderated panel discussion  
Moderator: Mr. Tetsuya SAITO, Associate Senior Staff, Nippon Koei Co., 
Ltd. 

出典：日本工営作成 

（２）セッションA（プレゼンテーション）の実施記録 

セッションAでは、日本企業による適応ビジネスの事例を紹介するとともに、民間企

業による適応ビジネスを促進するための日本政府の取組について紹介した。各プレゼ

ンテーションの概要は以下の通り。 

表 3.2  セッション Aの実施記録 

# プレゼンテーション 発表概要 

1 チャレナジー（水本氏） 日本企業による適応ビジネスの好事例として、株式会

社チャレナジーの「マグナス式 × 垂直軸型の新型風力

発電機」について紹介した。同社の垂直軸型マグナス風

力発電機は、従来の水平軸型プロペラ式と異なり、気流

中で円筒を回転時に発生する「マグナス力」で回転す

る。垂直型を採用することにより、全方位の風に対応し

て発電が可能であり、台風時でも発電する。同社は、

2014年に創業後、これまでに日本の大手企業やVCから

多くの資金を調達することに成功した。現在は、沖縄県
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石垣島に一機設置しており、フィリピン・マニラでも調

査を進めている。 

2 日本工営（齋藤） 適応に資する技術として、日本工営株式会社で開発し

た「NK-ClimVault」、及びバイオロジカル・ソイル・ク

ラスト（BSC）について紹介した。NK-ClimVaultは、無

料ポータルサイトであり、ユーザー（企業・自治体等）

が指定した国・地域において、将来的な年平均気温変化

のバイアス補正データを無料で提供している。これに

より、ユーザーは事業候補地の気候変動による影響に

ついて評価を行い、適応ビジネスの検討や事業計画策

定等に活用することが可能となる。 

BSC工法は、土壌藻類を活用した表面侵食防止工法で

ある。具体的には、土壌藻類資材の散布により、植生遷

移の最初の段階であるBSCの形成を促進させること

で、侵食防止を図ると共に、より早く自然な植生遷移を

スタートさせることが可能となる。緑化により安定を

図るような斜面において、植生の自然侵入促進工とし

て活用するができ、通常の緑化工が適用可能な環境条

件で実施可能である。どこでも在来種となる土壌藻類

種を使うことで、環境にやさしく、従来よりも安価で、

整形工なしでも適用可能な技術である。 

3 日本工営（多田） 日本政府が民間企業の適応ビジネスを促進するために

取り組んでいる「日本企業による適応グッドプラクテ

ィス事例集」や「アジア太平洋気候変動適応情報プラッ

トフォーム（AP-PLAT）」について紹介した。いずれの

取組も、既に適応を自社のビジネスとして実施してい

る企業及びその技術が掲載されており、これから適応

ビジネスを検討・実施する企業にとって参考になる情

報が多数紹介されている。 

出典：日本工営作成 

（３）セッションB（パネルディスカッション）の実施記録 

セッションBでは、民間企業による適応ビジネスを促進するための方法を探るため、

プレゼンテーションを交えながらパネルディスカッションを行った。各プレゼンテー

ションの概要と、パネルディスカッションの主な議論は以下の通り。 
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＜プレゼンテーション＞ 

表 3.3  セッション Bの実施記録（プレゼンテーション） 

# プレゼンテーション 発表概要 

1 IRENA (Ms. Elizabeth 

Press) 

IRENAは、脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネル

ギーの可能性を最大限に引き出すことを模索してい

る。一方、再生可能エネルギーは緩和に貢献することは

もちろん、適応にも資する技術である。エネルギーの安

定供給だけではなく、水の安定供給、衛生・保健分野の

改善などにもつながる。世界では30億人がいまだ電気

などの近代的なエネルギーにアクセスできておらず、

これは民間企業にとってビジネスチャンスともいえ

る。 

2 MHPS（大堀氏） MHPSのもつ技術のうち、地熱発電、水素ガスタービン

発電及び燃料電池について紹介した。同社の地熱発電

技術は、環境に優しく且つ効率的な電力供給を可能に

し、これまで複数の実績を有する。水素ガスタービン発

電と燃料電池は、脱炭素社会及び水素社会の実現に資

する技術であり、同社は今後再生可能エネルギーなど

から水素を取り出すことも目指している。水素は貯蔵

や運搬が可能であることから、エネルギーの安定供給

も期待される。 

3 日本工営（齋藤） 適応技術の事例として、ファームドゥ株式会社、積水化

学工業株式会社、AGC株式会社の3社の技術を紹介し

た。 

ファームドゥは、営農型太陽光発電「ソーラーファーム

®」を展開する。ソーラーファームは、農地に太陽光発

電システムを設置することで、農業と発電の両立によ

る農家の収入源の多様化、IoTによる気象変化に応じた

自動制御、効率的な水の活用を実現することが出来る

次世代型農法である。 

積水化学工業は、屋根置き太陽光とフィルム型リチウ

ムイオン電池による蓄電、エネルギーマネジメントシ

ステムの活用により、強靭な住宅を提供している。停電

時に電気自動車に蓄積されている電気を住宅の照明等

に利用することも可能。 

AGCは、集光型太陽光発電システムを提供する。この

技術により、災害時でも、長期的且つ安定した電力供給

を可能にする。 

4 経済産業省（出雲氏） 気候変動適応について、経済産業省は民間企業のビジ

ネスを促進するための情報提供等を実施していること

を説明し、気候変動の影響は甚大なリスクをもたらす

一方、その影響に対応するための適応分野はビジネス
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チャンスでもあることを紹介した。経済産業省が日本

企業を対象に行った調査によると、適応分野のうち、特

にエネルギー分野や農業・森林分野、交通分野、水分野

について、日本企業は適応ビジネスの可能性を探って

いることが分かった。これらの適応ビジネスは、特に、

東南アジアや東アジアで検討されている。適応ビジネ

スは大きく7分野に分類される。これらは全てSDGsと

関連するものであり、企業にとっても事業機会が多く

含まれる。経済産業省は、これらの事業機会を活用する

ため、民間企業が自社ビジネスとして取り組めるよう、

今後もグッドプラクティス事例やJETRO等が提供する

資金スキームの紹介等を積極的に行う。 
出典：日本工営作成 

＜パネルディスカッション＞ 

1. What is effect of the renewable energy for climate change adaptation, especially for the

developing countries?

表 3.4  セッション Bの実施記録（パネルディスカッション（１）） 

Panelist Answer 

IRENA It provides new business opportunities on not only power generation but 

also whole industrial or other process flow, such as agricultural food chain. 

Challenergy It serves as disaster risk prevention and reduction. 

MHPS MHPS is pursuing measures to address climate change, such as by 

providing power plants with low environmental impact, Geothermal Power 

Station, Hydrogen Gas Turbine and SOFC. 

SEKISUI 

Chemical 

Even if the initial cost is expensive, installing renewable energy will 

provide good effect for developing countries in the long term. 
出典：日本工営作成 

2. What are the difficulties/obstacles for private sector to promote renewable energy projects

for the adaptation as their business?

表 3.5  セッション Bの実施記録（パネルディスカッション（２）） 

Panelist Answer 

Challenergy The area which needs the adaptation technologies are not in the populated 

area. 
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MHPS The cost effectiveness evaluation may cause a loss of real purpose of giving 

solutions, especially for the opportunities, in which MHPS just after 

finishing a pilot plant. 

SEKISUI 

Chemical 

Cost and supply in the adaptation market 

出典：日本工営作成 

3. What kind of policies will enable to promote the adaptation activities for the private sector

表 3.6  セッション Bの実施記録（パネルディスカッション（３）） 

Panelist Answer 

IRENA NDCs can be the tools for not only energy sector but also cross-sectoral 

sector. 

METI Raising awareness about the adaptation as a business opportunity. 

Challenergy There is a need for the policy which enables the private to couple the 

different sectors. 

MHPS The definitive mind toward “customer satisfaction” for giving solutions, 

and its continuity.  

SEKISUI 

Chemical 

It is necessary to think climate risk as business opportunities. 

出典：日本工営作成 

4. How can we visualize the impact of adaptation activities in consideration to its wide range

of contribution to SDGs?

表 3.7  セッション Bの実施記録（パネルディスカッション（４）） 

Panelist Answer 

IRENA To show how huge the market size of adaptation business is. 

METI By linking with SDGs, we demonstrate that the private companies are 

capable and ready to address the global goals. 

Challenergy To categorize the activities corresponding to each items of SDGs. 

MHPS MHPS is giving a significant effort to visualize contribution to SDGs in 

web site or in an annual SDG report as MHI group etc., to share it with all 

the stake holders. 

SEKISUI 

Chemical 

We try to evaluate impact from financial scale, probability and timing. We 

think TCFD will be a potentially effective tool.  
出典：日本工営作成 

（４）現地における個別相談 

参加者のうち、ケニアのNGOスタッフよりコメントがあった。彼らはケニアで200万

人以上の農家と活動しており、ケニアの農業技術の向上や農家の収入安定化を目指し、

本企業の技術を活用したいと考えているが、誰と話をすれば良いかアドバイスが欲し
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いとの要望が挙げられた。関係する企業とのマッチングを行うとともに、環境省が現

地で開催するJCMセミナー等の情報を共有した。今後も定期的に連絡を試みることと

した。 

（５）COP情報のフィードバック 

COP参加時には、適応に関する他イベントへの参加を行い、収集した情報については、

3.2.1で実施した国内のセミナーで最新情報として共有した。 

特に、UNFCCCが適応の議論を始めて25年経った進捗、資金需要とそれに対するアク

ションについての議論について説明し、特に会場で各国代表団が触れていた１）ジェ

ンダーおよび２）先住民への配慮、そして３）技術移転が今後の適応ビジネスを発展

させるために重要であることを共有した。 

また、サイドイベントを中心とした議論において、以下が重要であるとされたことも

提示した。 

- 非連続的なイノベーション 

- 技術の低価格化 

- 現地ニーズに合わせた技術のパッケージ化 

- 成功事例を作ること 

- 適応ビジネスの効果を見える化することによる資金調達 

3.2 国内発信 

3.2.1 大阪市における適応ビジネスセミナーの開催 

気候変動適応分野が企業にとって事業機会であることを本邦企業に啓発することを

目的として、12月26日（木）13:00～17:00に大阪市において国内セミナーを開催した。 

セミナーでは、2019年12月2日～15日にかけてスペイン・マドリードで開催された

COP25における適応に関する議論の最新情報に加え、気候変動適応をビジネス機会と

捉えて製品やサービスを海外で展開している企業より、適応ビジネスの先行事例の紹

介を行った。開催概要は以下の通り。 

日時 ：2019年12月26日（木） 13:00～17:00 

場所 ：大阪市環境局ルシアス庁舎12階 第1会議室 

主催 ：経済産業省、日本工営株式会社 

協力 ：大阪市 

参加者：自治体及び民間企業 約20名 
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トーケミによる事例紹介 日本工営による発表 

3.2.2 横浜市における適応ビジネスセミナーの開催（中止） 

大阪市で開催した適応ビジネスセミナーに引き続き、気候変動適応分野が企業にとっ

て事業機会であることを企業に啓発することを目的として、横浜市において適応ビジ

ネスセミナーの開催を計画した。本セミナーは、横浜市との協調により、同市が推進

する「横浜の資源・技術を活用した公民連携による国際技術協力（Y-PORT事業）」

の活動の一環であるY-PORTワークショップも兼ねて開催することを予定していた。 

しかし、日本国内における新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、経済産業省（地

球環境連携室）と協議した結果、開催を中止することとなった。 

予定していたセミナーの概要を以下に示す。 

日時 ：2020年3月6日（金）14:00～16:00 

場所 ：横浜市 国際協力センター6階共用会議室 

主催 ：経済産業省、横浜市、日本工営株式会社 

参加者：自治体及び民間企業等 20～30名程度（以下参照） 

➢ 経済産業省地球環境連携室 

➢ 経済産業省調査受託者（日本工営㈱） 

➢ 横浜市国際局、温暖化対策統括本部、環境創造局、道路局 

➢ Y-PORT 気候変動適応に係る案件形成を進めている Y-PORT 関連企業（以

下企業を想定） 

㈱JVC ケンウッド、日本電気㈱、㈱マクニカ、㈱ユニメーション、㈱横

浜カナサシテクノサービス他 

➢ YUSA 会員企業 
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パッションフルーツの育成と共に、日陰

を設け、京都の町屋の構造を利用し、自

然の風を通り易くすること良い技術と

思う。こちらにつき、何故、パッション

フルーツを選んだのか。また、実際に導

入している事例はあるのか。 

鈴田峠農園： 

本アイデアにつき、パッションフルーツ

を採用したのは、病害虫に強いこと、そ

して多年草であることがポイントとな

り、採用した。また、本技術は長崎県の

道の駅、東京の一部幼稚園で実際に導入

している。 
出典：日本工営作成 

 

  
大阪府・長町氏 経済産業省・出雲氏 
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第 4 章 課題と今後の提案 

4.1 課題 

本年度調査においては、適応ビジネス機会の創出を双方向にするために、国内外で適

応ビジネスについて先駆的企業や国際動向を発信すること、日系企業が多く進出して

いるインドネシア、ベトナム、ミャンマーにて収集した適応ニーズに関する情報をフ

ィードバックすることを計画した。しかしながら、新型コロナウィルスの影響で、こ

れら情報をフィードバックするためのセミナーについては大阪市の一回しか開くこ

とが出来なかった。 

一方で本調査の実施に当たり横浜市や各企業との面談を重ねたが、適応についてどの

ようなことが実施できるか、どのような支援があるか、どのようなニーズがあるか、

という情報について各関係者から共有していきたいという意見が聞かれ、このような

セミナーを開くことが出来れば有効であったと考えている。 

見える化についてはSDGs指標を活用し一社での試行を行った。その一方で、適応ビ

ジネスを実施している主体は規模も業態も、また適応ビジネスへの取り組み方も様々

であるところ、汎用的に使用できる方法は非常に一般的なものになってしまう点でバ

ランス感覚が不可欠であると考える。今後適用事例を増やし、今回の見える化の方法

についてもブラッシュアップしていくべきと考える。なお適応ビジネスの見える化、

評価にについて関心を持っている企業が複数あることも確認できた。 

4.2 今後の提案 

１）本年に続き民間企業が有する技術と適応ビジネスの貢献度の見える化、情報の共

有については引きつづき進めるべきと考えている。 

２）現地ニーズについて、今回の調査を通じ概要は理解できたものの、一方で、民間

ベースの適応ビジネスはあまり進んでいないため、具体の事例の情報収集は難しかっ

た。今後、現地のニーズと本邦技術のマッチングを具体的に進め、ビジネス化してい

く支援が望まれると考える。特に適応計画を作成し実施している先方政府の関係者を

交えて情報交換することが有効と考える。 

３）発信については、COPの場に加えて、適応ニーズのある国での環境関連の展示会

に、適応ビジネス関連技術のブースを出すことが考えられる。東南アジアの大都市や、

島しょ部は適応ニーズが高いと考えている。その他に、ベトナム、ミャンマー、タイ

で実施されているジャパン環境ウィークや、アフリカ開発会議（TICAD）なども有効

ではないかと考えている。 

４）上記ブース等では、個社が進めている適応ビジネスについてプレゼンすることに

加え、テーマを設定し、例えば都市のレジリエンス向上のために複数社が取り組める

事例を検討し、本邦適応関連技術をパッケージとして見せていくこと、またはセクタ

ー別（例：化学工業）に様々な企業がプレゼンを行うことが有効でないかと考える。 
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５）自治体からも適応ビジネスについて引き続き支援を考えたいとの声がある。近年

適応は本邦自治体にとっても重要な課題であり知見、経験を蓄積していることから、

本邦自治体が海外都市と協力して、適応活動を日本企業と協調し行うことについて経

済産業省が支援することを提案したい。２）で挙げている現地での発信についても、

大阪市はベトナムホーチミン市と定期的に政策対話を実施しており、今後タイのEEC

（東部経済回廊）との連携も進めていく計画を持っている。横浜市はベトナムダナン

市やセブに定期的に官民ミッションを派遣している。その他にも川崎市、富山市、北

九州市、広島県などは海外都市との協力に積極的である。 



令和元年度地球温暖化問題等対策調査(途上国における適応分野の我が国企業の貢献可視化事業) 

添付資料 

1. 日本企業による適応グッドプラクティス事例集・・・・・・・・・・添付-1

2. COP25サイドイベント発表資料

2.1. 適応ビジネス事例紹介（株式会社チャレナジー）・・・・・・・・・・・・添付 -80

2.2. 適応ビジネス事例紹介（日本工営株式会社）・・・・・・・・・・・・・・添付 -91

2.3. グッドプラクティス事例集及び AP-PLATの紹介（日本工営株式会社）・・・添付-98

2.4. ビジネスとしての適応への取組（IRENA）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付-102

2.5. 適応ビジネス事例紹介（三菱日立パワーシステムズ株式会社）・・・・・・・添付-105

2.6. 日本企業による適応ビジネス・技術紹介（日本工営株式会社）・・・・・・・・添付-109

2.7. 適応ビジネスに係る我が国の取組紹介（経済産業省）・・・・・・・・・・・・・・・添付-113

3. 途上国における適応ニーズ調査の概要

3.1. ベトナムの調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付-116

3.2. インドネシアの調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付-123

3.3. ミャンマーの調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付-132

4. 国内セミナー発表資料

4.1. 適応ビジネスに係る我が国の取組（経済産業省）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付-139

4.2. 企業の海外進出支援に関する大阪市の取組（大阪市）・・・・・・・・・・・・・添付-143

4.3. COP25 におけるイベント開催報告（日本工営株式会社）・・・・・・・・・・・・・添付-146

4.4. 適応ビジネス事例紹介①（阪神動力機械株式会社）・・・・・・・・・・・・・・・・添付-150

4.5. 適応ビジネス事例紹介②（株式会社気象工学研究所）・・・・・・・・・・・・添付-159

4.6. 適応ビジネス事例紹介③（株式会社トーケミ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付-167

4.7. 日本企業による適応ビジネス及び技術紹介（日本工営株式会社）・・・・・添付-171

4.8. 適応ビジネスの検討方法と効果の見える化（日本工営株式会社）・・・・添付-178



日本企業による
適応グッドプラクティス事例集

2020年3月

添付-1

























【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 実現可能性調査の実施において関係を構築した現地の建設コンサルタント会社の支援が、ベトナ
ム電力総公社（EVN）からの受注に結実した。

• ベトナムにおいても防災・減災に対する需要は着実に増加している。
• 今後は、引き続き防災・減災についての啓発活動と技術者育成を長期的に継続することに注力す
るとともに、商慣習の違いによるリスク管理等の課題に対応するため、日系企業からの受注及び人
材教育や技術指導のアウトソーシング需要への対応を軸に事業展開を図る。

【製品・技術】
斜面における防災・減災の既往技術をハードとソフト両面でリメイクし、ベトナムで継続的・持続的に運
用可能なものとした。
観測システム：調査・測量技術、斜面災害等の予測技術、各種解析技術、斜面災害等の予測技
術、AHP（階層分析法）を用いた斜面災害発生危険度評価技術
早期警戒システム：各種計測機器を用いた土砂災害の避難警戒システム対策工法の設計技術
防災・減災技術のパッケージ化：上記技術と提携する中日本航空株式会社のヘリレーザー測量、衛
星画像処理等の地形解析技術やこれらを総合管理するGIS（地理情報システム）技術と組み合わ
せてパッケージ化

【実施企業の紹介】
1943年、日本における地質調査のパイオニアとして創業。物理探査技術、現場計測技術をベース
に、現場主義に基づいて調査・解析・報告・コンサルティングをワンパッケージで行う。「地球を診る
（Earth Doctor)」をスローガンに、地表から地中、河川、海洋まで地球の全領域を事業対象とし、
症状の診断、コンサルティングを行い、安全で豊かな社会づくりを目指している。海外では、地質コンサ
ルタントとして海洋・エネルギー、地盤・物理探査、防災、環境調査などの分野で事業を行っている。
ベトナムを中心に、斜面防災のほか、地盤調査、自然環境評価を行っている。
http://www.kge.co.jp/

▲地すべり対策緊急調査及び地すべり観測機器設置の様子 ▲地すべりハザードマップの作成例
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 世界共通の課題である「食料・水・環境」分野において、長年にわたって築いたブランド力と地域社
会との密接なネットワークで市場開拓を図っている。

• ミャンマーでは、古くから工業化に向けた支援を行っている。水環境分野でもキャパシティビルディング
活動を継続して行い、技術者の育成や支援にも取り組んでいる。

【実施企業の紹介】
1890年創業。日本最大の農業機械メーカー。小型建設機械、産業用小型エンジン、パイプ関連製
品、環境関連プラントなどを手がける。「事業を通じた社会貢献」を経営理念に、農業機械による食料
増産と省力化など、社会に必要な製品・技術・サービスを提供。「For Earth, For Life」を提唱し、世
界共通のテーマであるSDGsを羅針盤としながら、食料（農業の効率化）・水（水インフラの整備）・
環境（社会基盤の整備）の各分野における課題を世界規模で解決し、豊かな暮らしと社会の発展を
支えることを目指している。水環境分野においては、機器・プラント機器単体からIoTによる設備診断
等のシステム・アフターサービスまで含めたトータルソリューションサービスの提供を通じた課題解決を見据
えている。
http://www.kubota.co.jp/

＜プロジェクト例（続き）＞
タイ：洪水から産業とコミュニティを守った排水ポンプ
2011年、チャオプラヤ川流域で発生した大洪水において、
独立行政法人国際協力機構（JICA）による国際緊
急援助隊が編成された。現地に緊急派遣されたクボタの
排水ポンプ車は、25mプールを10分で空にできる性能を
持ち、従来品に比べて95％以上の軽量化を実現。現地
では、クボタの運転指導員も協力し、タイ各地での排水
活動に貢献した。

ベトナム：クリーンな水を実現する浄化槽
多くの途上国では、急激な都市化に下水道整備が追い付
かず、衛生環境の悪化が深刻な問題となっている。クボタは
オンサイトで生活排水処理が可能な浄化槽を用いて途上国
の衛生環境向上及び都市インフラの強靭化に貢献している。

ミャンマー：ミャンマー初の経済特区を水トータルソリューションで
環境配慮型に
60年以上前から農業機械や灌漑ポンプを輸出してきたミャンマーで、
同国初となる経済特区の上下水処理や取水、給配水設備の建
設を担当。経済特区の周辺環境との調和とミャンマーの持続可能
な経済発展に大きく寄与している。

▲国際緊急援助隊による排水作業

▲病院に設置された浄化槽

▲ティラワ工業団地ゾーンA
に施工した浄水場
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
現地のニーズ及び環境に配慮した護岸建設工事を行った結果、質の高いインフラが整備された。今後
は、コスト競争力の強化と技術面における差別化を重視し、さらなる展開を図る。

【製品・技術】
• 石や消波ブロックを積み上げて建設する捨石式傾斜埋立護岸。
• コンクリートのブロックやケーソン（防波堤などの水中構造物や地下構造物を構築する際に用いられる
コンクリート製または鋼製の大型の箱）を用いた直立壁護岸、他。

モルディブ政府が整備した従来工法による護岸は、珊瑚塊を積み上げ、表層をモルタルで仕上げたもの
であり、波圧により崩壊しやすいものであった。このことから、上記のような技術を適用し、長期間使用でき
る堅固な護岸を建設し、防災機能の強化と護岸の維持管理費の低減を図った。

【実施企業の紹介】
創業1873年、スーパーゼネコン5社の一角をなす。超高層ビルや空港、ダム、橋梁、トンネルなど大規
模な建築土木建設工事を得意とする。早くから海外にも進出し、技術力とグループ力に強みを持つ。
ドバイ沖合に造られた人工島の「パームアイランド」の海底トンネル工事においては、斬新な提案が評価
され、欧米の競合を退けて受注に至り、また同社が実施した環境対策（工事の影響を受ける魚を一
旦捕獲し放流する活動、海草藻場の再生事業など）は地元でも高い評価を受けた。大成建設は
「人がいきいきとする環境を創造する」というグループ理念のもと、自然との調和の中で、建設事業を中
核とした企業活動を通じて良質な社会資本の形成に取り組んでいる。持続可能な環境配慮型社会
の実現を、重要なESG課題と位置づけている。
http://www.taisei.co.jp/

▲工事初期段階のマレ島の鳥瞰図 ▲護岸のイメージ
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
フィリピンで事業化を推進するにあたり、ユニメーションシステムの河川水位警報ユニットの設置のみならず、
他社（今回の場合はラジオ無線を得意とする企業）と協力することで、現地ニーズに対してより効果的
なソリューションを提案することが可能となった。途上国でビジネスする際には、複数の製品及び技術の組
み合わせによる課題解決が求められることが多いため、自社のみならず他社との協力は有効である。
途上国では防災ニーズが高まる一方、コスト面で装置の導入が困難なケースも多い。ユニメーションシス
テムの防災機器は、他社の防災機器と比較すると導入費用や保守管理費用が安価ではあるものの、
今後更に東南アジアで販路を拡大するためには、現地生産による安価なモデルの開発が不可欠である。

【製品・技術】
河川水位警報ユニット
河川などの水位をリアルタイムに監視し、基準の水位（６段階の水位を設定可能）に達した場合や
急激な増水をセンサーが検知すると、即時に回転灯及び警報音、音声などで周囲に注意を喚起する
とともに、登録先にメールで通知する。河川やトンネル等の設置場所で独自に警報を発することから、
警報までのリードタイムが劇的に短縮できる。また、サーバが不要であり、他の警報ユニットと比較して低
価格化が可能である。

冠水警報ユニット

上記製品を設置することによって、洪水の警報や避難通知が発せられ、より人的被害の最小化に努め
ることが可能となる。また、設置後のメンテナンスについても機器の外側を清掃するだけであり、大規模
なシステムに比べて比較的安価に防災システムの構築が可能となる。

【実施企業の紹介】
ユニメーションシステム（本社:横浜市）は、1979年の創業以来、防災機器の専門企業として水位
警報装置の開発、製造、販売のほか、水位警報関連ウェブサイトの開発および管理サービスを提供し
ている。日本国内を中心に、河川水位警報ユニット、冠水警報システム、冠水警報用センサー、超音
波センサーなどを製造・販売し、地域の防災及び減災に貢献している。

https://www.unimation.co.jp/index.html

道路脇などのわずかなスペースに設置するために特化したセンサーを持
つ水位警報装置。アンダーパスやエレベーターピット、排水溝など、雨水
の溜まりやすい場所での迅速な注意喚起を実現する。災害により万が
一、通信システムが不通となった場合でも現地水位の状況により増水
を感知し、表示板、回転灯、ブザーは起動するため、通行者、車両は
確実に警報を認識することができる。

▲冠水警報ユニット

▲警報ユニットを設置する様子（イロイロ市） ▲設置された警報ユニット（イロイロ市）
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 長期間にわたる現地政府機関との緊密な連携のもと、現地の環境及び仕様に合わせたシステム開
発及びコストの低減を経て、導入に至った。

• 今後は離島等のディーゼルグリッド600か所へのオングリッド型ハイブリッド発電制御システムを逐次
導入していくため、BPPTを介してSNI（Indonesian National Standard）の認証を得るとと
もに、所管官庁であるエネルギー鉱物資源省に導入計画の働き掛けを行う。

• インドネシア他島での再生可能エネルギー主体のオフグリッド型発電制御システム事業の展開を視
野に入れ、無電化地域や特定用途向けの独立電源に対応したシステムの導入も目指す。

【製品・技術】
再生可能エネルギー発電と蓄電技術を遠隔制御するEMSを導入し、自律的に一定時間・一定量の
電力安定供給を行う。また、発電量や気象データを蓄積し、O&M（運用・保守）の手法も確立する。
蓄電システム：鉛蓄電池を採用。鉛蓄電池はコストが安い反面、リチウムイオン蓄電池と比べて寿命
が半分以下と短いが、蓄電池の充放電を制御することにより寿命を2倍以上に延ばすことが可能な鉛
蓄電池制御システムを開発。
EMSサブシステム：天候パターンによる適切な容量の予測、及び現地での稼働実績によるシステム劣
化診断・故障検知の機能を搭載し、EMS本体と連携・協調して、安定・持続的な施設の稼働をサ
ポート。施設コストやランニングコストの低減にも寄与する。

【実施企業の紹介】
1944年創立。1964年には同業他社に先駆け、空調管設備工事に進出したことを皮切りに、環境・
情報通信・リニューアルなど、これまで経営多角化を積極的に推進。エコ事業を配電・電気・空調に続
く第4の事業の柱と捉え、従来の風力や太陽光発電事業を推進するほか、自社の省エネ技術を結集
した事業を展開。2015年7月にハウステンボス・技術センターと長崎県佐世保市のハウステンボス別
荘エリア内において太陽光と風力を用いた発電システムを建設し、効率的なエネルギー需給を制御す
るEMSを開発。2016年2月より九州電力送電線を切り離し、別荘地エリア内で発生する電力負荷
の一部を当該システムにより再生可能エネルギーの安定電力で賄っている。
http://www.kyudenko.co.jp/

▲インドネシア・スンバ島実証実験施設
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• マグナス風車は、基幹送電網に接続していない、電力供給が困難な離島や山間部等の遠隔地用
発電として、広い発電可能風速や低い故障率が従来の風力・太陽光発電機とのスペック差別化要
素となっているが、製品価格がこれら従来型発電機より高いため、ライフサイクル・コストの優位性の見
える化が課題。

• 海外では災害関連サービスへの公的資金投入は難しいことが多いため、電力と通信サービスをパッ
ケージ化して、付加価値の差別化を図るマーケティングを行う。

【製品・技術】
垂直軸型マグナス風力発電機（チャレナジー）：欧州を中心に普及した従来の「水平軸型プロペラ
式」と異なり、気流中で円筒を回転時に発生する「マグナス力」で回転する。微風でも起動し台風でも
暴走しない発電可能風速が広く、垂直軸を採用することで全方位の風に対応して発電が可能である。
強風や乱流でも発電可能なマグナス風車は、プロペラ風車と比べ故障率が低く、設備稼働率を向上
できる。
衛星通信技術（スカパーJSAT）：広域性と同報性からデジタルデバイド地域への通信インフラとして、
またその柔軟性と耐災害性から被災地域の通信サービスとして、広く活用されている。導入されたマグ
ナス風車の稼働状況及び保守・メンテナンスのタイミングを衛星通信を用いてリアルタイムで把握するア
フターサービス網を構築する。

【実施企業の紹介】
2014年に、「風力発電にイノベーションを起こし、全人類に安心安全な電力を供給する」をビジョンに
掲げ創業したエネルギースタートアップ企業。台風などの強風時にも発電可能なプロペラのない「垂直
軸型マグナス風力発電機」の開発を推進。 2018年6月には経済産業省によるベンチャー支援プログ
ラム「J-Startup」に選出された。 2018・19年にはCOP24・25と2年連続でジャパンパビリオンに出
展、2019年に軽井沢で開催されたG20エネルギー・環境大臣会議でも展示を行い、適応及び緩和
策に貢献する日本発のイノベーション技術として紹介された。2019年4月には第一生命保険株式会
社からESG投資の一つとして出資を受けた。2020年に10kW量産機の販売を開始する。
https://challenergy.com/

▲垂直軸型マグナス風力発電機
10kW試験機（沖縄県石垣市）
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
今後も現地で、一括販売が可能なプログラムを展開している国際機関やNGO等の現地パートナーと
の連携を念頭に、公的資金スキームとの連携も視野に入れ、普及展開を図る。

【製品・技術】
以下の技術を展開している。
• 無電化地域のニーズに合わせて開発し、明るさを向上させ、低所得層にも手ごろな価格を実現した
ソーラーLEDライト（ソーラーランタン）

• ニッケル水素電池を使用し、電池の寿命が5年間に及び、スマートフォンは3台、携帯電話は7台まで
充電が可能なソーラーストレージ（LED照明付き小型蓄電システム）

• 約3kWの発電が可能な太陽光独立電源パッケージの「パワーサプライコンテナ」

【実施企業の紹介】
1918年に松下幸之助が大阪で創業。世界中に、誰もが気軽に電気が使える暮らしをひろげることを
使命とし、さまざまな取り組みをすすめている。自社の製品・サービス・ソリューションによる気候変動の影
響を低減する適応の取り組みを推進しており、本事業のようなCSR活動を通じた事業の拡大支援を、
「事業を通じて社会の発展に貢献する」という創業当初より掲げる経営理念に基づき実施している。
ソーラーランタンで2013年度グッドデザイン賞、IAUDアウォード2013ソーシャルデザイン部門銀賞、
2014iFプロダクトデザイン賞を受賞。ソーラーストレージで2015年度グッドデザイン賞を受賞。
https://www.panasonic.com/jp/home.html

▲ソーラーストレージ ▲住民の生活にもたらされた明かり（エチオピア）
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 農業大国ブラジルでは、肥料使用が慣習化しコプロを肥料として販売できる十分な国内需要があっ
たこと、現地に根付いたビジネス展開を行ったことで単なる資源循環を超え生産物、副産物、雇用、
消費、生活等様々な角度から地域全体にメリットを生むシステムとなったことがバイオサイクルの定着
に貢献した。

• 同社は、「再生可能なエネルギーの利用比率15％以上」を目標に掲げており、発酵原料の非可食
部等を使用したバイオマス燃料の生産等、バイオサイクルのエネルギー部門への拡大を推進している。

【製品・技術】
バイオサイクル：農作物から低資源利用発酵技術でアミノ酸を取り出した後に残る栄養豊富な副生
物（コプロ）を、肥料や飼料として地域内で99%有効利用する地域循環の仕組み。ブラジルでは、
製糖工場から購入した糖蜜からアミノ酸を生産する過程で生じたコプロを有機肥料に加工してサトウキ
ビやブドウ畑に還元、サトウキビやブドウが再び生育し資源循環のサイクルが繰り返されている。2016
年からはコーヒー農園への適用強化をしている。
低資源利用発酵技術：先端バイオ技術を活用し糖等の原料の利用量や排水量を削減する低資源
の循環発酵技術。

【実施企業の紹介】
1909年創業のグローバル食品メーカー。調味料・加工食品のほか、アミノ酸を起点とし先端・バイオ
ファイン技術を軸として、飼料・医薬・化成品に事業領域を拡大している。アジア、欧州、米州など9か
国18工場における発酵生産するアミノ酸の生産規模は世界最大級。1960年代より世界各地で「バ
イオサイクル」を導入するなど、持続可能な、自然資本の回復・増強型の生産、サプライ／バリュー
チェーンの構築を推進している。「バイオサイクル」は、味の素グループの環境長期ビジョンの中核となる
「食資源と生物多様性」貢献事業として位置づけられている。2016年にエコプロダクツ大賞農林水産
大臣賞を受賞。2004年より「FTSE4GOOD」、2014年より「DJサステナビリティ指数」に継続的に選
定されている。
https://www.ajinomoto.com/

▲ブラジルのブドウ農家 ▲ブラジルのコーヒー農園
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 新技術の導入では必ず実績を求められることから、JICAの普及・実証事業を通じて現地政府と関
係を構築し、技術的・経済的優位性を実証したことが、その後のスリランカ政府予算で導入につな
がった。

• 初期プラントの導入においては、日本の施工業者が、現地への技術指導を行い、また生ゴミの分別
指導において川崎市の協力を得るなど、様々なパートナーとの関係構築を通して現地側にキャパシ
ティビルディングを行い、生ゴミの再資源化サプライチェーンの構築を実現した。

• コンポストプラントの運営により女性の雇用が増え、女性の貧困問題の解決にも貢献していることが、
現地に受けいれられている。

• 中長期的には、アジアへの事業展開を計画している。

【製品・技術】
コンポストプラント「RA-X」：スクリュー型自動撹拌装置で、有機性廃棄物を撹拌して空気を均一に
通して、持続的に高温好気性発酵させて良質のコンポスト（堆肥）を効率的に製造する。維持管理
が容易で費用も安い。
「BX-1」：米ぬかを主原料とする汚泥や糞尿を無臭堆肥化する有効微生物飼料。堆肥の発酵を促
進するとともに発酵中の悪臭を抑制する。
「RA-X」と「BX-1」はともにカワシマの独自技術であり、「RA－X」は特許（特許番号：3607252）
を取得している。また、両技術を利用したプロジェクトが2011年にクリーン開発メカニズム（CDM）プ
ロジェクトとして登録された。

【実施企業の紹介】
1987年創業、2000年にコンポストプラント「RA-X」を開発し、その製造販売を行っている。循環型
社会を目指して、地球にやさしい技術をご提供することをミッションとしている。
http://www.kawashima.jp/

▲スクリュー型コンポストプラント「RA-X」 ▲コンポストを利用して栽培された野菜
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 事前調査を実施し農家と密なコミュニケーションをとった上で地域にあった農作物と栽培技術を選定し、
丁寧な栽培指導を通して高品質化を図ることにより、農家の収入増加に貢献している。

• 影響力のある農家と連携し波及効果を狙う。
• 生産においては、発酵や完熟の度合いを判定する定量的指標を構築するため、民間企業や研究機
関との協力を模索している。

• 通常は廃棄するコーヒー豆の果肉部分を乾燥した「カスカラ」のシロップ等の商品化に成功、商品の多
様化を図っている。

• 販売網構築においては、国内事業で培った生産地や生産者の「ストーリー」で購入者の共感を喚起
することで、高付加価値型商品として継続購入を促す関係性を構築。

【製品・技術】
生産技術：有機農法、アグロフォレストリ
現地農家の技術・知識水準を把握し、地域による土壌環境、気候条件の違いを考慮し、生産者との
コミュニケーションを密にとりながら、地域資源の有効活用、多品種への適用可能性といった観点で選
定した汎用性の高い日本の栽培技術を移転する。
例：アグロフォレスト管理（降水パターンの変化や気温変化に対応する剪定方法やシェードづくり）、
病虫害対策、土壌の保水性・生産性を高める施肥に関する技術指導、新規農地整備など。
販売システム：“Farm to Table”
農産品を環境プレミアム商品として打ち出し、日本に輸出するとともに、日本事業をモデルに現地でも
高所得層をターゲットに野菜の流通・販売も展開。「生産地や生産者のストーリー」を消費者に丁寧に
伝えることで継続的な購入を促す関係性を構築し、安定的な売上の実現を目指している。

【実施企業の紹介】
2009年に「百年先も続く、農業を。」をテーマに掲げて創業した野菜提案企業。新規就農者とバイ
ヤーのマッチングによる販路拡大を行う。「持続可能な農業の拡大」という理念を明確に訴求すること
で、賛同する農家、飲食店、小売店を組織化し急成長を遂げている。国内200軒の提携農家の生
産野菜の通販・卸売・直販事業とともに農業技術の支援事業を行い、2012年のウガンダを皮切り
に、途上国事業も展開。2015年の第一期「T-VENTURE PROGRAM」の審査員特別賞等の受
賞実績を有する。2018年には経済産業省の地域未来牽引企業に選定。
https://www.on-the-slope.com/

▲森の中のコーヒー園 ▲生活に密着した栽培の様子 ▲現地農民の指導風景

添付-35





【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 現地での栽培/収穫は順調に行う流れができつつあるが、加工/製品化は技術協力が必要な為、
浅野撚糸㈱（http://asanen.co.jp/）で紡績糸を試作し、㈱パール・スティックで不織布を試作。
地元企業の協力を得て、岐阜県からSDGs貢献の未来へと紡いでいくことを目指す。

• 2020年内に雑貨販売を開始、2022年の事業化を目指し、加工・製品開発・栽培用地拡大・
現地政府との連携等に取り組む予定。

【製品・技術】
アグロフォレストリ：農作物をつくりながら植林し森を育てるという手法。木の根が土壌流出を防ぐだけで
はなく、木の落葉による栄養の循環サイクルが生まれ、結果として収穫量の増加につながる。洪水抑制
効果と事業性を両立する。
オーガニック製品（有機土壌改良技術・自然染色技術）：コンソーシアム採用の有機土壌改良技
術を用いて農業生産性を向上。また、伝統的なクメール伝統織物の技術の高度な天然染色技術を
導入することで、オーガニック衣料品の品質面での競争優位性を確保。
社会環境価値のブランディングと循環型ビジネスモデル：製品に社会的価値を付加して日本で販売、
収益を植林に投入する。

【実施企業の紹介】
1984年に岐阜県のアパレル製造・販売企業サンラリーグループのティーンズ事業部を担う中核企業と
して分社化。「ファッションビジネスを通じたSDGsへの貢献」を中期計画における戦略テーマとして掲げ、
イオンやしまむらといった大手アパレル関連流通企業を通じ全国に広がる流通網を活用したSDGsの貢
献に取り組んでいる。特に「消費者の健康促進」と、「気候変動適応対策」を重点領域として設定して
いる。
http://www.sunrallygroup.co.jp/group/sunford/

▲テスト販売した「みんなでみらいを」ブランドのTシャツ▲収穫した綿から種を取り除く作業

▲収穫した綿を浅野撚糸（岐阜県）で紡績 ▲パール・スティック（岐阜県）で試作した不織布
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
生産者、チョコレート加工者、消費者全てが価値を見いだせるバリューチェーンの構築が課題である。
下記に示すトリプルWinを実現することにより、さらなる展開を図っていく。
(1)農家は高品質なカカオの栽培技術の習得と所得の向上を図ることができる
(2)チョコレート加工者（Dari K）は高品質なカカオ豆の確保を達成できる
(3)消費者は「寄付」をするのではなく本当に質の良いものへ対価を払う

【製品・技術】
インドネシア産カカオ豆の直接輸入と最終商品のチョコレート製造・販売：
インドネシアでは、元来、美味しいチョコレートをつくるのに不可欠な「発酵」という工程を行わずにカカオ豆
を出荷していた。日本の市場が求める品質のカカオをインドネシアで生産していくため、まずは現地のカカオ
農家に発酵の必要性について啓発活動を実施。続いて実際に発酵技術を指導し、さらには発酵させた
高品質なカカオ豆を直接買い取ることで彼らの収入環境の改善に取り組む。同時にインドネシア産カカオ
豆が持つ「発酵していない低品質」なイメージを払拭し、高品質なカカオ豆として世間の認知度を向上さ
せるため、自ら輸入し、そのカカオでチョコレートを製造・販売している。カカオ豆の選別作業のため現地女
性の積極的な雇用・6次産業化の推進などにも力を入れている。カカオ殻を利用したバイオガスによる発
電にも挑戦している。

【実施企業の紹介】
2011年3月設立。チョコレート等、カカオ関連商品の製造・販売並びにカカオ豆の輸入・卸売事業を
展開する。2016年4月に京都市により「これからの1000年を紡ぐ企業」に、同年5月に経済産業省
により「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に採択・表彰された。2017年5月、金沢工業大学
及び一般社団法人BoP Global Network JapanによりSDGsビジネスアワード2017「エンゲージメ
ント賞」を受賞。
http://www.dari-k.com/

▲現地スタッフと品質の確認する吉野社長

▶カカオの成長の様子
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
技術の簡易性と拡張性に基づく、以下の要因が成功への鍵となる。
• 水と電源が確保できれば導入可能な技術であり、水耕栽培と比較して水、肥料、電気、重油、労
務費を大幅に抑制でき低コスト・高収益の農業が可能となる。

• 事業環境を問わず世界中が市場となり得る。
• 浄水が必要だが、水消費量が少ないため、浄化装置とのセット導入でも収益性を保つことが可能。

【製品・技術】
アイメック®：医療用に開発した膜およびハイドロゲル技術を農業に応用した、安全、高栄養価の農産
物を生産する持続的農業技術。高分子フィルム上で果栽類・葉物など様々な農作物の栽培が可能。
2018年3月に国際連合工業開発機関（UNIDO）東京事務所の環境技術データベースに「持続
可能なフィルム農法」として新規登録。
• 土のいらない農法：フィルムのナノサイズの孔を通して作物の根が水と養分のみを通すため、作物の
病原菌・ウィルス感染による病気が予防され水のロスも抑制。

• 高保水性：フィルムは水をたっぷりと含みながら表面は乾燥した状態を保つため、野菜類の栄養価
（糖度など）を制御できる。止水シートにより供給された水と肥料が外部に漏れないために従来の
農法に比べて水と肥料の使用量を大幅に削減。

【実施企業の紹介】
1995年創業の農業分野でのハイドロゲル素材活用を目的に創業した研究開発型ベンチャー。国内
ではアイメック®による収益性が高い高品質トマト生産事業が本格化、普及面積は25エーカーとなって
いる。海外では、中東、中国、アフリカ、欧州などへの展開を開始。2016年に国立研究開発法人科
学技術振興機構（JST）主催「大学発ベンチャー表彰～Award for Academic Startups～」
にて「特別賞」を、2018年には一般社団法人科学技術と経済の会より「科学技術と経済の会会長
賞」を受賞した。
https://www.mebiol.co.jp

▲アイメック® ・フィルム
▲給液装置と栽培ベッドからなる
シンプルで廉価なアイメック®・システム
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 現地企業との合弁会社設立など、現地に根差した事業展開によりバングラデシュ政府との信頼関
係を構築したことと、日本での販路開拓によるバリューチェーンを確立したことが、成功の最大要因で
ある。

• 契約農家数は順調に増加、2019年にはプロジェクトに取り組む農家の数は8,600名を越え、栽培
した緑豆はWFPとの業務提携を通じてロヒンギャ難民へ食糧支援にも活用されている。

• 今後は、栽培地域や栽培作物の多様化等を図り、さらにビジネスを拡大しつつ、地域の環境改善
に貢献していくことを目指している。

【製品・技術】
大量生産における品質向上：播種用種子作成、耕起方法、播種時期の見直し
収穫後の品質向上技術指導：家庭乾燥方法、選別方法
輪作効果の検証：圃場別・条件別の調査、栽培期間別の根粒菌調査

【実施企業の紹介】
2005年に「人と地球を健康にする」を経営理念に掲げて創業した。微細藻類ユーグレナ（和名：ミド
リムシ）等の微細藻類の研究開発、生産、販売という事業活動を通じて、世界の食糧問題及び環
境問題の解決に貢献することを目指している。事業分野は、同技術を利用した、ヘルスケア（食品、
化粧品）、エネルギー・環境（バイオディーゼル燃料、バイオジェット燃料）に拡大している。バングラデ
シュの緑豆プロジェクトは、人と地球のサステナブルな発展を目指す代表的事業のひとつである。同社の
出雲社長は、世界経済フォーラム（ダボス会議）Young Global Leader（2012年）に選出、第
1回日本ベンチャー大賞「内閣総理大臣賞」（2015年）、第6回「技術経営・イノベーション賞」の文
部科学大臣賞等を受賞。
http://www.euglena.jp/

▲緑豆の選別作業 ▲緑豆の袋詰作業
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 多くの人が直面する社会的な課題を解決するアプローチにより、室内壁に防蚊機能を持たせるだけ
で安全かつ持続的な方法の実現。

• 現地政府、国際機関、NGO、援助団体等とのパートナーシップ構築により、現地に適合したビジネ
スモデルの構築。

【製品・技術】
カンサイ・アンチモスキート・ペイント：蚊を媒介として拡がる感染症の対策製品。塗料が含有する合成
ピレストロイド系成分は蚊の神経系に作用して殺虫効果を持つ。塗装した壁面に防蚊成分塗膜を形
成、そこに蚊が留まるとその効果が発揮される。防蚊効果は少なくとも2年持続する。人間を含むほとん
どの哺乳類はその成分を分解、排出することができるため、安全性について問題はなく、住宅や公共施
設、商業施設など幅広い場所で使用が可能。蚊帳や予防薬、殺虫剤の散布といった従来のベク
ター・コントロールに加えた新たなアイテムとしてさらなる感染症の予防が期待される。また豊富なカラー
バリエーションを持ち、内装市場への展開、さらにグローバル市場への拡大も目指す。

【実施企業の紹介】
1918年創業。各種塗料を製造・販売、塗料全体では世界８位、自動車塗料では世界トップ5の一
角を占める。自動車用塗料に続く2本目の事業の柱として建築用塗料を強化しており、国内向け製
品「アレスムシヨケクリーン」は2015年日経優秀製品・サービス賞で「最優秀賞日経産業新聞賞」を
受賞。建築塗料のボリュームゾーンである新中間層が拡大している、アジア・中東・アフリカを中心とする
新興国を中心にグローバル化を加速、アフリカではトップシェアを有する。「塗料事業で培った技術と人
財を最大限に活かした製品・サービスを通じて、人と社会の発展を支える」ことを企業理念して掲げ、事
業を通じ、持続的に社会に貢献し続ける企業であり続けることを目指している。
https://www.kansai.co.jp/

▲職人のトレーニングの様子
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 石けんベースで環境負荷が少ない点、また、国境を越えて問題となる森林火災による煙害（ヘイ
ズ）対策に即効性があるものとして、現地に受け入れられている。

• 今後は、現地生産等を含むコスト競争力の強化を図り、普及を目指す。

【製品・技術】
石けん系泡消火剤の主成分は毒性が低い石けんである。分解速度が速いだ
けでなく、自然界に豊富にあるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分と結
合して界面活性作用が失われるため、生態系への影響が低い。また、建物火
災においては、泡切れが良く、改めて洗い流す必要がない点も高い評価を得て
いる。2007年には内閣府の「産学官連携功労者表彰総務大臣賞」を受賞
した。東南アジアやロシア、オーストラリアなど広大な国土で発生する森林火災
や泥炭火災向けに注目されている。

【実施企業の紹介】
1910年「森田範次郎商店」創業（1975年、現社名に変更）。「人にやさしいものは自然にもやさ
しい」をモットーに、1974年より、化学物質や合成添加物を一切含まない無添加石けんの製造・販売
を行っている。阪神・淡路大震災で火栓、水道管などが破裂し消火用の水の確保ができず被害が増
大したことを教訓に、少ない水で消火できる消火剤の必要性を認識した北九州消防局から開発依頼
を受け、2001年、北九州市立大学等と開発を開始した。2007年に石けん系泡消火剤を商品化し
販売を開始した。インドネシアにおける石けん系泡消化剤事業は、事業を通じて社会に貢献し、地球
環境の保全を図るという同社の理念に合致する事業として位置づけられている。
https://www.shabon.com/

▲消火の様子 ▲現地関係者への説明

▲石けん系泡消火剤
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▲「オリセット®ネット」で喜ぶ子供

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
オリセット®ネットは、マラリア予防の蚊帳に対するWHOの方針転換にいち早く対応して同機関の推奨を
受けたことや途上国政府に認可プロセスを含む提案を行ったことが広範な導入につながった。ベクター管
理は全般的に競合製品が多く、特許による効果的な保護が難しい中、住友化学ブランドと総合化学
会社としての幅広い技術を駆使し、各地域の生態系や環境に関するデータ蓄積に基づく総合的事業
として市場開拓を目指す。

【製品・技術】
長期残効性防虫蚊帳（オリセット®シリーズ）：対マラリア。ポリエチレンにピレスロイド防虫剤を練りこ
み、薬剤を徐々に染み出させる「コントロール・リリース」技術を採用。ポリエステル製蚊帳より耐久性が
あり、防虫効果は３年以上持続。オリセット®ネット及び効能を強化したオリセット®プラスを展開。
新規作用性残留散布剤（SumiShield®50WG）：対マラリア。クロチアニジンを有効成分とする屋
内残留散布剤。従来のピレスロイド系やカーバメート系残留散布剤に抵抗性を持つマラリア媒介蚊に
卓効を持ち、優れた残効性を有する。
空間噴霧剤（SumiPro®EW）：対デング熱、ジカ熱。蚊に対し高いノックダウン活性を有するメトフル
トリン（Eminence®／SumiOne®）と優れた致死効果を有するシフェノトリン（GOKILAHT®S）を
用い、効力増強のため共力剤PBOを配合。濃厚少量噴霧や煙霧に適し遠達性が高く、有機溶媒を
ほとんど含まない処方である。
長期残効性幼虫防除剤（SumiLarv®2MR）：対デング熱、ジカ熱。蚊の蛹からの羽化阻害効果
（成虫になれない）を持つ。従来製品に比べ優れた長期残効性を有する。

【実施企業の紹介】
1913年、銅の製錬時に排出される有毒ガスから肥料を製造し、煙害の克服と農産物の増産を図る
事業により創業して以来、経済活動と社会価値を一体的に創出する取り組みを継続。現在、100を
超えるグループ会社とともに、幅広い産業や人々の暮らしを支える製品をグローバルに供給している。家
庭用殺虫剤の原料では世界でトップシェアを占める。自社製品の認定制度“Sumika Sustainable 
Solutions”において、適応を含む環境への貢献度を認定する取り組みを実施。オリセット®ネットの取
り組み等が評価され、2012年に「GBC Health Business Action on Health Awards」、
2018年に「ジャパンSDGsアワード」の「SDGs推進副本部長（外務大臣）賞」を受賞。
https://www.sumitomo-chem.co.jp/

▲ 「オリセット®ネット」の生産現場
Photographs © M.Hallahan Photographs © M.Hallahan
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 従来の水質測定では、複数箇所で採取した水を分析センターに持ち帰って測定するため労力・時
間がかかり、広範囲のデータを収集することが困難であった。IoTデータ活用基盤「FUJITSU 
Cloud Service K5 IoT Platform」とポータブル型水質計測センサーを併用することで、データ収
集、分析を簡単かつ即座に行うことが可能となり、施設・システム構築費用や人件費の捻出が厳し
い途上国のニーズに合致した。

• 水質測定に限らず、工場の製造現場や農業等幅広い分野において、短時間でのシステム構築や
情報（データ）収集の仕組みづくりへの応用が可能。

【製品・技術】
IoTデータ活用基盤「FUJITSU Cloud Service K5 IoT Platform」：大量のセンサーやデバイス
とのデータ送受信から蓄積と、データー収集を行うIoT専用クラウドサービス
• IoTシステムを短時間で構築：IoTで必要となる基本的な機能群（データの収集・保持・検索、アク
セス制御、イベントの検知・通知など）をセットで提供。

• セキュアなデータ管理：蓄積する各データに対し、細やかにアクセス権限を設定できるため、 お客様の
協業者とセキュアなデータ共有・活用が可能。

• 安定したデータ収集を支援：データ収集に対し、富士通独自の 全体最適化技術により、 データトラ
フィックの変動等に対して効率的かつ安定したデータ収集が可能。

【実施企業の紹介】
1935年設立。ICT分野において、各種サービスを提供するとともに、これらを支える最先端、高性能
かつ高品質のプロダクト及び電子デバイスの開発、製造、販売から保守運用までを総合的に提供する
トータルソリューションビジネスを展開している。2050年までの中長期環境ビジョン「FUJITSU 
Climate and Energy Vision」では、ICTを活用し自らの「脱炭素化」にいち早く取り組み、それに
より得たノウハウと自社のデジタルテクノロジーを顧客・社会に提供することにより、気候変動の緩和と適
応に貢献することを目指している。
http://www.fujitsu.com/jp/

▲河川管理における「FUJITSU Cloud Service K5 IoT Platform」の活用例
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 現地の事情や法制度など、ニーズに合わせたシステム構築
により、現地に受け入れられる製品を提供している。

• 現地生産の比率の向上、中国で実施している有価物の回
収によるバリューチェーンの構築等を通して、コスト効率を
図っており、今後の展開においてもコスト競争力の強化が重
要である。

【実施企業の紹介】
1907年創業。ガラス、電子、化学品、セラミックスの4つの事業領域でグローバルに事業活動を展開。
フロート板ガラス、自動車ガラス、ステッパレンズ用石英素材、フッ素樹脂において世界最大のシェアを
誇る。「Look Beyond」というグループビジョンを掲げ、全ての事業・社会活動を通じて「より良い地球・
社会の実現」に貢献することを目指しており、省エネ・創エネ製品の開発・供給に積極的に取り組んで
いる。「セレミオン®」は、社会に対して「安心・安全・快適」な高付加価値製品・サービスとしての貢献が
期待される。MSCI Global Sustainability Indexes、FTSE4Good Index Series等複数の
SRIインデックスの組入れ銘柄に選定されている。
http://www.agc.com/

(連絡先)
AGCエンジニアリング株式会社 メンブレン事業部
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 WBGマリブウェスト19階
Tel: 043-350-3401
Fax: 043-350-3383

【製品・技術】
電気透析浄化システム：AGCが開発したイオン交換膜「セレミオン®」と電気の働きで、水に溶けている
イオン性物質を分離し、脱塩することにより、生活用途に適した安心な農業用水や飲料水を確保するこ
とができる。システムの特徴は下記の通り。
• 省資源：軟水装置に使用されるイオン交換樹脂は使用の過程で硬度成分が吸着して性能が落ち
るために必要となる硬度成分を取り除く再生操作が、本システムでは不要となるため、薬剤の使用量
を大幅に削減できる。

• 省エネ：従来のRO（逆浸透膜）プロセス等と比べて、水利用率が高く、高圧ポンプが不要なため
消費電力が少ない。

• 不安定な電力事情に対応：直流電流を駆動力としており、太陽光パネルシステムの採用により、安
定した電力源の確保が難しい場所でも設置が可能である。

▲水処理のイメージ
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• ビンディン省と堺市の長年の交流に基づき構築されたビンディン省政府との強固なパイプにより、現
地法人設立やライセンス取得がスムーズに実施できた。また、技術の受入には、施工及び維持管理
の指導を同時に行ったことも大きく作用した。

• ビンディン省では、大規模リゾート施設や農村地域における水インフラのニーズが顕在化しているが、
浄水技術の普及には、水処理技術の必要性や維持管理の意識改革が鍵となる。維持管理を同
時に契約できる装置システムの販売を主体にした事業展開を目指している。

【製品・技術】
UF膜（限外ろ過膜）による水処理：細菌やウィルスの除去が可能。膜面に対し平行な流れを作る
ことで膜供給水中の懸濁物質やコロイドが膜面に堆積する現象を抑制しながらろ過を行うクロスフロー
ろ過方式を採用。低価格で広く普及しているRO膜（逆浸透膜）に比較して、ろ過する水の95％を
再利用できることに加え、ポンプの電力消費が少なく、長期間の使用に耐えられる等、途上国での使
用に適したメリットがある。また、塩類、イオンレベル等を極度に除去してしまうRO膜に比べ、UF膜では、
安全なレベルでの硬度成分、イオン類を残すことができるため、地元の水の風味を残すことができる。
維持管理手法の指導：浄水装置、及び給水系統設備周辺の整理整頓、蓋の開閉、既設受水槽、
高架水槽内部の樹脂コーティング等、施工から通常の維持管理手順に及び全て日本式の手法を伝
授し、安全な水の供給が継続可能な状況を実現した。

【実施企業の紹介】
1970年に設立された関西浄化槽管理センター創業の業務拡大に伴い、1972年に改組により創
業。給水設備及び浄化槽の施工及び維持管理を中心に業務を展開。1997年からベトナムとの技術
協力を開始。2006年に、様々な水処理システムの中から最適なシステム構築に注力する関連会社と
して株式会社アクリートを設立。生活に欠くことのできない水、その限りある水資源の確保・浄化と循環
のための最適解を追求すると共に持続可能な地球環境の保全を目指す企業理念のもと、国内外で
事業を通じ人の健康を守り、生活の安全、安心を追求する活動を展開している。
http://www.sanicon-group.com/

▲浄水装置 ▲日越技術チーム
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• インドでは、規準作りの段階から現地政府と密接に連携し、
採用が実現している。

• 現地事情に詳しいコンサルティング会社と協業し、現地政府
との関係構築を図っている。

• 製品の特性に由来する強度、工事やメンテナンスの容易性
も、各国で受け入れられた要因と考えられる。

• さらなる実績の拡大に向けて、現地生産の拡大、高品質の
製品の導入を確実にする基準や性能評価手法の整備が今
後の課題である。

【製品・技術】
クロスウェーブ：豪雨時に下水や河川に流れ込む雨水の量を制御し、雨水の再利用を可能にする雨水
貯留システム。雨水を地下の貯水槽に貯め、再利用または流出抑制するプラスチック材として使用。
コンクリート式貯水槽に比べると、下記のようなメリットがある。
• 短工期、低コストで施工可能。
• 再生プラスチックを使用するため、製品のライフサイクルでのCO2排出量低減に貢献。
• 耐荷重設計により、設置後の地面を駐車場等に利用可能。地盤沈下抑制効果も発揮。
• 高い空隙率で、地下に水の空間を生み出し、雨水の流出抑制と有効利用に貢献。ゲリラ豪雨対策
として、敷地に降った雨を一時貯留して徐々に排水することにより、氾濫を防ぐ。貯めた雨水は、公園
散水やトイレ洗浄水等に使用可能。

【実施企業の紹介】
1947年創業の大手樹脂メーカー。セロハンテープやポリバケツなどの身近な日用品から、官民のインフ
ラを支える管工機材、エレクトロニクスや輸送用機器向けの高機能材料、メディカル関連製品、及び
画期的なユニット住宅の「セキスイハイム」を取り扱い、業容を拡大している。際立つ技術と品質により
「住・社会のインフラ創造」と「ケミカルソリューション」のフロンティア開拓を通じた世界のひとびとのくらしと
地球環境の向上への貢献をグループビジョンとして掲げており、またSEKISUI環境サステナブルビジョン
に基づき、事業の中心としての環境貢献を進めている。クロスウェーブは、気候変動や気候激甚化等へ
の対応に貢献できる「環境貢献製品」として、位置づけられている。同社は、世界経済フォーラム
（WEF）が7,500社を評価する“Global 100 Index”において、2018年から３年連続で「世界で
最も持続可能性のある企業100社」のひとつに選出されている。
https://www.sekisui.co.jp/

▲クロスウェーブ
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• ラオスにおいて、2011年に現地パートナー会社としてLapon Company Limitedを設立。ラオ

スでの事業において、円滑な事業の実施に向けた連携が可能である。
• 水道サービスが未整備の地域において、水処理技術の需要は増加傾向である。特に、住民の生

活用水の確保と安定供給は喫緊の課題であり、高濁度原水対応型浄水装置のニーズは途上
国を中心に高まっている。

• 今後は、ODA等の公的資金スキームの活用のみならず、自社のビジネスとしてラオス及びその他
途上国における販路拡大を模索する。

【製品・技術】

【実施企業の紹介】
株式会社トーケミ（本社:大阪市）は、水処理用ろ過材、薬注ポンプ、撹拌機、制御機器、小型設
備等、水処理用資機材の設計・製造・販売メーカーである。1965年８月の創業以来、日本国内に
おいて、ろ過材や水処理ユニット製品の製造・販売、浄水場等の工事やメンテナンス等の実績を有し
ている。更に、ラオスをはじめ、韓国、台湾、中国、インドネシア、タイ、マレーシア、インド、ブラジル、ロシ
ア、フィリピン、ベトナム等において、製品の納入実績がある（プラントメーカー又は商社経由での納入
含む）。
http://www.tohkemy.co.jp/index.html

トーケミの高濁度原水対応型浄水装置は、繊維ろ過
（アクティファイバー）と砂ろ過システムから成る。同装
置により 、雨季のある地域で多くみられる濁度
1000NTUを超える河川水を、WHOの基準である
5NTU以下に浄化することが可能である。

高濁度原水対応型浄水装置の特徴は、以下の通り。
‒ 小規模かつ高濁度対応の繊維ろ過技術（特許）
‒ 凝集沈殿施設と比べ造水コストを1/3程度に低減
‒ 設置スペースがコンパクトで現地設置工期短縮

▲高濁度原水対応型浄水装置

▲高濁度原水対応型浄水装置

▲装置により浄化された水を飲む関係者
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【製品・技術】

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 創業以来半世紀以上にわたり蓄積された技術・知識による精度の高い製品開発、及び日本国内
における豊富な実績と経験により、他社には真似できない質の高いサービスを提供することが可能で
ある。

• 気候変動の影響に伴う深刻な水資源の枯渇から、途上国を中心に水処理技術の需要が増加傾
向にある。アクアレータ®をはじめとする高効率且つ安定した水処理技術は、これらのニーズに応え得
る技術である。

• 国際展開が好調である要因としては、JICAの業務委託事業、GECの補助金事業等の公的資金
スキームの活用に加え、Team E-Kansaiのサポート事業の利用が挙げられる。

• 公的事業の活用による導入実績や広告宣伝の効果、それに事業を通しての頻繁の現地訪問によ
る人脈形成とそれに伴う信用信頼が得られたことが大きい。

• 今後、更なる人脈を形成することにより販売網を再拡充し、質の高い製品、技術、サービスが提供
できるように販売・製造体制の充実に努める。

【実施企業の紹介】
1950年11月創業。大阪市に本社を構え、歯車減速機・河川施設用機器、水処理設備用機器、産
業設備用機器の製造・販売会社である。1975年に世界で初めて水中機械式曝気撹拌装置「アクア
レータ®」を開発し、製造・販売を開始。以来、日本国内で多数の導入実績を誇る。現在は、中国、
台湾、マレーシア、タイ、インドネシアに販売代理店を有し、海外への販路も拡大している。

阪神動力機械は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題であることを認識し、企業活動のあら
ゆる面で地球環境の保護と環境に関わる社会貢献することを目指している。特に、水処理や水門用
機械および省力化機械の開発・販売により、気候変動をはじめとする環境対策への貢献を行っている。
今後、現地における提携企業との連携を深め、ニーズのある機械の製作台数の増加、製作日数の短
縮等、生産体制を改善し、積極的に国際展開を進展させていく。

http://www.hanshin-pm.co.jp/

水中機械式曝気撹拌装置「アクアレータ®」は、好気槽・嫌気槽のどち
らにも適用可能である。曝気では、ブロワから供給された空気が自社
独自の構造により微細化され、反応槽の隅々にまで気泡混合溶液が
行き渡るようになっている。特徴は以下の通り。
‒ 酸素溶解効率が高く、エネルギー効率が高い（既存散気装置から
アクアレータに更新することにより最大30％の省エネルギーを実現）

‒ 汚泥を良好に維持し、槽底に汚泥が堆積しないため、処理が安定
‒ メンテナンスを頻繁にする必要がなく、水槽の汚泥を除去して清掃
する必要がない

▲阪神動力機械のアクアレータ®

▲曝気前 ▲曝気開始直後 ▲曝気中
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• ミャンマーでは、水処理システムを用いた実証試験を通じて装置の運転データや水質データなどを、約

1年間にわたり確実に収集できたことが、現地での事業展開を検討する上で大きな財産となった。
• 現地合弁会社の設立にあたっては、日本からの専門家派遣や設備導入等を行い、現在は9名の現
地スタッフとともに日々業務に励んでいる。

• 現地合弁会社の開所から約1年でその水質分析精度の高さが現地で徐々に広まり、受注件数を伸
ばしている。

• 今後は塩水化表流水の水処理事業を含め、さらなる展開に向け、新たな顧客・市場開拓を目指す。

【製品・技術】
水処理システム：原水水質に応じて適切な前処理技術と膜ろ過技術を組み合わせたカスタム設計が
特徴で、水源を問わず安全な飲料水を確保することが可能。
遠隔監視システム「WeLLDAS」：水処理システムに搭載されており、水処理システムの稼働状況の
確認、水質変動への対応や蓄積データの活用による維持管理業務の最適化に寄与している。
一貫した管理体制：水質分析を含む維持管理まで一貫した事業展開を行っている。ミャンマーにおい
ても同様の事業展開を実施できる体制を構築している。

【実施企業の紹介】
三菱ケミカルホールディングスグループの一員として、水資源問題のトータルソリューションプロバイダー事業
を担う。水資源に関わる多様なソリューションを開発・提供し、持続可能な社会の実現に向けて取り組ん
でいる。長年培った水処理技術を用いて地下水等をろ過し、個別ニーズに合わせた安全な水を提供す
ることで強靭な社会インフラを構築することを目指している。三菱ケミカルホールディングスグループは、
Management of Sustainability（MOS）という独自の経営手法に基づき、人、社会、そして地球
の持続可能性に貢献する技術開発や製品・サービスの提供、製造技術の改善などの企業活動を推進
しており、ミャンマーでの上記適応ビジネスの横展開を海外事業戦略の1つとして位置付けている。
https://www.mcas.co.jp/

▲ミャンマーに導入した水処理システム ▲ミャンマーで運営する水質分析ラボ▲遠隔監視システムで現地状況を把握
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
• 低いランニングコストや容易なメンテナンスを実現した上で、衛生観念やメンテナンス方法に関する教
育活動を展開することにより、事前に運転手法や導入によるメリットを伝授し、導入へのバリアを解
消している。

• 導入先に「水委員会」の設置による自主運営を啓発することにより、住民が水を販売する課金ビジ
ネスや、太陽光パネルが併設されている無電化地域においては携帯電話の充電ビジネス等の新規
ビジネスを創出し、地域に職を生み出すことを促すことにより、コベネフィットの創出を図っている。

• このような、地域の社会経済全体の発展に寄与する仕組みを構築することにより、持続可能なビジ
ネスモデルの構築を実現している。

【実施企業の紹介】
1955年に二輪車メーカーとして設立。創立以来、既存の市場における価値を追求するだけでなく、経
済の健全な発展や環境保護に配慮して社会課題の解決を図り、市場を創出する「社会価値創造ビ
ジネス」に取り組んでおり、ヤマハクリーンウォーターシステムは、その代表的ビジネス例のひとつである。ア
フリカにおいては、1960年代から進出し、二輪車によるワクチン・医者を届けることやタクシーバイク事業
振興による雇用促進、漁業の近代化のために漁法・漁獲物の管理法の普及とともに船外機を導入し
ている。また現地生産で木造漁船のFRP化を進め、産業振興・雇用創出と安全操業、森林伐採の
削減に寄与する等、アフリカ各国の発展に貢献している。ヤマハクリーンウォーターシステムで2013年度
グッドデザイン賞を受賞。
https://global.yamaha-motor.com/

▲システム概要

【製品・技術】
ヤマハクリーンウォーターシステム（YCW）：
水の浄化に、砂や砂利を利用する「緩速ろ過式」を
採用。ポンプで汲み上げた表流水を、砂や砂利を
敷き詰めた「ろ過槽」に通して泥やゴミを除去し、槽
内に自然発生する藻類による光合成で、水中の溶
存酸素濃度を増加させ、微生物による水処理を活
発にさせる。凝集剤やフィルター交換が不要なため、
運用及びメンテナンスに高度な技術やコストが必要
なく、地域住民による自主運営・管理が可能。
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【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
商品・サービスの開発、提供に際しては、様々なステークホルダーとの対話や協働を通じて実施している。
2018年にはミャンマーにおける天候インデックス保険のパイロットプロジェクトに「テクニカル・アドバイザー」と
して参画し、ミャンマーの農業従事者、農業開発銀行、各地域の農業局等と、現地の天候の状況、保
険の必要性や商品内容について意見交換や情報収集を継続し、より良い商品開発のノウハウ蓄積を
図っている。

【製品・技術】
天候デリバティブで培ったノウハウを元に、2007年からJBICなどとともに気候変動に対応するリスクファイナ
ンス手法の研究を進め、2010年から、タイ東北部稲作農家向けの『天候インデックス保険』を開発、提
供を開始した。
当社グループにおいて海外保険事業を担う「SOMPOインターナショナル」は2017年に強みとする農業保
険分野の世界統一ブランドとして「AgriSOMPO」を立ち上げ、欧米のみでなく世界各国へその販路を拡
大している。
2019年2月にタイの主要輸出農業作物であるロンガンを栽培する農家向けの天候インデックス保険販
売をチェンマイで開始。その商品開発には先述の「AgriSOMPO」チームも参加し、保険料算出に衛星
気象データを活用する等、ごく先進的な商品設計を実現している。

【実施企業の紹介】
2010年4月、旧損保ジャパンと旧日本興亜損保の経営統合に伴い持株会社として発足し、
（2016年10月、現社名に変更）国内損保事業、海外保険事業、国内生保事業、介護・ヘルス
ケア事業を中心とした事業を展開している。
SOMPOホールディングスは事業活動を行うなかで取り組むべき社会課題を絞り込み特定したグループ
CSR重点課題にもとづき、経営理念である「安心・安全・健康に資する最高品質のサービスをご提供
し、社会に貢献すること」を目指し、取り組んでいる。

▲ヒアリングサーベイの様子（ミャンマー） ▲保険商品説明会の様子（タイ）
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本資料は、経済産業省の「令和元年度地球温暖化問題等対策調査（途上国における適応
分野の我が国企業の貢献可視化事業）」において、委託先の日本工営株式会社が作成した
ものである。
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Click on map to get three period data

December 13, 2019 Good Practices: Adaptation and RE 5

Downloading timeseries data

December 13, 2019 Good Practices: Adaptation and RE 6
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A fundamental transformation of the energy system 
is needed to tackle climate change and foster sustainable development
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~October 2018:
Feasibility Study of GTCC

2019 ~
Permit approval by 
the Netherlands Government

~2022
Modification work starts

2025
Unit 1 (440MW GTCC)
H2 firing

Vattenfall

MHPS

GasunieEquinor

Energy 
supplier

Owner of 
Nuon 

Magnum 

Gas infrastructure
and transporter

GTCC OEM

PJ organization Schedule

Gas Turbine Combined Cycle(GTCC):440MW×3

Netherlands / Magnum GTCC H2 conversion
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15
Status on Climate Change Adaptation in Indonesia

Sector Needs for technology/Service
Food 
security/
agriculture

Improvement of irrigation technology
Weather modification technology
Climate data projection

Health Climate data projection- to connect climate change and possible 
diseases that might appear.
Strengthen surveillance and early warning system for climate-
sensitive disease. 

Forest Effective farm method
Early warning system
Fire extinguisher

6. Key Actions for Climate Change (2/2)

Source: The study of assessment in 2018-2019, BAPPENAS

 Needs for technology and Service for climate change in Indonesia are as 
follows;
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Status on Climate Change Adaptation in Indonesia

Sector Entity Description
Food security/
agriculture

PT Jasindo Agriculture index insurance for paddy and cow commodity, which 
collaborate with Indonesia government through Ministry of Agriculture. 
Ministry agriculture give funding support to pay the insurance 
premium

Syngenta Indonesia Syngenta brings farmers more vigorous, stronger, resistant plants, 
including innovative hybrid varieties and biotech crops that can thrive 
even in challenging growing conditions.

Bayer Crop Science 
Indonesia

Bayer Crop Science offers its customers an outstanding range of 
products including remarkable seeds, innovative crop protection 
solutions based on chemical and biological modes of action, and 
extensive service back-up for modern, sustainable agriculture.

BASF Indonesia BASF Indonesia has a broad portfolio of fungicides, insecticides, 
herbicides, seed treatments and pest control products. In addition, the 
company also provides biological crop protection products and 
solutions for improving plant health as well as nutrient management in 
the soil.

Water 
resource

Sumitomo Forestry 
Indonesia

The company has a method to conserve water in peatland

Climate 
Financing

Tropical Landscape 
Finance Facility 
(TLFF)

TLFF supports Indonesia in achieving its strategic development 
priorities and climate change targets. TLFF coordinates cross-
functionally between the government, private sector and communities 
to foster large-scale positive change in the country.

 Good Practices on Climate Change Adaptation Measure in Indonesia are as follows;

7. Good Practice on Climate Change Adaptation Measure (1/2)
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Status on Climate Change Adaptation in Indonesia

 Study on Enabling Environments for Private Sector Engagement in the 
Climate Change Adaptation Project  (No result yet from this activity)

- Green Climate Fund (GCF) is currently compiling the study in collaboration with 
the Global Green Growth Institute (GGGI) and GlobalCAD

- This study aims to explore data and information about opportunities, challenges 
and prerequisites that can increase the involvement of the private sector. 

- The study is also expected to map market potential or funding opportunities for 
private sector involvement. The final result of this study will be the existence of a 
roadmap and recommendations to increase the involvement of the private sector 
in adaptation activities. 

7. Good Practice on Climate Change Adaptation Measure (2/2)
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⽇本⼯営株式会社

第1回気候変動適応ビジネスセミナー

2019/12/26(⽊）

適応分野の議論について

COP25報告
（チリ マドリッド2019）

22019/12/26(⽊） 第1回気候変動適応ビジネスセミナー

COP25 (国連気候変動枠組条約第25回締約国会議）

► チリを議⻑国として、スペインのマドリッドで開催。
► 2019年12⽉2-13⽇に開催。実際には15⽇の午前中ま

で延⻑され、これまでで最⻑のCOPに。
► 主要な議題はパリ協定を開始するためのルールの最終

化。
► Gretaさんをはじめとする若者世代の発信も多かった。
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132019/12/26(⽊） 第1回気候変動適応ビジネスセミナー

Thank  you very much!
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