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事業目的

1.

近年、気候変動問題に係る国際交渉では、従来の緩和の分野に加え、気候変動影響に対
する適応の分野への国際的な取組が重視されてきている。2010 年、国連気候変動枠組条約
第 16 回締約国会議（COP16）において「カンクン適応フレームワーク」の設立が決定して
以降、適応委員会の設立や国別適応計画の策定などの議論が進展している。
また、2015 年 12 月に採択されたパリ協定第 7 条は、適応に関する世界全体の目標設定や
適応行動の必要性に言及し、今後も、適応事業の範囲や効果の測定方法等に係る詳細な議
論が進展することが予想される。また、COP が設立した緑の気候基金（Green Climate Fund:
GCF）においては、同基金の理事会決定により、緩和と適応の支援に対し、資金が均等に配
分されることになっており、これまで以上に途上国の適応事業が進展することが期待され
る。
このような状況の下、経済産業省においては、平成 24 年度から気候変動適応効果可視化
事業（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）を実施し、平成 28 年度に
は、温暖化適応ビジネスを推進するため、外部有識者により構成される委員会において、
「温
暖化適応ビジネスの展望」の作成、各種調査、事例集取り纏め等を行った。
本事業は、特に平成 28 年度における事業成果を踏まえ、途上国における温暖化適応事業
への我が国の貢献可能性及び温暖化適応分野における我が国の取組の在り方に関する更な
る調査及び検討を行い、我が国企業による温暖化適応ビジネスの活性化につなげることを
目的とする。
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温暖化適応ビジネスを推進・拡大していくための協力推進の場の構築等

2.

昨年度の気候変動適応効果可視化事業（以下、適応事業）において、我が国における適
応ビジネス活性化に向けた「温暖化適応ビジネスの展望」が策定された。
「温暖化適応ビジ
ネスの展望」の策定にあたっては適応分野の潜在的な市場規模の分析や、既存の国際的な
資金メカニズムとの連携、我が国企業が貢献し得る適応分野の特定、評価指標の検討など
を行われた。
また「温暖化適応ビジネスの展望」の策定において、温暖化適応ビジネスを推進・拡大
していくにあたっての現状と課題について以下のとおり挙げられた。


高い潜在的可能性があるにもかかわらず、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、適応対策及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。

上記の現状と課題を克服し、適応策をビジネスとして推進・拡大していくため、「温暖化
適応ビジネスの展望」では、官民連携での適応の情報共有や協力推進の場の構築及び活用
を目指すことを掲げた。

人材育成

普及・啓発

案件組成・拡大

事例集の作成

国内セミナー・個別相談会
の開催

ガイドブックの作成

国際会議への参加、NGO
等との連携

実現可能性（FS）調査の
公募
海外ミッション・見本市
の参加

ウェブサイトの構築

海外への専門家派遣・海外
からの招聘

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

出典：経済産業省「温暖化適応ビジネスの展望」概要版

図 2-1 温暖化適応ビジネスにおける知識・経験・情報共有の場
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以上を踏まえ、温暖化適応ビジネスを推進・拡大していくため、本年度の適応事業は以
下のとおり実施することとした。
(1) 温暖化適応ビジネスに係る協力推進体制の構築
(2) 適応グッドプラクティス事例集の拡充
(3) ガイドブックの作成
(4) 国内セミナー及び個別相談会の実施
(5) 海外への専門家派遣及び海外からの招へい
(6) ウェブサイトへの情報掲載
(7) 指標及び指標作成によるインセンティブ付与の在り方に係る検討
各項目の詳細について次節以降に記す。

2.1.

温暖化適応ビジネスに係る協力推進体制の構築

「温暖化適応ビジネスの展望」において提唱されている、適応ビジネスの認知度向上、
既存ビジネスと適応の紐付けができる人材育成、官民連携の推進を可能とする人材交流・
育成、知識・経験・情報の共有等のための協力推進体制の構築を行った。
推進体制は「バーチャルな場の構築」、「既存の取組による適応テーマの取り入れ」、「新
たな組織の立ち上げ」等のパターンを検証したが、まずは適応に関して広く興味をもって
もらうことと、最新動向を共有するため、本年度はメールマガジンの発信を実施した。
第１号の配信においては、昨年度及び本年度の適応事業を通じて接触した方々を対象に
配信した。またメールマガジンの登録を募集するちらしを作成し、国内のイベントで登壇
する際に参加者や関係者に配布し、メールマガジンへの登録を呼びかけた。
配信したメールマガジンの概要を下表に示す。
表 2-1 温暖化適応ビジネスに関するメールマガジンの概要
配信日
第１号

1

2017 年 10 月 26 日

メールマガジンの内容
⁃

COP23 イベントの参加者募集

⁃

ジャパン SDGs アワードの応募募集1

⁃

グッドプラクティス事例公表予定のお知らせ

⁃

FS 事業採択のお知らせ

⁃

国際動向の紹介（GCF による適応策の支援）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/gic/page4_003331.html

3

第２号

2017 年 11 月 13 日

⁃

「日本企業による適応グッドプラクティス事例集」
作成のお知らせ

第３号

2017 年 12 月 15 日

⁃

COP23 イベント報告・案内

⁃

国内イベント参加報告

⁃

ジャパン SDGs アワードの応募募集（再掲）

⁃

COP23 イベント報告

⁃

国内イベント参加報告

⁃

「日本企業による適応グッドプラクティス事例集」
の A-PLAT 掲載予定のお知らせ

第４号

2018 年 1 月 29 日

⁃

今後のイベント予告

⁃

国内フォーラムの開催概要決定、参加登録受付開始

⁃

「日本企業による適応グッドプラクティス事例集」
掲載企業（住友化学（株））が、ジャパン SDGs ア
ワード「SDGs 推進副本部長（外務大臣）賞」を受
賞2

第５号

2018 年 3 月 9 日

⁃

ガイドブック「企業のための温暖化適応ビジネス入
門」の発行、国内フォーラムの開催報告

⁃

P4G Partnership3の案内

⁃

「気候変動適応法案」4決定について
出典：MUMSS 作成

メールマガジン登録者数は 300 名以上となり、幅広い層に対し、適応に関する情報を配
信することができた。メールマガジン登録者のセクター別の内訳を以下に示す。

2

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/japan_sdgs_award_dai1/siryou2.pdf
Partnership for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G)という国際的な枠組。SDGs に貢献する
Public-Private Partnership 活動に助成金を出す取組を行っている。https://p4gpartnerships.org/
4
https://www.env.go.jp/press/105165.html
3

4

出典：MUMSS 作成

図 2-2 メールマガジン登録者の内訳

2.2.

適応グッドプラクティス事例集の拡充

昨年度の適応事業において、既に有望な適応ビジネスを実施している企業の取組や適応
に関する技術を有する企業の活動を発信・共有するため、我が国企業による海外での適応
事業のグッドプラクティスを事例集として纏めた。昨年度掲載したグッドプラクティス事
例の概要を以下に示す。
表 2-2 昨年度掲載した我が国企業による適応事業のグッドプラクティス事例
適応分野
1

自然災害に対するイン

事例タイトル

企業名

災害からビルを護る

清水建設株式会社

自然災害に対するイン

高潮や海面上昇の脅威から住民

大成建設株式会社

フラ強靭化

を守る

エネルギー安定供給

災害時のエネルギー供給への

パナソニック

影響による被害を軽減する

株式会社

食糧安定供給・生産基盤

従来作物の栽培環境の変化に

Dari K 株式会社

強化

対応する

フラ強靭化／気象観測
及び監視・早期警戒
2

3

4

5

5

保健・衛生

気候変動の影響による感染症

住友化学株式会社

増加を防ぐ
保健・衛生／食糧安定供

頻発する山火事による動植物へ

シャボン玉石けん

給・生産基盤強化

の影響を軽減する

株式会社

気象観測及び監視・早期

洪水等による被害の軽減に貢献

日本電気株式会社

警戒

する

8

資源の確保・水安定供給

水害による水質汚染に対応する

ヤマハ発動機株式会社

9

気候変動リスク関連金

異常気象がもたらす金銭的損失

損害保険ジャパン日本興

融

を軽減する

亜株式会社

6

7

出典：MUMSS 作成

本年度は、
「温暖化適応ビジネスの展望」において強調された、適応と国連の持続可能な
開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）の紐付けにより着目し、事例の掲載数の増
加及び内容の深化を行うべく取り組んだ。
まず、事例の掲載数を増やすため、過去に本事業において採択された実現可能性調査
（Feasibility Study: FS）事業の事業実施者に対してヒアリングを行い、その後の事業の進捗
状況を確認した。また、MUMSS のホームページに「温暖化適応ビジネスのグッドプラクテ
ィス事例募集について」と題したお知らせを掲載し、広く、事例の募集を行った。
内容の深化については、まず、より見やすさを追求し、昨年度の事例集からレイアウト
を変更した。また SDGs の観点からも興味をもってもらえるよう、各事例に関連性の高い
SDGs のアイコンを、目次欄に加え、各事例の頁にも掲載するようにした。
また、昨年度開催した国内フォーラムや個別相談等を通じて、適応ビジネスを海外で成
功させるための体制づくりや認識している課題について知りたいという要望が多くあった
ことから、我が国企業が今後海外での適応ビジネスを検討する上で参考となるよう、事業
の成功の要因及びさらなる展開に向けた課題に関する項目を追加した。そのため、昨年度
掲載した事例についても、本年度、再掲した。
本年度は新たに 11 件追加され、昨年度の事例を含めて計 20 件を本年度のグッドプラクテ
ィス事例集として取り纏めた。新たに掲載した 11 件の事例の概要を表 2-3 に示す。

6

表 2-3 本年度新たに掲載した我が国企業による適応事業のグッドプラクティス事例

1

適応分野

事例タイトル

企業名

自然災害に対するイン

地球を診る「アースドクター」

川崎地質株式会社

環境変化に強いハイブリッド

株式会社九電工

フラ強靭化／気象観測
及び監視・早期警戒
エネルギー安定供給

2

発電制御システムの導入
3

4

食糧安定供給・生産

「バイオサイクル」で持続可能

味の素株式会社

基盤強化

な農業に貢献

食糧安定供給・生産

塩害地域での高品質緑豆の生産

株式会社ユーグレナ

食糧安定供給・生産

有機土壌植林による洪水抑制

フロムファーイースト

基盤強化／保健・衛生

と生態系保護による循環型

株式会社

基盤強化
5

ビジネスモデルの構築
6

7

8

食糧安定供給・生産

コンポスト土壌改良材による

株式会社カワシマ

基盤強化

収穫量の向上

食糧安定供給・生産

ロールプランター®で砂漠を

東レ株式会社／ミツカワ

基盤強化

農地に

株式会社

気象観測及び監視・早

ビッグデータ提供による気候

一般財団法人リモート・

期警戒／食糧安定供

変動への対応支援

センシング技術センター

資源の確保・水安定供給

イオン交換膜による安心・安全

旭硝子株式会社

／保健・衛生

な水の確保

資源の確保・水安定供給

誰でも使える水質計測キットで

オプテックス株式会社／

／保健・衛生

水害による被害を抑制

富士通株式会社

資源の確保・水安定供給

雨水貯留システムによる水害

積水化学工業株式会社

給・生産基盤強化
9

10

11

被害の抑制及び水不足の解消
出典：MUMSS 作成

詳細については、別添「日本企業による適応グッドプラクティス事例集」を参照された
い。

2.3.

ガイドブックの作成

「温暖化適応ビジネスの展望」において提唱されている、気候変動の潜在的リスクと機
会の理解向上のため、既存ビジネスと適応を紐付ける人材育成のツールとして、温暖化適
応ビジネスガイドブック（以下、ガイドブック）を作成した。

7

昨年度の適応事業において 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し、
「温暖化適応ビジネスの展望」において示した。

関連性
の高い
SDGs

出典：経済産業省「温暖化適応ビジネスの展望」概要版

図 2-3 適応における 7 つの有望分野
本年度はこの 7 分野を視野に入れつつ、外部有識者の意見を踏まえて、海外で温暖化適
応ビジネスを行うときに役立つような手引き（ガイドブック）を作成することとした。
ガイドブックを作成するにあたり事前に経済産業省と協議し、方向性について以下のと
おり確認した。


人材育成のツールとして、ビジネスガイドブックを、専門家の意見を得て作成す
る。



ガイドブックは、国際交渉上の適応の位置づけや途上国の適応ニーズ等、適応に
関する概念の整理、適応事業に役立つ既存の支援制度の紹介等、平成 28 年度「適
応ビジネス活性化ビジョン検討委員会」で検討した内容を中心とし、一般的な途
上国ビジネスに関わる事項については、他の支援制度や既存のマニュアル等を参
照し、適応に関連性の高い内容を当該ガイドブックに盛り込む。



「温暖化適応ビジネスを推進・拡大していくための協力推進の場」及び「適応グ
ッドプラクティス事例集」と連携が取れている内容とする。
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専門家の意見を取り入れるため、温暖化適応ビジネスガイドブック作成に係る専門家会
合を開催することとした。専門家には、企業の海外進出について知見のある弁護士、政府
系支援機関、国連機関に支援を依頼した。詳細は以下のとおり。


独立行政法人日本貿易振興機構

ビジネス展開支援部

途上国ビジネス開発課長

石原 圭昭氏


森・濱田松本法律事務所 弁護士 梅津 英明氏



国連開発計画 駐日代表事務所 駐日代表 近藤 哲生氏

専門家会合は 2017 年の 10 月から 11 月にかけて 2 回実施した。また、専門家に支援を依
頼するにあたり、会合開催前にガイドブックに盛り込むべき内容等についてプレヒアリン
グを実施し、以下のような意見を聴取した。


本調査で検討しているガイドブックのコンテンツの多くは、独立行政法人日本貿
易振興機構（Japan External Trade Organization: JETRO）や中小企業庁等が策定済み
の関連資料（中小企業庁「海外展開成功のためのリスクマニュアル」及び「東京
商工会議所海外ビジネスガイドブック」等）が活用できる。これらを参照しつつ、
適応ビジネス入門書に適切な内容に纏めていければ良い。



海外ビジネスを成功させているのは、調査資金の支援が得られてなくても、その
ビジネスを実施する心づもりのあった企業。このような企業が今後増えて行かな
い限り、途上国に貢献する適応事業の活性化は難しいと考える。ガイドブックで
は、こうした視点を踏まえ、経営者目線に訴えるようなものでかつ参考となる情
報を盛り込む章を設けるべき。

これらの専門家の意見を踏まえ、ガイドブックに盛り込むべき項目案を経済産業省と
MUMSS で検討し、第１回の会合において議論した。第 2 回の会合においては、MUMSS に
て事前に作成したガイドブック案の内容について検討を行った。各回での検討内容は次の
とおりである。
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＜第 1 回会合検討内容＞
【実施日】
2017 年 10 月
【議事内容】


平成 29 年度事業における位置づけ



これまでの検討の経緯



目的・対象



項目案

【委員からの主なコメント】


ガイドブックの対象者（読み手）に対しては、まずは、適応ビジネスというもの
が国連の民間セクターイニシアチブ（Private Sector Initiative: PSI）等を初めとする
国際的な枠組によりサポートされているものであることを示す必要がある。



ガイドブックは、それを手に取る企業にとってのロードマップやガイディングマ
ップになるようなものであることが望ましい。



ガイドブックの対象者を民間企業（経営層含む）とすることには異存はない。一
方で、どのような規模の企業を対象とするかでガイドブックの見せ方が変わると
考える。



事例紹介では、ビジネス展開において苦労した点、どこでつまずいたか、いかに
ブレークスルーし成功に繋げたのか、等の点も踏まえると良い。



適応ビジネスがビジネスチャンスである点はもとより、SDGs や ESG（Environment,
Social, Governance）投資に係る国際的な動向に則った CSR（Corporate Social
Responsibility）的なアピール効果もあることを示すのも良い。



社会貢献型の大企業は、今後も、独自の取組で適応ビジネスを推進していくと考
える。これらに加え、中小企業をいかに巻き込み、適応ビジネスのチャンスを認
識してもらうかが難しいと考える。



車両の EV 化、日本政府による日本型スマートシティの海外への輸出等の積極的な
推進など、我が国企業にはこうした現状を認識させ、このようなところに関与し
ていくことが重要であることを知らしめる必要がある。



SDGs を経営戦略に据えるということが、適応ビジネスをやっていくことである、
という姿勢を打ち出すことが重要。



大企業と中小企業のコンビネーションによる適応ビジネスの事例を見せるのも面
白いと考える。



中小企業に対しては、大企業がこのような方向性を持っているからこうすればビ
ジネスチャンスが生まれる、ということを示すのが重要。
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＜第 2 回会合検討内容＞
【実施日】
2017 年 11 月
【議事内容】


ガイドブック案作成の経緯



デザインテーマ等の説明



意見交換

【委員からの主なコメント】


イメージ写真を提供するよりも、我が国企業が実際にやっているビジネスの様子
をキャプション付きで説明する方が良い。ビジネスチャンスの写真でないと、イ
メージ写真だけでは、チャンスがあることが伝わらない。



企業のインタビュー記事があるのは良い。



SDGs の達成を柱とした経団連企業行動憲章の改定も受け、本ガイドブックの発行
は注目されると思う。

専門家会合での議論を踏まえ、最終的にガイドブックの項目は以下のとおりとなった。
またガイドブックのタイトルは「企業のための温暖化適応ビジネス入門」とした。
ガイドブックのコンテンツ内容

1.

温暖化への適応とは

2.

途上国における適応のニーズの高まり

3.

適応ビジネスと市場規模

4.

途上国における事業展開のステップ

5.

日本企業による適応事業活動の例

6.

日本企業による適応ビジネス構築の例

7.

適応事業への支援制度
用語集

デザインや原稿整理等のガイドブックの制作にあたってはサステナビリティ分野でのコ
ンテンツ制作・プロモーション事業の実績が豊富である外部の制作会社に依頼した。ガイ
ドブックの制作、配布については同社より以下のとおり提案があった。
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昨今、映像（動画）等による電子媒体でのマーケティング形態が主流となってきて
いるが、コンテンツをネット上で公開しつつも、より多くのリーダーがそこに誘導
させるための紙媒体の存在は必須と考える。



最低限の情報を網羅した誰にでも手に取りやすい冊子版を大々的に頒布し、その先
のより多くの情報（内容の詳細版等）にアクセスするような仕組みが効果的と考え
られる。



「適応策のビジネスモデルによる SDGs の達成に貢献する」ということを考えても
らう格好の機会である。

以上の意見を踏まえ、適応ビジネスを始めようとしている企業向けの入門編ということ
を意識し、大企業だけでなく中小企業等にも分かりやすい内容となるよう心掛けた。多く
の企業に興味を持ってもらう SDGs についても言及し、またガイドブックに記載した内容の
詳細版や最新情報を入手できるよう参照先を細かに記した。部数は 1000 部発行することと
し、冊子が広く行き渡るよう、国内フォーラムで公表・配布し、関係先にも配布の協力を
依頼した。

2.4.

国内セミナー及び個別相談会の実施

「温暖化適応ビジネスの展望」において提唱されている普及・啓発及び案件組成推進の
ため、国内セミナー及び個別相談会を実施した。

2.4.1.

国内セミナーの実施

適応ビジネスに関する認知度向上のため、国内で開催された各種セミナー・勉強会にお
いて適応に関する発表を行った。適応に特化したイベントだけでなく、環境関連の様々な
イベントで登壇を行うことにより、幅広いセクターに対して適応ビジネスについて普及・
啓発を行った。
各イベントの概要について表 2-4 に示す。
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表 2-4 適応に関する発表を行ったイベント一覧
日程

イベント名

主催者

開催場所

イベント概要

発表タイトル

登壇者

ビジネス・投資環境全般の解説
2017/7/4

太平洋諸島ビジネスセミ
ナー

及び様々な角度から太平洋島
JETRO

東京

嶼国でのビジネスチャンスを
紹介し、同地域での日本企業の

適応の概念、適応ビジネス市場
規模、経産省 FS 事業の紹介等

経済産業省

ビジネスチャンスを考える
アフリカの経済開発ビジョン
を示すとともに、工業化、再生

アフリカ・ビジネス・セ
2017/7/28 ミナー：ハイファイブズ

JETRO

東京

と民間向け金融スキーム

可能エネルギーなどにおける

温暖化対策とアフリカにおける

ビジネス機会、ならびにそれら 適応ビジネスの可能性

MUMSS

民間イニシアティブを後押し
する金融スキームを紹介

2017/9/13

大阪 JCM ネットワーク
の会員向け勉強会

公益財団法
人地球環境

大阪

センター

第 47 回 急拡大する ESG
2017/9/27

投資――企業に迫るリス

有限会社イ

クと新たなビジネスチャ

ーズ

東京

ンス
民間企業の適応取組促進
2017/10/11 ワークショップ
強会

事前勉

環境省、国立
環境研究所

ESG 投資と SDGs をテーマとし ESG 投資＆SDGs 対応への民
た勉強会

間事業者の取り組み方

ESG 投資動向をテーマしたイ

急拡大する ESG 投資―企業に迫

ーズ未来共創フォーラムが主

るリスクと新たなビジネスチャ

催する異業種勉強会

ンス

MUMSS

MUMSS

11/1 に開催する民間企業の適
東京

応取組促進ワークショップの
事前勉強会
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―

MUMSS

日程

イベント名

主催者

開催場所

発表タイトル

登壇者

経産省の海外適応ビジネス支援
について

MUMSS

日本の気候変動適応ビジネス推
進策と民間セクターの取組事例

MUMSS

東京

気候変動にまつわる海外の環境
環境関連情報・技術に関する講
ビジネス機会と金融及び投資の
演会
動き

MUMSS

東京

国立環境研究所による気候変
動適応に関する研究及び事業
の取組、計画の紹介。それを踏 なし（意見交換会に参加）
まえたステークホルダーとの
意見交換会

民間企業の適応取組促進
ワークショップ

環境省、国立
東京
環境研究所

＜COP23 直前セミナー＞
「最新国際動向と日本の
2017/11/1 役割/政策/予算～地球規
模で気候変動に対処する
ために～」

特定非営利
活動法人「環
境・持続社
東京
会」研究セン
ター

2017/11/1

2017/11/22 環境関連講演会

2017/12/7

国立環境研究所ステーク
ホルダー対話会合

合成樹脂工
業協会

国立環境研
究所

イベント概要
日本政府の適応に係る取組及
び「気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC）」による適応に関
する昨今の科学的知見を踏ま
えた上で、民間事業者の適応ビ
ジネス事例や関連情報を広く
共有し、気候リスク管理及び適
応ビジネスの機運を高める
COP23 に向けた気候変動国際
交渉・国際メカニズム・日本の
海外気候変動対策支援政策／
予算／取組等の最新動向を共
有し、地球規模で気候変動に対
処するための日本政府の取組
アイディアを生み出し、後押し
する

MUMSS

出典：MUMSS 作成
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2.4.2.

個別相談会の実施

我が国企業が適応ビジネスの実施を検討する上で、どのようなスキームが活用できるの
か、どこに相談したら良いか分からない、との声があった。そのような適応ビジネスの組
成に関する様々な相談に応じるため、本年度は個別相談会を実施することにした。
個別相談会は、FS 事業の公募説明会の機会を活用し、事前の申し込みにより説明会の後
個別相談に応じる場を設けた。公募説明会には 30 社程が参加したが、4 社から個別相談の
申し込みがあり、実施した。
その他は、面談、メール、電話等による相談を随時受けつけ、相談内容によって情報提
供、アドバイス、相談窓口の案内等を行った。
実施時期、相手先、実施方法

相談内容

2017 年 9 月

本年度適応 FS 事業公募の採択動向、GCF

A 社（MUMSS オフィスにおいて面談）

資金等の獲得

2017 年 9 月
B 社（MUMSS オフィスにおいて面談）
2017 年 9 月
C 社（MUMSS オフィスにおいて面談）

本年度適応 FS 事業公募の採択動向
本年度適応 FS 事業公募の採択動向

2017 年 9 月～12 月

GCF のレディネスサポート申請に向けた相

D 社（メール、電話対応）

談、関係機関の紹介等

2.5.

海外への専門家派遣及び海外からの招へい

「温暖化適応ビジネスの展望」において提唱されている、我が国の技術が貢献可能な適
応分野・技術等に係る適応ビジネスの普及・啓発及び案件組成支援のため、海外からの招
へい業務の一環として、独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency:
JICA）の研修事業に参加した。
具体的には一般社団法人海外環境協力センター（Overseas Environmental Cooperation Center,
Japan: OECC）が JICA より受託し実施している JICA 課題別研修「気候変動への適応」コー
ス研修において、一部講義を担当した。
当該コース研修は、途上国において適応政策の策定に携わる行政機関に属する担当者を
研修員として対象にしたもので、自身が所属する組織において気候変動への適応に関する
政策等の策定または改善に向けた取組体制を整備されることを目標としている。コース研
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修には、講義、討論、演習、視察が含まれており、適応全般に関する情報や動向を理解し、
自身の所属組織が抱える課題の解決に向けたアクションプランを作成することを目指して
いる。また本コース研修の目指す成果の一つに、日本の「気候変動への適応に係る政策方
針、国内対策、活用技術、取組事例について理解する」とあり、経済産業省及び MUMSS
はそれを一助するため、講義を実施した。
活用技術や取組事例の紹介については、損害保険ジャパン日本興亜株式会社と旭硝子株
式会社に講師を依頼し、計 3 回実施した。コース研修には 12 ヶ国が参加しており、適応に
関する啓発や活発な意見交換、質疑応答が行われた。
以下に各講義の概要を示す。
＜講義①＞
日時

2017 年 10 月 18 日

講師

経済産業省、MUMSS

講義テーマ

経済産業省による事業紹介

講義内容

適応策に関する概要：適応をめぐる国際交渉、市場規模、経済産業省事業
の紹介、グッドプラクティス事例集における個別事例の紹介

主な成果

我が国企業の海外での適応活動の事例を紹介することにより、本件研修の
参加国における我が国企業の貢献の可能性を示すことができた。参加者か
らはそれぞれの国の適応ニーズについてコメントしてもらい、引き続き日
本側と意見交換したいとのコメントもあった。

JICA 課題別研修の様子
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＜講義②＞
日時

2017 年 11 月 1 日

講師

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

講義テーマ

適応に活用できる資金「気候変動保険」

講義内容

会社紹介、天候インデックス保険の概要、タイ・ミャンマーでの事例

主な成果

天候リスクに対して脆弱な農業セクターにおいて、リスクヘッジとして天
候インデックス保険の有用性を示すことができた。ディスカッションにお
いては、商品に関する具体的な質問が飛び交い、商品への関心の高さが伺
えた。

JICA 課題別研修の様子

＜講義③＞
日時

2017 年 11 月 6 日

講師

旭硝子株式会社

講義テーマ

適応に活用できる技術

講義内容

会社紹介、地下水浄化システムの概要、フィルム技術・ペイント技術の紹介、
自社製品（ガラスタイプの太陽光発電システム、自動車用ガラス）の紹介

主な成果

水問題は多くの途上国が抱える課題であり、地下水浄化システムはその解決
に貢献できるものとして示すことができた。 ディスカッションにおいては商

品に関する具体的な質問が飛び交い、商品への関心の高さが伺えた。
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JICA 課題別研修の様子

2.6.

ウェブサイトへの情報掲載

本年度作成した適応グッドプラクティス事例集は、取り纏めが完了したところで、
MUMSS のホームページ5に掲載した。また、COP23 のジャパンパビリオンでのサイドイベ
ント開催（詳細は 4.1 国際発信を参照）に伴い、ジャパンパビリオンのウェブサイト6にも
サイドイベントの発表資料と併せて事例集を掲載した。
環境省の「気候変動適応情報プラットフォーム」7との連携も進め、本年度グッドプラク
ティス事例集で新たに追加された事例の掲載を行った。また、本年度作成したガイドブッ
クの掲載も予定されている。

2.7.

指標及び指標作成によるインセンティブ付与の在り方に係る検討

SDGs、国際標準化機構（International Organization for Standardization: ISO）、国連環境計画
（United Nations Environment Programme: UNEP）
、JICA 等による適応に関係する評価指標の
既存の取組を参考に、適応ビジネスの評価指標を、表彰や認証制度等への適用を視野に、
また ESG 投資家視点を加味した指標や開示の在り方について、経済産業省及び専門家の意
見を得て、検討することとした。
指標及び指標作成によるインセンティブ付与の在り方の検討にあたっては、外部による
専門家会合を開催することとした。有識者は 4 名に依頼した。有識者としての参加を依頼
するにあたり、指標及びインセンティブ付与に関するプレヒアリングを実施し、以下のよ
うな意見を聴取した。
5
6

7

http://www.sc.mufg.jp/company/news/inform/info20171108.html
http://copjapan.env.go.jp/cop23/event/nov15/03.html
http://copjapan.env.go.jp/cop23/event_en/nov15/03.html
http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/index.html
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適応（温暖化適応ビジネスの展望における 7 分野）や SDGs のように複数の分野が
対象となる場合、誰もが納得のいく指標を網羅的に策定するのは難しい。



重要なのはメッセージをどうするのか、何を一番重視していると見せたいのか。
事業のステップ毎に意思やメッセージを込めた指標づくりが重要。ステップに応
じて指標を変えていく必要がある。



適応に係る指標の作成が検討されることは非常に重要なことと考える。



SDGs を取り込んだ適応に係る指標が標準化されれば、これらがリファレンスとし
ての役割を果たすこともできる。



各社の経営戦略に SDGs を取り込み、取組を通じた効果の測定・報告、連携のため
のプラットフォーム構築に動き出す必要性がある。



経済産業省をはじめとした官公庁等による関与を通じた我が国企業の SDGs への
取組の後押しが重要



インセンティブの付与においては、インセンティブの意図（目的）を考える必要
がある。

第 1 回専門家会合は、2017 年 9 月に非公開で実施した。また、以下第 2 回の会合につい
ては、2018 年 2 月の国内フォーラムにおいて公開討論（パネルディスカッション）を行う
こととした。パネルディスカッションでの登壇者は以下のとおりである。


慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 蟹江憲史氏



金沢工業大学 地方創生研究所 SDGs 推進センター長 平本督太郎氏



損害保険ジャパン日本興亜株式会社 CSR 室 シニア アドバイザー 関正雄氏



公益財団法人日本適合性認定協会 認定センター 参事補 プログラムマネジャー
牧野睦子氏



日経 BP 社 日経エコロジー編集・日経 BP 環境経営フォーラム プロデューサー
藤田香氏



外務省 国際協力局 地球規模課題総括課長 甲木浩太郎氏



経済産業省 産業技術環境局 地球環境連携室 課長補佐 伊藤建氏

初めに、トピック毎に各パネリストの自身の経験から議論を開始した。主な発言内容を
以下に纏める。
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トピック
適応ビジネスの組

発言内容


成・拡大に役立つ事
業評価の在り方

経済産業省 伊藤氏：経済産業省適応 FS 事業やグッドプラク
ティス事例集作成の経験からの考察



公益財団法人日本適合性認定協会

牧野氏：適応分野の ISO

規格開発に係る経験からの考察
SDGs を活用した事



損害保険ジャパン日本興亜

関氏：損害保険ジャパン日本興

業評価を適応ビジネ

亜の適応ビジネスにおいて SDGs の評価指標を活用した例、

スの活性化にどのよ

改訂版経団連企業行動憲章の我が国企業による活用の薦め

うに役立てることが



できるか

慶應義塾大学大学院

蟹江氏：適応ビジネスの活性化に寄与

する評価指標に係る考察


日経 BP 社 藤田氏：メディアの視点、及び効果的な評価指標
に係る考察

表彰制度（アワード） 

金沢工業大学 平本氏：SDGs ビジネスアワード実施の経験か

等を適応ビジネス活

らの考察

性化のインセンティ
ブにするための工夫



外務省 甲木氏：ジャパン SDGs アワード実施の経験からの
考察

その後、全体のディスカッションと、会場からのパネリストへの質問を受け付けた。い
ずれも活発な意見交換が行われ、参加者からは、有益なパネルディスカッションであった
との声を聞かれた。詳細は、4.2 国内発信のアンケート集計結果を参照されたい。
プレヒアリング、非公開・公開の討論の場と、様々な形で発言の場を設けることにより、
活発な議論が行われ、今後、適応に係る指標の作成及びインセンティブ付与の在り方を決
定する上で参考となる、示唆に富んだ意見を得ることができた。
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途上国における温暖化適応事業への我が国企業の貢献可能性の調査

3.

本事業では、適応課題を有する途上国を対象に、我が国企業による優れた技術等を活用
した適応分野での貢献の実現可能性やその効果の測定方法、指標の策定を行うべく、実現
可能性調査（Feasibility Study: FS）事業の公募を行った。MUMSS は事務局として、公募要
領の作成から執行管理全般を担った。

3.1.

我が国の適応ビジネス促進に向けたこれまでの取組

国際的な適応に係る交渉の重要性は増しており、国連との交渉や我が国企業の途上国適
応市場への参入促進のためにも、日本が適応分野でイニシアティブを取ることが肝要であ
る。これを踏まえ、経済産業省では、2012 年度より「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」を実施している。2012 年度から 2016 年度まで 27 件のプロジェク
トが採択され、FS 事業が行われている。これら 27 件について、昨年度事業で策定した「温
暖化適応ビジネスの展望」における適応の有望分野の 7 つの分類に基づいて、セクター別
及び実施地域別に案件数を分析した。

出典：採択案件結果から MUMSS 作成

図 3-1 経済産業省による適応 FS 事業件数（セクター別及び地域別）
本事業で実施した FS 事業の募集においても、適応事業として有望な案件が採択され、持
続可能なビジネスへとつながることが期待される。

3.2.

公募の概要

2017 年 6 月 19 日（月）から 2017 年 7 月 20 日（木）の期間において、事務局（MUMSS）
のホームページにて、公募関連書類一式を掲載し、FS 事業の公募を行った。本事業の実施
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について、より広く周知することを目的とし、途上国ビジネスや省エネ等の関連機関・団
体に依頼し、ホームページやメールマガジンへの掲載に努めた。さらに、経済産業省を通
じ、過去の二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism: JCM） 関連事業に関与した企
業等へも周知した。公募概要を表 3-1 に示す。
表 3-1 公募概要
途上国を対象に、我が国企業による優れた技術等を活用した適応分野
事業の内容

での貢献の実現可能性やその効果の測定方法、指標の策定に関する実
現可能性調査に係る提案の公募
①

気候変動の脆弱性が高い途上国において、事業者の技術等の活用
を通じた相手国の適応行動への貢献可能性の調査

②
主な調査内容

技術・製品を導入した場合の成果（相手国の気候変動の影響への
適応行動への貢献や、その他経済・社会に与える影響）の評価手
法の方法論構築

③

現地政府等の適応に関する政策やプロジェクトとの連携可能性の
把握

事業の実施期間

契約日から 2018 年 2 月 15 日まで

事業の予算規模

1 件あたり 800 万円程度

図 3-2 に提示されている「主な調査内容」にある評価手法の方法論構築については、下
図のとおり SDGs 指標を引用した貢献・影響の評価方法を推奨した。

出典：MUMSS 作成

図 3-2

FS 事業における指標構築のイメージ
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3.3.

公募説明会の開催

事業の公募においては、2017 年 6 月 26 日（月）に公募説明会を開催し、公募の主旨、募
集する事業の具体的な内容や対象分野の例を説明し、より多くの優良事業が提案されるよ
う、努めた。
説明会においては、事務局（MUMSS）より公募書類一式の説明を行い、その後、質疑応
答の時間を設けた。参加者には、求められる FS 事業の提案について、より具体的な理解が
深まったうえ、提案書や見積書作成上の留意点に関し、共通の認識を図ることができた。
多数の質問が寄せられ、後日、
「平成 29 年度途上国における適応対策への我が国企業の貢
献可視化に向けた実現可能性調査事業 Q&A」として、事務局（MUMSS）のホームページ
上にて公表した。
3.4.

案件の選定・採択

事業の審査・採択にあたっては、第三者の有識者で構成する FS 事業審査委員会による審
査を行い、決定した。
FS 事業審査委員会の委員には、本年度は 4 名に委託した。FS 事業審査委員会の開催に先
立ち、委員には、公募の際に公開した審査基準一覧に沿い、事前に提案内容の審査を依頼
し、さらに、委員会の場において協議のうえ、最終的な採択案件を決定するプロセスを踏
んだ。
2017 年 8 月 3 日（木）に FS 事業審査委員会を開催し、提案案件 17 件を審査し、下表
に 示す 5 事業を採択案件として決定し、｢採択候補案件」として事務局（MUMSS）のホ
ームページで公表した。
表 3-2 採択案件一覧
提案企業名

事業名

対象国

ラオス農村部の気候変動へのレジリエンス強化と生計向
株式会社坂ノ途中

上を達成するためのアグロフォレストリ普及プロジェク

ラオス

ト（Mekong Organic Project）
イー・アール・エム

インドにおける地下水浄化システムによる適応ビジネス

日本株式会社

展開の実現可能性調査

SOMPO リスケア
マネジメント株式会社
株式会社チャレナジー
サンフォード株式会社

農業従事者向け天候インデックス保険プロジェクト

ミャンマー

風力発電と通信衛星による災害対策インフラの強靱化に
関する実現可能性調査
森の再成プロジェクト

インド

フィリピン
カンボジア

出典：MUMSS 作成
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FS 事業の成果

3.5.

各 FS 事業の成果を以下のとおり纏める。詳細は、別添の各 FS 事業報告書を参照された
い。
ラオス農村部の気候変動へのレジリエンス強化と生計向上を達成するためのアグロフォレス
トリ普及プロジェクト（Mekong Organic Project）
【提案企業：株式会社坂ノ途中】
ラオス・ルアンパバーン県において、気候変動の影響に対して耐性がある農
事業の目的

作物品種及び栽培方法を選定し、現地農家に栽培指導を行い、農業生産を進
める。また、ラオス国内外に販路を開拓し、現地に安定的に利益を還元する
農業生産の長期持続性を担保するシステムの構築を目指す。

対象国・地域

ラオス・ルアンパバーン県
気候変動による経済的損失が年々拡大し、多くの国民の生計手段、食料安全
保障、水資源供給、健康に影響を与えている。特に、干ばつと洪水に対する

ホスト国が
気候変動により
直面する課題

脆弱性が高く、2003 年に発生した干ばつでは約 35 千 ha の稲作地が被害を
受け、コメの不作により 274 千人が影響を受けた。

今後の気温上昇及び降水量の変動によって同域内の農作物生産量は
2050 年までに 5～30％減少する見込みであり、貧困層や適応能力が低い
脆弱グループの農業生計活動への悪影響への対策が喫緊の課題とされて
いる。
＜生産技術（有機農業）＞
アグロフォレス トリによる、地域資源を有効活用する技術、地域資源を有
効活用する技術等、多品種に適用可能な汎用性の高い日本の栽培技術を移転
する。
降水パターンの変化や気温変化に対応するためのアグロフォレストリ管理

本調査で
活用・製造する
製品の特徴

（剪定方法やシェードづくり）、病虫害対策、及び土壌の保水性や生産性を
高めるための土づくり（施肥）に関する技術指導と普及のための新規農地整
備を進める。
＜販売システム＞
2016 年より、「Mekong Organic Project」を発足し、当社の技術指導を受け
て生産した農産品を環境プレミアム商品として打ち出し、日本で販売を開始
（日本国内へは当社の販路を活用）。「生産地や生産者のストーリー」を消
費者サイドに伝えることで継続して商品を購入してもらえる関係性を構築
し、現地への利益還元と農業生産の長期持続性を目指す。
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【Mekong Organic Project の商品】
事業計画に基づき、アグロフォレストリによる栽培技術移転と普及方法の検
討を進めた。
＜栽培技術指導＞
•

対象地の栽培技術やアグロフォレストリ管理の状況を再整理し、栽培指
導計画を修正した。

•

対応の緊急性の高い、病虫害対策に関する技術指導と効果検証を進め
た。

•

農家の作業負担を軽減するための堆肥づくりの検討やアグロフォレス
トリ管理のための剪定技術の指導を進めた。

調査の成果

•

病虫害対策や剪定に関するハンドブックの作成を進めた。

•

新規コーヒー農家 17 世帯とともに農地整備（約 18ha）を進めた。

＜事業の普及展開＞
•

気候や栽培条件の類似したアジア地域でコーヒー生産やアグロフォレ
ストリ栽培に取り組む事業者や専門家とのナレッジシェア 3 回実施し
た。

•

降水パターンの変化や気温上昇による生産量や病虫害への対応策につ
いて意見交換を進めた。

•

その他、適応ビジネスを消費者価値につなげる方策についてディスカッ
ションを行った。
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インドにおける地下水浄化システムによる適応ビジネス展開の実現可能性調査
【提案企業：イー・アール・エム日本株式会社】
地下水位の低下・汚染が深刻な内陸部の浄水の届かない農村地域に、旭硝子
のイオン交換膜「セレミオン」を用いた、地下原水の水利用率の高い浄化シ
ステムを導入することで、安定的に安全な飲料水・農業用水の供給を図り、
インドの適応課題である安全な水の確保に貢献することを本事業の目的と
事業の目的

する。

本調査は、マハラシュトラ州を対象地とした同適応ビジネス展開のため、
政府関係者や現地協力企業との関係構築、浄化システムの仕様検討、事
業化に当たってのビジネス体制の検討、GCF 資金の適用のための必要条
件の明確化を目的とする。
対象国・地域

ホスト国が

インド・マハラシュトラ州
1.

地下水位の低下

•

干ばつの影響：マハラシュトラ州の約 40％が干ばつ頻発地域

•

降水量の減少予測：2050 年に 10％以上の降水量減少

•

人口増加と灌漑用水の需要の増加に伴う水不足：1970 年代から 2010 年
にかけ灌漑用水需要は約 5 倍増

気候変動により
直面する課題

2.

地下水汚染の深刻化

•

マハラシュトラ州の地下水の国家基準の超過

•

飲料用水：約 24％が硝酸塩濃度、11％が全硬度超過

•

灌漑用水：約 51％が排水及び塩分コントロールが必要、かつ育てられ
る種類が限定される高塩分濃度

イオン交換膜による電気透析浄化システム
旭硝子が開発したイオン交換膜「セレミオン」と電気の働きで、水中のイオ
ン性物質を除去することによる安心な水の確保
•

省資源：イオン交換樹脂のような再生操作が必要ないため、薬剤の使用
量を削減

•

省エネ及び水利用率の向上：RO（逆浸透膜）プロセスなど比べ、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

本調査で
活用・製造する

•

不安定な電力事情に対応：省電力システムであり、安定した電力源の確
保が難しい場所でも設置が可能

製品の特徴

【電気透析装置の例】
（出典：AGC エンジニアリング（株））
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1.

浄化システムの活用を通じたインドへの適応行動への貢献可能性

①

インド農村部における気候変動の影響の実態及びニーズの把握

マハラシュトラ州は以下のとおり、汚染濃度の高い地域であり、政府は主に
RO（逆浸透膜）による浄化システムの導入を一部行っている。一方、RO に
よる浄化システムは水の利用率が電気透析装置に比べ半分程度であり、地下
水に頼らざるを得ない農村部においては貴重な水資源となる地下水の有効
利用を実現する浄化システムが求められているニーズが把握された。
•

飲料用水：マハラシュトラ州において約 30％が飲料水の取水源を地下
水に依存しているが、地下水の約 23.7％が硝酸塩濃度、約 11％が全硬
度（TH）の飲料水用のインド国国家基準を超過。

•

灌漑用水：マハラシュトラ州において約 67％が灌漑用水の取水源を地
下水に依存しているが、約 51.3％が排水及び塩分コントロールが必要、
かつ育てられる種類が限定される高塩分濃度（インド灌漑用水基準）。

②

当該システムの導入可能性の検討

現地ヒアリング及び関係者との協議・調査の結果、競合技術 RO との比較が
下表のとおり明らかとなった。
プロセス

調査の成果

導入コスト

運転コスト

必要な
電圧・電力

水回収率

高い（高圧
RO 法

低い

比較的高い

ポンプが必

低い

要）

その他

大容量にも
対応可能

イオン交換
法（膜法に
よる電気透

高い

比較的高い

比較的低い

高い

脱塩度を調
整できる

析法）

2.

本技術導入による成果指標の検討

適応成果指標のデータ候補が確認され、ベースラインデータを入手。定量的
な評価ができることが確認された。

3.

インド政府等の適応に関する政策やプロジェクトとの連携可能性の把
握

•

インド政府機関、関係研究機関より協業の可能性が示された。

•

GCF 案件化について、認証実施機関候補及び現地協力企業より前向き
な意見を得た。案件化に向けた実施体制案が検討された。
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農業従事者向け天候インデックス保険プロジェクト
【提案企業：SOMPO リスケアマネジメント株式会社】
ミャンマー国において、干ばつを対象とした天候インデックス保険の高度化
事業の目的

等を図ることにより、農業従事者等の自然災害に対する強靭性を高め、所得
安定と生産性向上に貢献する。

対象国・地域

ミャンマー
ミャンマーは、地域毎に気温や降水量の差が激しく、沿岸部の年間降水量が

ホスト国が
気候変動により
直面する課題

5000mm 超の世界有数の多雨地域と、内陸部の少雨地域が混在する。
気候変動の影響等により、近年は、干ばつや洪水、サイクロン等の自然災害
による被害が増加している。自然災害により、作物の収穫量や収入が減少す
るなか、農業従事者等の自然災害に対する強靭性をいかに高め、所得安定や
生産性向上を促すかが大きな課題になっている。
【製品】
① 干ばつ対象の天候インデックス保険（2016 年度プロトタイプの高度化）
② サイクロンガード保険
【対象者】ミャンマーの農業従事者等

本調査で
活用・製造する
製品の特徴

【対象リスク】①干ばつ

②サイクロン

【特徴】
① 2016 年度は、タウンシップ（郡）毎に１つの商品を組成したが、今年度
は、天候インデックスのグリッドを約 10Km 四方に細分化し、各グリッ
ドと農業従事者が所持する農地の位置を紐付けるための、スマートフォ
ンの GPS 測位機能を活用したアプリを開発した。
② サイクロンの中心部があらかじめ定めた対象エリア内を通過すれば、一
定の保険金が支払われるプロトタイプを開発した。
干ばつ対象の天候インデックス保険について、ベーシスリスクを低減させる
ため、約 10Km 平方のグリッド毎に保険条件が設定された、高度化された商
品の開発を行った。具体的には、契約者の契約対象の農地とインデックスの
グリッドを紐づけるため、GPS 機能を利用したスマートフォンアプリの基盤
を開発し、動作確認を行った。グリッドの境界線上での動作確認では、位置
情報に若干の誤差が確認できたものの、動作状況は総じて良好だった。

調査の成果

また、現地調査で行った Pyay 郡の農村部のアンケートでは、「アンケート
回答者または自身の家族がスマートフォンを所持している」と約 7 割が回答
した（携帯電話の所持は約 87%）。今後、スマートフォン所有者はさらに伸
びるものと予想され、ミャンマー農村部で、スマートフォンアプリを利用し
た保険サービスの提供は、十分可能であることが確認された。

さらに、サイクロンガード保険のプロトタイプを開発し、ニーズ調査を
行った。行政担当者や村長であれば、保険商品の内容を理解できること
が分かったが、一般の農業従事者の理解を促すためには、より分かり易
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い説明が必要であることが判明した。サイクロンによる被害は、今回調
査を行った Bago タウンシップでは限定的であったため、今後、サイク
ロンガード保険を開発していく場合、より商品ニーズが高いと思われる
地域の選定や、多くの人に商品内容が理解されるための工夫が、必要で
ある。
【ヒアリング調査の様子】
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風力発電と通信衛星による災害対策インフラの強靱化に関する実現可能性調査
【提案企業：株式会社チャレナジー】
台風時でも継続して発電可能なマグナス風車により台風襲来時から復興までの
事業の目的

必要な電力を供給し続ける事で、災害発生時でも必要な情報や医療サービスへ
のアクセスを確保する。

対象国・地域

ホスト国が気
候変動により

フィリピン
•

強大化する台風による人的被害と経済被害

•

基幹インフラの脆弱性

•

防災情報伝達の脆弱性

直面する課題

⁃

伝達手段の脆弱性

⁃

情報内容及び伝達形式の不完全性

⁃

不十分な気象に関する理解

本調査で活用する垂直式マグナス風車には大きく二点の特徴がある。
1.

強風対策

•

プロペラのかわりに回転円筒を用いており、気流中で円筒を自転させたと
きに生じる「マグナス効果」を利用して風車を回転させて発電するため、
風速の影響を受けにくい。

•

マグナス力は円筒の自転数により簡単かつリアルタイムに調整できるた
め、適切なモータ制御による風車回転数の制御が可能で、突風や強風によ
る暴走が起こらず、台風下でも安全に発電可能となる。

本調査で活

2.

風向変化対策

•

垂直軸型であるため、どの方向からの風でも発電が可能であり、水平軸型
プロペラ式風力発電機のように風向きに合わせる必要がなく、激しい風向

用・製造する
製品の特徴

変化であっても影響を受けない。
•

乱流が多く風速や風向が頻繁に変化する台風のような過酷な環境でも発
電が可能である。

【垂直式マグナス風車の特徴】

1.

適応課題にかかる情報収集分析

•

ホスト国における適応課題に対する取り組み状況として、現在気候変動委
員会により適応計画が策定されている。

調査の成果

•

各地方自治体に向けて People’s Survival Fund（PSF）が組成され、20 億ペ
ソに登る資金拠出があるが、資金申請は各地方自治体が個別に Climate
Change Action Plan を作成する必要があり、進んでいない。

•

インターネット回線、伝達内容・速度、気象教育に不十分さが見られる。
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2.

ファイナンス手法の検討

•

GEF の適応に関するプロジェクトが一番多く、ADB も大型の風力発電施
設のプロジェクトに参加していた。

•

しかし適応関連、再エネ関連のプロジェクトとなると資金提供をする期間
は少ないことが確認された。

•

ホスト国の PSF へのアクセスは Local Climate Change Action Plan を策定し
た自治体に限られ、進んでいなかった。

3.

製品・技術現地適合性確認・分析、授業評価手法の構築

•

台風襲来の多い 4 島：Catanduanes, Batanes, Limasawa, Rapu-Rapu にて現地
政府訪問と風況調査を行った。

•

どの地域でもディーゼル発電の多さと、通信設備の不足が目立った。

•

風車に必要な風況、及び導入の際のアクセス、インフラ等を考慮した結果、
Catanduanes 島及び Batanes 島が、導入可能性が最も高い地域と結論づけら
れた。
⁃

Catanduanes:PAGASA レーダーサイト（風況 8~10m/秒）

⁃

Batanes 島:Magato 風力発電所（5~6m/秒）Light House:Naidi Hills
（8~10m/
秒）

4.

市場調査・分析

•

ホスト国は 2030 年までに再エネを約 1500MW 追加導入することを目標と
しており、うち風力は 38%(約 600MW)と最も割合が高い。

•

提案製品の対象セグメントは四つあり、それぞれの市場規模、用途、成長
性を以下のように纏める。
⁃

工業団地：920 基-138 億円（災害時停電時の事業継続、経済成長の高さ）

⁃

通信会社:不明-数千億円（送電網がない地域での基地局、携帯普及率の
上昇)

⁃

現地政府・自治体:40,000 基-6000 億円（災害時の情報伝達、避難時の
電力供給）

⁃

遠隔地域の住民:48,000 基-7200 億円（電力供給、2017 年に向けての電
化目標）

5.

パートナー調査・分析

•

National Power Corporation:フィリピン実証事業に向けた候補サイト調査を
行う協力協定を結ぶ

•

Aboitiz Power Corporation:同国最大規模の発電事業者。風力発電を検討中。
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森の再成プロジェクト
【提案企業：サンフォード株式会社】
残留物ゼロのオーガニックコットンの製造・販売に向け、カンボジア農村部に
事業の目的

おいて有機土壌改質剤を用いた植林を通じた原材料の栽培を行い、生産・加工、
日本での販売まで垂直統合をした事業を推進する。

対象国・地域
1.

カンボジア
カンボジアは、気候変動により頻発する洪水や台風による被害が深刻で、1990
～2015 年の間に 18 回の大きな洪水に見舞われ、一度の洪水で平均 71 万人が被

ホスト国が気

害を受け、損害は約 7800 万ドルに達すると報告されている。

候変動により
2.

森林豊かな国であり、森林により洪水被害が抑制されてきたが、近年は急

直面する課題

速に森林が減少し、1965 年に 73%であった森林率が 2010 年には 59%まで
減少し、1990 年から 20 年間の森林面積の年間減少率が東南アジア各国で最
大となっている。
本事業製造するオーガニックコットンのＴシャツは以下のような特徴を持って
いる。
①自然染色技術の活用
IKTT がカンボジアの伝統織物であるクメール伝統織物の技術として高い天然
染色の技術を活用することで、化学薬品を使用した以上の色合いを出すことが
可能であり、製品の品質面での競争優位性を持っている
②社会価値の付加
製品の販売価格の 1 割をカンボジアの農地・森林回復、カンボジアの農業従事

本調査で活

者の農業生産性拡大支援のための費用に回す。SDGs、そして気候変動適応対策

用・製造する

に関するストーリーを店頭で顧客に共有することで、口コミ効果による普及を

製品の特徴

促すことができる。

【当該のオーガニックコットンを使用した
製品】
①

オーガニックコットンの栽培手法・加工方法・輸入経路・製造方法の確立

コンソーシアムメンバーであるカンボジア現地 NGO の IKTT により既に栽培済
みのオーガニックコットンを用いて、オーガニックコットンのテスト加工、品
調査の成果

質確認を行い、日本で販売可能な品質であることが確認できた。
②

対象地におけるオーガニックコットンのテスト栽培の開始

対象地 6ha において、洪水抑制を目的とした植生エリアと、オーガニック原材
料を得るための植生エリアをモザイク状に計画するという植生方針を元に、対
象地において最も階層構造が未発達な道路沿いのエリアにおいて、オーガニッ
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クコットンのテスト栽培を開始することが出来た。
③

現地政府との連携拡大に関する合意形成

アンコールトム郡長との打ち合わせを通じ、対象地におけるアグロフォレスト
リによる洪水抑制効果の有効性を確認した。また、郡長は本事業をカンボジア
の国全体に広げていくことも重要だという認識を示され、他の郡で活動をする
際に必要となる州レベルでの合意形成について支援してくれることを確認する
ことが出来た。

33

我が国の取組の国際・国内発信

4.

我が国企業による適応ビジネスを海外で推進していくためには、FS 事業や、温暖化適応
に関連するビジネスに成功している事例等を我が国の取組・貢献として関心国にアピール
することが重要である。同時に、温暖化適応分野が我が国企業にとって事業機会であるこ
とを、国内の事業者に啓発することが必要である。このため、国内外において周知活動を
展開した。

4.1.

国際発信

ドイツのボンで 2017 年 11 月に開催された国連気候変動枠組条約第 23 回締約国会議
（COP23）において、適応に関する 3 つのイベントを開催・登壇した。
(1) COP23 における米州開発銀行とのサイドイベント
COP23 のサイドイベントにおいて米州開発銀行（Inter-American Development Bank: IDB）
と”RESILIENCE AS A BUSINESS: HOW THE PRIVATE SECTOR CAN TURN CLIMATE RISK
INTO BUSINESS AND INVESTMENT”と題したセッションを共催した。
日時

2017 年 11 月 10 日（金）

会場

ボン、ドイツ（Hotel Hilton Bonn）

主催

米州開発銀行

概要

適応策の促進とレジリエンス向上において民間セクターの役割の重要性が
増す中で、ビジネスエコシステムのさらなる発展と投資可能なレジリエン
スソリューションの支援のため、ステークホルダーと民間投資家（民間セ
クター）がどのように連携できるか議論する。
主な論点：
⁃ 気候リスクの革新的な解決のため、民間企業が投融資を実現できる方法
⁃ 企業がサプライチェーンにおけるリスクを効果的に分析し解決する方法
⁃ 金融機関と投資家が資金調達ギャップを解消し、新たな金融手法を開発す
る方法

プログラム

Introductory Remarks:
Mr. Pasi Hellman, Managing Director, Nordic Development Fund

Panelists:
⁃

Ms. Barbara Buchner, Executive Director of Climate Finance Program,
Climate Policy Initiative
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⁃

Mr. Jay Koh, Founder & Chair, Global Adaptation & Resilience Investment
Working Group (GARI) / Founder & Managing Director, The Lightsmith
Group (USA)

⁃

Mari Yoshitaka, Chief Consultant, Clean Energy Finance Division, Mitsubishi
UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

⁃

Mr. Nik Steinberg, Director Climate Analytics at Four Twenty Seven, Inc.

＜主な成果＞


「適応のギャップ」を解決するため、様々な金融手法（ブレンディング、投資手段等）
を活用し、官民及び全てのステークホルダー間での連携の強化が必要であることが改
めて確認された。

(2) COP23 における欧州投資銀行主催サイドイベント
欧 州投 資 銀行 （European Investment Bank: EIB ） が開 催し た イベ ント ”Private Sector
Adaptation & Climate Resilience Action”に登壇した。
日時

2017 年 11 月 14 日（火）

会場

ボン、ドイツ（COP23 会場ルクセンブルクパビリオン）

主催

欧州投資銀行

概要

民間セクターによる適応と気候変動レジリエンスの活動におけるサービ
ス、製品、投資に着目する。適応策における資金フロー、気候変動レジリ
エンスに関するプロジェクトマッピング、欧州と日本における適応サービ
スと製品について議論する。

プログラム

Moderators:
⁃

Mr. Martin Berg, European Investment Bank

⁃

Ms. Nancy Saich, European Investment Bank

Panelists:
⁃

Ms. Angela Falconer, Climate Policy Initiative

⁃

Ms. Chizuru Aoki, Global Environment Facility

⁃

Mr. Jay Koh, Lightsmith Group

⁃

Ms. Suzi Tart, MARCO

⁃

Mari Yoshitaka, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Co., Ltd.

＜主な成果＞


ヨーロッパと日本における適応ビジネス・サービスに関する民間セクターの役割につ
いて意見交換を行い、それぞれの地域の実情について知見を得ることができた。
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(3) COP23 におけるジャパンパビリオンでセッションを主催
ジャパンパビリオンにて「動き始めた民間セクターによる適応への貢献（The Private Sector
in Action for Adaptation）
」と題したセッションを主催した。経済産業省、バングラデシュ国
際気候変動及び開発センター、国連工業開発機関（United Nations Industrial Development
Organization: UNIDO）、グローバル適応及び強靭化インベストメントワーキンググループ
（Global Adaptation & Resilience Investment Working Group: GARI）、住友化学株式会社、富士
通株式会社が登壇し、MUMSS がファシリテーターを務めた。
日時

2017 年 11 月 15 日（水）

会場

ボン、ドイツ（COP23 会場ジャパンパビリオン）

主催

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

概要

SDGs や仙台防災枠組を踏まえ、脆弱性の高い途上国の適応ニーズを紹介
し、多国籍企業や新興企業によって実施されている、社会に影響を与える
革新的な適応ビジネスの展開事例が、適応ニーズにどのように対応してい
るかをショーケースする。またユニークな資金調達戦略を提示し、民間セ
クターの参入拡大により適応に貢献する方法について活発な議論を展開す
る。

プログラム

Welcome remarks: Private Sector in Action for Adaptation
Mari Yoshitaka, Chief Consultant, Clean Energy Finance Division, Mitsubishi UFJ
Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

Presentations:
Adaptation needs in developing countries and potential for collaboration with
the private sector
Mr. Saleemal Huq, PhD, Director, International Center for Climate Change and
Development at Independent University (Bangladesh)
Changing with the Climate: UNIDO‘s experience
Ms. Nahomi Nishio, International Consultant, Department of Environment, United
Nations Industrial Development Organization (Austria)

Sharing Experience from Business Perspective - Chemical Industry Mr. Masakazu Murakami, D.V.M, Senior Associate, Responsible Care
Department, Sumitomo Chemical Company, Limited (Japan)
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The Power of ICT: Fujitsu’s approaches to Climate Change Adaptation
Mr.

Seiya

Yamazaki,

Director,

Environmental

Engineering

Department,

Environmental Technology Division, Corporate Environmental and CSR Strategy
Unit, FUJITSU LIMITED

Private Sector Adaptation Finance
Mr. Jay Koh, Founder & Chair, Global Adaptation & Resilience Investment
Working Group (GARI) / Founder & Managing Director, The Lightsmith Group
(USA)

Promoting Adaptation Business
Mr. Kohei Tamura, Assistant Director, Global Environment Partnership Office,
Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan)

Q&A and discussion
＜主な成果＞


パネリストと約 50 名の聴衆の間で活発な意見交換が行われ、事例を発表した我が国企
業への具体的な質問・意見が寄せられた。昨年度イベントを実施したときと同様、適
応への国際的な関心は高く、途上国のニーズにマッチし、かつ生産性の向上等のコベ
ネッフィットの追及を踏まえた事業モデルの構築が重要であると改めて認識された。

ジャパンパビリオン会場入り口の様子

当社主催セッションの会場の様子
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当社主催セッションでの会場の様子

4.2.

国内発信

(1) 国内フォーラムの開催
2018 年 2 月 23 日（金）に「気候変動適応フォーラム～途上国における気候変動適応に係
る我が国企業の役割と新たなビジネスチャンス～」と題した国内フォーラムを開催した。
昨年度開催したフォーラム同様、本年度においても、経済産業省の当該事業の内容紹介、
「日本企業による適応グッドプラクティス事例集」の配布、及び FS 事業の成果報告を行っ
た。また、本年度の新たな試みとして、ガイドブック「企業のための温暖化適応ビジネス
入門」の解説及び配布、適応ビジネスの評価の在り方や効果的なインセンティブを議論す
るパネルディスカッションの時間を設けた。以下にフォーラムの概要を示す。
日時

2018 年 2 月 23 日（金）

会場

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

プログラム

開会挨拶
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
クリーン･エネルギー･ファイナンス部 部長 豊福昌之
プレゼンテーション 1
「適応ビジネスの推進に向けた経済産業省の取組」
経済産業省 産業技術環境局 地球環境連携室 課長補佐 伊藤建氏
プレゼンテーション 2
「日本企業による適応グッドプラクティス事例集及び企業のための温暖化適
応ビジネス入門」
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
クリーン･エネルギー･ファイナンス部 シニア・コンサルタント
新地菊子
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プレゼンテーション 3
「インドにおける地下水浄化システムによる適応ビジネス展開の実現可能性
調査」
旭硝子株式会社 経営企画本部 SDGs 推進部 マネージャー
尾形雄一郎氏
プレゼンテーション 4
「ラオス農村部の気候変動へのレジリエンス強化と生計向上を達成するため
のアグロフォレストリ普及プロジェクト（Mekong Organic Project）」
株式会社坂ノ途中 代表取締役 小野邦彦氏
質疑応答（プレゼンテーション 1~4）
パネルディスカッション「適応ビジネスの評価の在り方～効果的なインセンテ
ィブにつなげるには～」
ファシリテーター：
⁃

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
クリーン・エネルギー・ファイナンス部 主任研究員 吉高まり

パネリスト：
⁃

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 蟹江憲史氏

⁃

金沢工業大学 地方創生研究所 SDGs 推進センター長 平本督太郎氏

⁃

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 CSR 室 シニア アドバイザー
関正雄氏

⁃

公益財団法人日本適合性認定協会 認定センター 参事補
プログラムマネジャー 牧野睦子氏

⁃

日経 BP 社 日経エコロジー編集・日経 BP 環境経営フォーラム
プロデューサー 藤田香氏

⁃

外務省 国際協力局 地球規模課題総括課長 甲木浩太郎氏

⁃

経済産業省 産業技術環境局 地球環境連携室 課長補佐 伊藤建氏

質疑応答
＜主な成果＞


昨年度実施したフォーラムより来場者数が増加し、適応への関心の高まりが伺えた。



ガイドブック「企業のための温暖化適応ビジネス入門」の配布を通じて、適応ビジネ
スを推進していくにあたっての基本情報及び情報源へのアクセスを提示することがで
きた。
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パネルディスカッションでは様々なセクターから招集することにより、SDGs を始めと
した様々な切り口からの適応ビジネスの評価の在り方について議論することができた。



前半と後半で 2 回質疑応答の場を設けたが、いずれも活発な質疑応答や意見交換とな
り、アンケート結果からもフォーラムでの議論が多くの参加者にとって有益であった
ことが確認された。

＜来場者の所属別内訳＞
本年度のフォーラムでは、登壇者、関係者を除き 100 名の方が来場した。一般参加者の
所属別内訳は以下のとおりである。

＜アンケート集計結果＞
以下に、アンケートの集計結果を示す。
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気候変動適応フォーラム アンケート集計結果
参加者：100 名／回収数：66 名
Q1. 本フォーラム参加前の、海外における気候変動適応ビジネスに関する認知度をお聞か
せください。
知っていた

少し知っていた

全く知らなかった

28

30

8

Q2. 御社における気候変動適応ビジネスへの取組状況をお聞かせください。
すでに実施

実施に向けた

実施を検討

している

準備中

したい

14

12

23

41

実施予定はない

無回答

14

3



「すでに実施している／実施に向けた準備中／実施を検討したい」と回答された
方は、差支えない範囲で具体的なビジネスの概要をお聞かせください。

【主な回答】


水安定供給、保健・衛生の課題解決のため、水質調査のクラウドシステムを途
上国へ展開



食料ロス削減のための需要予測システムなど



太陽光発電システムを活用した適応ビジネス



再生可能エネルギーを活用したデータセンターの運用、提供



農業、再生可能エネルギー、水関連



海外での水処理プラント建設など



気候変動の影響で塩水化（海水化）した河川水や地下水の浄化・飲料化



防災分野における気候変動の影響



干ばつの対応で海水淡水化設備を納入（＝適応）かつ省エネ、低環境負荷型の
特有技術を折り込んでいる（＝緩和）



インフラ機器



大気、水の浄化・処理装置の国内外製造販売活動



JICA 中小企業海外展開支援の活用、気象観測データの活用



電源供給の安定供給技術に関するメンテナンスに必要な発展途上国での指導技
術



森林保全（国内外）



省エネルギーに関する住宅建材・設備の製造販売、再生可能エネルギー創出機
器の製造販売、途上国のサニタリー改善事業
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「すでに実施している」と回答された方は、実施中の気候変動適応ビジネスに係
る評価についてお聞かせください。
SDGs と関連付け
た評価をしている

SDGs 以外の制度
と関連付けた評価
をしている

独自の手法で評価
している

評価はしていない

8

5

1

4

Q3. 講演をお聞きになっての感想をお聞かせください。

プレゼン 1 「適応ビジネスの推進
に向けた経済産業省の取組」
プレゼン 2 「グッドプラクティス
事例集及びビジネス入門」
プレゼン 3 「インド・地下浄水化
システム事業」
プレゼン 4 「ラオス・アグロ
フォレストリ普及事業」

参考に
なった

あまり
参考に
ならな
かった

参考に
ならな
かった

無回答

12

46

4

0

4

11

49

3

0

3

15

44

3

0

4

29

29

3

1

4

大変参
考にな
った
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Q4. 来年度、「日本企業による適応グッドプラクティス事例集」への掲載に応募したい具
体事例の有無をお聞かせください。
具体的に応募
したい事例がある

応募を検討したい

まずは情報収集を
継続

無回答

3

8

49

6

44



「具体的に応募したい事例がある／応募を検討したい」と回答された方は、差支えな
い範囲で、具体的なビジネス事例の概要をお聞かせください。

【主な回答】


農業、防災関連



食品ロスに関する取組



水関係（浄水フィルター）
、テキスタイル関係など



安全な飲料水へのアクセスがなく、水質の悪い水源を使わざるを得ない地域での
水の浄化＋遠隔監視システムの組み合わせによる水供給の安定

Q5. パネルディスカッションをお聞きになっての感想をお聞かせください。



大変参考に
なった

参考になった

あまり参考に
ならなかった

参考にならな
かった

無回答

18

34

1

1

12

「大変参考になった／参考になった」と回答された方は、差支えない範囲で、特に参
考になったパネリストの発言等についてお聞かせください。

【主な回答】


各パネリストの発言
⁃

蟹江氏の発言：SDGs と適応ビジネスの共通項は、社会課題をビジネスにす
ること

⁃

平本氏の発言：気候変動は変動のボラティリティが段々高まってきているこ
とが大きな問題

⁃

関氏の発言：経団連企業行動憲章の改定に関する話

⁃

牧野氏の発言：ISO14080 規格化の話

⁃

藤田氏の発言：SDGs の本質はトランスフォーム。今までになかった発想で
社会問題の解決につなげ、全く新しいビジネスを創出することが求められる
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⁃

甲木氏の発言：ジャパン SDGs アワードでのインセンティブを付与する仕組
み作り

⁃

伊藤氏の発言：ジャパン SDGs アワードで「適応部門賞」を新設し、さらな
る適応の普及の提案



パネルディスカッション全体への意見
⁃

指標とファイナンスについての考え方

⁃

SDGs の定量的な評価が難しい中、アワードをつくる等、見える化するとい
う試みが興味深かった

⁃

SDGs の今後の方向性、新しいアイディアが加わっていきそうな発言が興味
深かった

⁃

SDGs ビジネスアワードやジャパン SDGs アワードの存在を知り、次回公募
の際に検討したいと思った

⁃

適応と SDGs とのシナジーについて多角的な視点での理解が進んだ

⁃

アワードの創設は面白いと思った

⁃

各方面からのオピニオンが聞けた

⁃

適応の「見える化」は難しいと感じた

⁃

坂ノ途中・小野氏の品質が上がらないとビジネスにならないわけではないと
いう発言

Q6. 今後、御社が海外における気候変動適応ビジネスをより一層推進していく上で必要な支
援についてお聞かせください。
政府による
支援メニュー
（FS 調査、資金面
等）に係る情報

相手国の情報
（法・規制、
ニーズ等）

ビジネス
マッチング
（現地パートナー
紹介等）

成功事例の
ノウハウ
（事例集等）

無回答

28

30

28

28

13
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上記以外に具体的なご要望があれば、お聞かせください。

【主な回答】


「適応と SDGs」の理解を促進する動画教材、ガイド



専門技術を持つ会社とのコラボによるビジネスマッチングで選定する

Q7. その他、今後、適応ビジネスに期待すること等、お聞かせください。
【主な回答】


ネオ新興国（サウジアラビア等）への展開



現地政府、キーマンとのパイプ



企業内での認知度を上げる仕組み、取組事例を知りたい



企業内での認知度を上げるために使える外部サポートを知りたい



フォーラムの継続開催



大変充実したシンポジウムだった



世の中の適応に関する認知度を高めてほしい



関係者による、適切且つ積極的且つ地道な PR が必要



日本らしさをアピールすることは相手国に期待されている反面、事業のスピード
感が必須である



日本の将来の経済発展に必要な人材や環境を持つ国と協力するべき



適応を主目的にしながら緩和のコベネフィットが得られること。またその旨（結
果的に GHG 削減になっている等）のメッセ―ジの発信



資源リサイクル・リユースによる循環経済社会の形成



適応分野の標準化及び認証



水素活用の推進（水素エネルギー社会作り）

以下に、フォーラム開催の様子を示す。

国内フォーラム会場の様子

発表の様子①
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発表の様子②

パネルディスカッションの様子
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5.

次年度以降に向けて
本年度の適応事業においては、FS 事業の実施、グッドプラクティス事例集の拡充版の作

成、及び国際発信等を通じて、我が国企業が有する多くの技術や製品が、途上国の適応ニ
ーズに貢献できるものであることが明らかになった。
同時に、国内セミナー、個別相談、メールマガジンの発信、及び適応ビジネスガイドブ
ックの作成等を通じ、我が国企業に対して幅広く適応ビジネスのポテンシャルの普及・啓
発を促した。メールマガジンの登録者数は 300 名を超え、国内フォーラムには 100 名の参
加者を集める等、我が国企業が途上国における適応ビジネスの展開に高い関心を有してい
ることの確認ができた。
また、我が国企業による SDGs への取組が進む中、SDGs と適応のシナジー効果が、特に
事業効果の見える化や表彰によるインセンティブ付与の観点において見込めることも明ら
かとなった。
また、平成 28 年度の環境省による気候変動情報プラットフォーム（A-PLAT）の開設、並
びに平成 30 年 2 月 20 日付の気候変動適応法案の閣議決定を経て、適応策の推進に関して
は、本事業においても連携した JETRO、JICA、環境省及び国立環境研究所等も、更に活動
を活発化させていくものと想定される。
このような状況を鑑み、次年度以降においては、グッドプラクティス事例集を更に拡充
し、適応ビジネスの認知度向上による普及・啓発、及び具体的ビジネス組成に関するノウ
ハウの共有を継続することが望ましいと考える。また、先行事例の成果を踏まえた効果の
見える化及び指標の在り方の検討を深化させ、先述の他機関等による普及・啓発活動への
側面支援を通じ、我が国企業による適応ビジネスのより一層の展開を後押ししていくこと
が期待される。
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日本企業による
適応グッドプラクティス事例集

2017年11月

はじめに
本書は、経済産業省の「平成29年度気候変動適応効果可視化事業（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）」の一環で作成されました。
気候変動への適応（気候変動の影響の軽減・リスクへの備え）は、気候変動の緩和
（温室効果ガスの排出抑制）と共に温暖化対策の重要な柱です。特に、気候変動
の影響に脆弱な途上国においては、適応策は喫緊の課題です。
これまで、日本企業が関与する気候変動対策は緩和策を中心に進められてきましたが、
気候変動対策を一層強化するには、適応策の推進が不可欠です。企業には、気候
変動によるリスクに対処すると同時に、成長著しい途上国における新しい事業機会と
捉え、企業の成長につなげていくことが求められています。

経済産業省では、こうした状況を踏まえ、平成24年度より、途上国における適応策へ
の日本企業の貢献を後押し、適応ビジネスの活性化につなげることを目的とし、適応
事業における日本の取り組みの在り方に関する調査・検討や、日本企業の優れた
技術等を活用した適応分野での貢献の実現可能性調査（FS）を実施してまいりま
した。
また、平成27年11月には、我が国の「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定
され、国内でも政府一丸となり適応策を推進しています。
本書は、これまでの経済産業省による支援の成果をはじめ、自社独自の取組により
途上国において様々な分野で具体的な適応ビジネスを展開している日本企業の活動
事例をグッドプラクティスとして紹介するものです。
本書を通じ、適応ビジネスの具体的なイメージの把握に繋がり、ひいては、新たに
途上国での適応ビジネスの展開を検討される皆さまの案件組成のお役 にたてば
幸いです。
最後に、本書の作成にあたり、取材にご協力いただきました企業関係者の皆様に、
心から御礼を申し上げます。
平成29年11月
経済産業省 産業技術環境局 地球環境連携室
本資料は、経済産業省の「平成29年度気候変動適応効果可視化事業（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 三菱 UFJモル ガン ・
スタンレー証券株式会社が作成したものである。

目次
No

分野

タイトル

企業名

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

地球を診る
「アースドクター」

川崎地質
株式会社

②

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

災害からビルを護る／
各種ハザード情報の
活用

清水建設
株式会社

③

自然災害に対する
インフラ強靭化

高潮や海面上昇の
脅威から住民を守る

大成建設
株式会社

④

エネルギー
安定供給

環境変化に強い
ハイブリッド発電制御
システムの導入

株式会社
九電工

⑤

エネルギー
安定供給

災害時のエネルギー
供給への影響による
被害を軽減する

パナソニック
株式会社

⑥

食糧安定供給・
生産基盤強化

「バイオサイクル」で持続
可能な農業に貢献

味の素株式会社

⑦

食糧安定供給・
生産基盤強化

従来作物の栽培環境
の変化に対応する

Dari K株式会社

⑧

食糧安定供給・
生産基盤強化

塩害地域での高品質
緑豆の生産

株式会社
ユーグレナ

⑨

食糧安定供給・
生産基盤強化／
保健・衛生

有機土壌植林による
洪水抑制と生態系
保護による循環型
ビジネスモデルの構築

フロムファーイースト
株式会社

⑩

食糧安定供給・
生産基盤強化

コンポスト土壌改良材
による収穫量の向上

株式会社カワシマ

持続可能な開発目標（SDGs）

No

分野

タイトル

⑪

食糧安定供給・
生産基盤強化

ロールプランター で
砂漠を農地に

東レ株式会社／
ミツカワ株式会社

⑫

保健・衛生／
食糧安定供給・
生産基盤強化

頻発する山火事による
動植物への影響を
軽減する

シャボン玉石けん
株式会社

⑬

保健・衛生

気候変動の影響による
感染症増加を防ぐ

住友化学
株式会社

⑭

気象観測及び
監視・早期警戒

洪水等による被害の
軽減に貢献する

日本電気
株式会社

⑮

企業名

®

気象観測及び
一般財団法人
監視・早期警戒
ビッグデータ提供による
リモート・センシング
／食糧安定供給・ 気候変動への対応支援
技術センター
生産基盤強化

⑯

資源の確保・
水安定供給／
保健・衛生

イオン交換膜による
安心・安全な水の確保

旭硝子
株式会社

⑰

資源の確保・
水安定供給／
保健・衛生

誰でも使える水質計測
キットで水害による
被害を抑制

オプテックス
株式会社／
富士通株式会社

⑱

資源の確保・
水安定供給

雨水貯留システムに
よる水害被害の抑制
及び水不足の解消

積水化学工業
株式会社

⑲

資源の確保・
水安定供給

水害による水質汚染に
対応する

ヤマハ発動機
株式会社

⑳

気候変動リスク
関連金融

異常気象がもたらす
金銭的損失を軽減
する

損害保険ジャパン
日本興亜
株式会社

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
地球を診る「アースドクター」

川崎地質株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

気候変動の悪化による地すべり、土石流や洪水に
伴う土砂災害の影響が深刻化している。
川崎地質は、自社の技術とノウハウを活用した土
砂災害に対する防災・減災事業を実施することで、
災害に耐性のある社会インフラ構築に貢献する。

＜経緯＞
平成25～27年度の経済産業省「途上国における適応
対策への我が国企業の貢献可視化に向けた実現可能性
調査」の採択事業。当初、気候変動への脆弱性が高い地
域として大メコン圏全体を対象としていたが、現地での事業
実施体制がいち早く構築されたベトナムから事業展開を開
始した。
＜本事業のビジネスモデル＞
2014年に駐在員事務所を開設し、政府・企業にコンサル
ティングサービスと啓蒙活動を展開。ベトナム電力総公社
（EVN）からの受注に成功したほか、観光地ダラットの
地すべり発生地域で地すべり調査を実施し、避難警戒態
勢の構築及び地すべり防止対策工法の提案を行った。

＜本事業に関連するSDGs＞

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

【製品・技術】

地すべりハザードマップの作成例

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て土砂災害の
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

【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、EVNからの受注に
結実した。今後は、不十分な防災財源、不十分な官民連携体制、また、低い技術水準といった課題を乗り越え
るため、防災・減災についての啓蒙活動と技術者育成を長期的に継続することが重要である。大メコン圏全般に
地すべり対策が必要なプロジェクトが多く計画されており、ベトナムでの事業展開を梃に、大メコン圏域諸国への
事業展開を図っていく。

【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/

② 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
災害からビルを護る／各種ハザード情報の活用

清水建設株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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。

＜経緯＞
インドネシア・ジャカルタ市内のオフィス・店舗などを
運用する複合施設プロジェクトにおいて、自然災害が
多発する日本で培った清水建設の防災技術に高い
期待を抱く発注元のインドネシアの不動産会社からの
依頼により、「シミズ海外ハザード評価システム」を
用いた立地分析を行った。その結果、建設予定地
には、集中豪雨や落雷のリスクがあることが判明した。
＜本事業のビジネスモデル＞
BtoBビジネスとして、民間企業の施設計画時に提案
した。集中豪雨リスクの対策として、十分な雨水排水
計画、電気系統の設置場所を冠水レベルより上部へ
の変更、地下の浸水対策として防潮板の設置等を
盛り込んだ設計・施工を行っている。
＜本事業に関連するSDGs＞

シミズ海外ハザード評価システム

【製品・技術】
シミズ海外ハザード評価システム：Google Earthをインターフェースとして、国連やNASA等、11機関16種類の
公開データベースを統合したものであり、世界の任意の地点を選択するだけで、ピンポイントの最新データを瞬時に
まとめて入手することを可能とする。このシステムの活用と、清水建設が有する高度な建設・施工技術を組み合わ
せることにより、最適な建設地の選定や想定される災害リスクに合わせた耐災害性の高いビルの建築が可能となる。

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
施設オーナーがターゲットとする顧客層のニーズに、提案技術がもたらす環境及び防災対策が合致した結果、
ビジネスにつながった。さらなる展開には、適応策から製品やサービスを生み出し、価値を創出するビジネスモデルの
構築が重要である。

【実施企業の紹介】
1804年に創業。1838年に江戸城西の丸造営に参加し、社会的な信用を高める。我が国の洋風建築のパイオ
ニアとして多くの「日本初」の建設の実績を積み重ね、3世紀目を迎えた現在のビジネスは世界各地に及んでいる。
地球社会への貢献を第1の経営理念として掲げ、温暖化への適応においても、他に水位制御等の優れた土木技
術を駆使したインドネシアの泥炭地の乾燥による作物減少の改善を含む多数のプロジェクトを展開している。
https://www.shimz.co.jp/

③ 自然災害に対するインフラ強靭化
高潮や海面上昇の脅威から住民を守る

大成建設株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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。

＜経緯＞
モルディブの首都マレ島は地盤が平坦で、平均海抜が
約1.5mと低いため、高潮の被害が続発していた。
特 に 1987 年 と 1988 年 の 異 常 高 潮 で は 、 既設 の
海岸護岸施設や家屋に600万ドル規模の被害があり、
首都機能が麻痺。また、地球温暖化による海面上昇
問題で水没の危機にも見舞われている。モルディブで
は、建設資材の多くを輸入に頼らざるを得ないため、
コンクリート骨材を含めマレーシア、シンガポールなど
近隣諸国から運搬し、工事用水や作業員の生活用
水には海水脱塩装置により塩分を除去した海水を
利用した。自然への悪影響を極力回避するため、
コーラルストーンの採掘は行わないなどの配慮も行った。
そ の結果、2004年12月 のスマトラ 沖大地震では
マレ島の人的被害はゼロで、物的損害も大幅に軽減
され、人命と首都機能の保全に大きな成果を齎した。

工事初期段階のマレ島の鳥瞰図

＜本事業のビジネスモデル＞
日本政府の無償資金協力により護岸建設を実施。
1987年、マレ島南岸の消波堤工事に着手し、その後、
マレ島周囲約6㎞にわたり堅固な護岸の整備を実施
した。
＜本事業に関連するSDGs＞

護岸のイメージ

【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。

【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。

【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。
http://www.taisei.co.jp/

④ エネルギー安定供給
環境変化に強いハイブリッド発電制御システムの導入

株式会社九電工

【適応課題への貢献】

【活動内容】

離島等の地域では、送電網で送電できないため主に
ディーゼル発電機で地域グリッドを構成しており安定的な
電力供給が出来ず、常に電力需給が逼迫している状況
にある。更に、離島は地形的に自然災害に対する脆弱性
が高いケースが多く、様々な気象条件に耐えうる電力
システムを構築することが必要である。
九電工が有するハイブリッド発電制御システムは、太陽光
発電の不安定な電力を自律的に安定したうえで電力供
給を行うオングリッド型システムであり、エネルギー管理シス
テム（EMS）による再生可能エネルギーの最適な電力
制御を通じて気象やその他環境の急激な変動への対応
も可能とする。

＜経緯＞
スンバ島西部では、インドネシアの技術評価
応 用 庁 （ BPPT ） が 、 太 陽 光 発 電 設 備 、
レドックスフロー蓄電池、非常用ディーゼル発電機で
構 成さ れ るハ イ ブ リ ッド 発電 施設 の実 証試 験を
行っていた。しかし、発電・蓄電が正常に稼働せず、
マイクログリッドへの安定した電力供給が十分出来
ていない状態にあった。2015年10月にBPPT
関係者がハウステンボス・技術センターと九電工が
構築した再生可能エネルギー主体のマイクログリッド
を視察し、インドネシアへの技術導入を要望した。
また、2016年7月に平成28年度環境省事業
「途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業」
に採択された。

九電工実証範囲

＜本事業のビジネスモデル＞
将来的には、現地拠点を設立し、電力公社等から
の 受 注 に よ り 設 計 （ Engineering ） ・ 調 達
（Procurement）・建設（Construction）を
手 が け る EPC 事 業 を 展 開 す る 事 業 戦 略 を
立てている。
＜本事業に関連するSDGs＞

インドネシア・スンバ島マイクログリッド施設概要

【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。蓄電システムには、
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。

【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箇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、主管するエネルギー鉱物
資源省に導入計画の働き掛けを行う。また、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。

【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/

⑤ エネルギー安定供給
災害時のエネルギー供給への影響による被害を軽減する

パナソニック株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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。

＜経緯＞
2006年に、当時のウガンダ共和国副大統領府大臣が
来日した際、パナソニック社のソーラー施設（三洋電機
ソーラーアーク）を見学。後日、副大統領より協力を要請
されたことから、得意とする蓄エネ、創エネ技術を活用した
研究開発に着手、「ソーラーランタン」の誕生へとつながる。
2013年2月には創業100周年となる2018年までに10
万 台 のソ ーラ ーラ ン タ ン を途 上国 に贈 るパナソ ニ ック の
「ソーラーランタン10万台プロジェクト」を創設。

ソーラーストレージ

＜本事業のビジネスモデル＞
• 気候変動に伴う災害増加による住民の生活環境への
影響が懸念されるミャンマー、インド、ケニア、エチオピア
等でソーラーランタンまたは、ソーラーストレージを国際
機関やNGO等に販売する。
• インドネシアでは、在インドネシア日本大使館の草の根
無償協力のもと、既に「パワーサプライコンテナ」を離島の
学校に設置し、子供たちの学びの場を支援している。
非常用電源の提供により、夜間や停電時における、
教育機会の提供、防犯、マラリア発生率の高い熱帯
地域においては迅速な検査や治療を可能とする。
＜本事業に関連するSDGs＞

住民の生活にもたらされた明かり（エチオピア）

【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」

【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。

【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本事業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も実施している。
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。
http://panasonic.net/sustainability/jp/lantern/

⑥ 食糧安定供給・生産基盤強化
「バイオサイクル」で持続可能な農業に貢献

味の素株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

農業が基幹産業である多くの途上国では、気候変動
の影響で耕作可能な農地が減少し、穀物生産量の
減少が懸念される。
味の素は、資源循環型生産モデル「バイオサイクル」を
運用することで、農産物の品質改善と農地の収益性
の向上を可能とし、更に、化学肥料（窒素分）利用
の削減、製造部門のCO2排出量削減、また生産
過程の廃棄物縮減を実現している。

＜経緯＞
味の素は、アミノ酸原料を地域で安定的に調達する
ため1960年代より「バイオサイクル」を世界各地の工場
で実践、同社世界最大規模のブラジル工場においても
、進出した操業開始の頃より導入した。

【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。
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。

＜本事業のビジネスモデル＞
「バイオサイクル」は、資源を循環し自然資本を回復・
増強するビジネスモデルである。ブラジルでは、アミノ酸
発酵工程由来の副生物（コプロ）を飼料や有機肥料
として地域農家に販売し農地に還元することで99%
再資源化に成功した。2012年5月には、バイオマス
ボイラーを導入し、搾りかす（バガス）を燃料とする「燃
料のバイオサイクル」へと拡大、2014年には工場で使う
エネルギーの約40％をバイオマス燃料で安定調達して
いる。
＜本事業に関連するSDGs＞

◀バイオサイクルの概要
左図は味の素グループが1年間で世界確定で生産するうま味調
味料「味の素®」を50万として、その原料がすべてサトウキビと仮
定して表したモデル

▼ブラジルのブドウ農家

【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。

【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ヵ国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。
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/

⑦ 食糧安定供給・生産基盤強化
従来作物の栽培環境の変化に対応する

Dari K株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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。

＜経緯＞
H26年度独立行政法人国際協力機構（JICA）
「協力準備調査（BOPビジネス連携促進） * 」、
H27年度 経済産業省「途上国における適応対策
への我が国企業の貢献可視化に向けた実現可能
性調査」の採択事業。

▲ 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

【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、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蒙活動を実施。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。

*現：途上国の課題解決型ビジネス（SDGsビジネス）調査

＜本事業のビジネスモデル＞
• インドネシアでは、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カカオへの
転作を目指すとともに、高付加価値カカオ・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。
• 具体的には、カカオ生産に従事する農家に
対する啓発活動と並行して発酵技術の指導、さ
らには発酵させた高品質なカカオ豆の買い取りに
よる出口確保を行い、サプライチェーン上流での
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。同時に、
自ら輸入・加工することで高品質チョコレートを
製造、インドネシア産カカオの低品質イメージの
払拭に貢献している。
＜本事業に関連するSDGs＞

【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

【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/

⑧ 食糧の安定供給・生産基盤強化
塩害地域での高品質緑豆の生産

株式会社ユーグレナ

【適応課題への貢献】

【活動内容】

気候変動による海水面の上昇により海岸浸食 や
河川や地下水を通じた塩水浸入で塩害が深刻化し
ている。ユーグレナは、塩害地域で、適切な栽培管理
に基づく農業技術を導入した緑豆栽培に取り組むこ
とで、農民の雇用機会の創出による貧困の解消、
緑豆の収穫量・品質の向上による収入の増加、
栄養価の高い緑豆を安価で国内販売することによる
生活水準の向上に貢献している。

＜経緯＞
マイクロファイナンスの実態に関心があった佐竹右行氏
（現グラミンユーグレナCo-CEO）が、自身が受講して
た「日本元気塾」の研修の一環でバングラデシュ視察に
参加し、農村の実態調査を行ったことがきっかけとなり、
2010年にグラ ミン グループと合弁会社 （現グラ ミン
ユーグレナ）を設立。同年より緑豆の実証栽培を開始
し、平成24～27年度の経済産業省「途上国における
適応対策への我が国企業の貢献可視化に向けた実現
可能性調査事業」の実施等を経て、2012年より栽培
面積を大規模化、同年から日本への輸出を開始した。
＜本事業のビジネスモデル＞
グラミンユーグレナは、農家への栽培指導、緑豆の国内
販売、日本向け緑豆の商品化（選別）と輸出を行い、
ユーグレナは日本のもやしメーカーに緑豆を販売する。
2016年にバングラデシュ政府系開発機関PKSFとの業
務提携を合意し、更なるプロジェクト拡大を図っている。
PKSFは約2,000万人の農家ネットワークを活用して農
家のプロジェクト参加を促進する。そのために必要な活
動費は国連機関である国際農業開発基金（IFAD）
の補助金を活用することを合意した。
＜本事業に関連するSDGs＞

* PKSF = Palli Karma-Sahayak Foundation
IFAD = International Fund for Agricultural Development

◀ 緑豆の選別作業

▶ 緑豆の袋詰作業

【製品・技術】
除塩作業：代掻き、灌漑
耐塩性品種の開発：塩分濃度別ポット試験栽培、
テストベット試験
大量生産における品質向上：耕起、カルシウム施肥、
播種時期の見直し
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

【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。緑豆の生産量は順調に
増加、2017年度時点で、プロジェクトに取り組む農民の数は5,000名を越え、農地は合計2,400haを超える規
模に拡大している。今後は、栽培地域や栽培作物の多様化等を図り、更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。

【実施企業の紹介】
同社は、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。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)を受賞。
http://www.euglena.jp/

⑨ 食糧安定供給・生産基盤強化／保健・衛生
有機土壌植林による洪水抑制と生態系保護による循環型ビジネスモデルの構築
フロムファーイースト株式会社
【適応課題への貢献】

【活動内容】

気候変動により頻発する干ばつ、洪水、台風、地滑り
等は、地域の生態系や多くの途上国の主要産業であ
る農業に大きな被害を与えている。フロムファーイースト
による有機土壌改良剤を利用した植林活動は、防風
や土砂災害の抑制や生態系の回復を促し、農産物
及び医薬品原料の生産能力の向上に貢献する。

＜経緯＞
2013年からカンボジアで美容学校を経営。染料の
調達においてIKTT（クメール伝統織物研究所）と
提 携 し 、 IKTT が 行 っ て い た 森 林 再 生 プ ロ ジ ェ ク ト
「伝統の森」をベースに、適応事業として、洪水抑制効
果の高い植物を中心とした複合的な植生計画を策定。
平成26～28年度の経済産業省「途上国における
適応対策への我が国企業の貢献可視化に向けた
実現可能性調査事業」の採択事業として、事業の
拡大を図ってきた。

●独立した大木
●本事業による開墾
エリア

◀ 植生計画の
イメージ

＜本事業のビジネスモデル＞
カンボジア農村部において土地改良剤を利用 した
植林から、製品開発、日本での販売、環境への
再投資という循環型事業「森の叡智」事業を展開。
高付加価値製品として日本市場（イオン・東急ハンズ
等）で販売した利益を植林面積の拡大等に再投資
することで、安定的な原材料の供給体制を確立。
＜本事業に関連するSDGs＞

▶ 日本販売製品：

(左上)モリンガタブレット
(左下)モリンガオイル
(右)オーガニックシャンプー

フロムファーイースト
（土壌改質剤無償提供）

IKTT
（農業指導）

農業従事者
(植物栽培・
原料抽出）

フロムファーイースト
（植物買い取り・
製品化・販売・再投資）

本事業のビジネスモデル

【製品・技術】
有機栽培かつ栽培資材費用を抑制し安定的に生産量を上げるため、日本で有機栽培における生産向上の実績
のある（有）コズミックが有する土壌改良技術を用いて土壌改良を行い、シャンプーや石鹸、ヘアカラー剤等の
美容関連消費財の原材料の生産。同社ウェブサイトや効果的な営業戦略により国内大手小売りと販売網を
構築し、日本市場向けの販売を拡大している。

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
美容学校経営を通じた現地ネットワークと自社のノウハウ・技術を活用し、政府・ドナーの支援や収益が見込める
循環的な事業モデルを構築してきた。さらなる展開として、加工・製造の現地化による農民の所得向上額の増加
を図る。また、太陽光や小水力事業者等、多業種企業の呼び込みにより揚水や加工機の動力調達を促す等、
利益率5割超の事業への成長を見込む。

【実施企業の紹介】
2003年に美容商材の開発・販売で創業。「心の幸せ、身体の幸せを日本から世界へ」を経営理念に、日本の
美容業界で蓄積された高水準の技術を途上国に持ち込み、現地の人々ともに「環境保護＝経済発展」の
ビジネスを目指している。カンボジアで2014年に開始した「森の叡智」事業から原材料を調達するナチュラルコスメ
「みんなでみらいを」を自社ECサイトと日本国内の大型小売店で販売している。同事業の成果について2015年
パリ開催のCOP21で発表した。2017年5月、金沢工業大学が日本初の取組として創設した「SDGsビジネス
アワード2017大賞」を受賞。
http://minnademiraio.net/

⑩ 食糧安定供給・生産基盤強化
コンポスト土壌改良材による収穫量の向上

株式会社カワシマ

【適応課題への貢献】

【活動内容】

頻発する干ばつ等による水不足の深刻化により、農産
物への被害が増大し、食糧自給率が低下している。
また、貧困率が高く、就業人口の多くを農民が占める
途上国では、干ばつ等の影響を受けやすい脆弱な環
境下で、農業の生産性向上が社会政策的にも喫緊
の課題となっている。コンポスト（堆肥）プラントの導
入による、家庭ごみと農業廃棄物から良質の堆肥を
生産して有機肥料供給体制の構築を支援する事業
は、土壌を改善しながら収穫量を回復させ、食糧の
供給における適応策と貧困問題の解決に貢献するも
のである。

＜経緯＞
スリランカ国では、経済の発展、生活の多様化等により、
家庭ゴミの排出量が増加している。家庭ゴミは、ゴミ
処分場で、開放投棄により処理されているが、悪臭・
衛生・地下水汚染の問題が発生、残余年数も少なく
なっている。家庭ゴミの約55%は、有機性廃棄物で
ある生ゴミである。生ゴミを減容化する効果的な方法
は、好気性発酵させてコンポストにしてリサイクルする
ことである。 そこで、平成25年度に独立行政法人
国 際協力機構（ JICA）の「中小企業 海外 展開
支援事業―普及・実証事業」に採択され、2017年
4月に竣工。その後、スリランカ政府に追加で9台納入
した。
＜本事業のビジネスモデル＞
株式会社カワシマが日本で機器を製造し現地政府向
けに輸出、現地の提携企業がメンテナンス、運転管理、
施工監理等を行う。
＜本事業に関連するSDGs ＞

スクリュー型コンポストプラント「RA-X」

【製品・技術】

有効微生物飼料「BA-X」

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。

【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・実証事業を通した支援は必須だった。同事業で、
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事業化につながった。中長期的には、アジア
への事業展開を計画している。

【実施企業の紹介】
株式会社カワシマは、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/index.html

⑪ 食糧安定供給・生産基盤強化
ロールプランター®で砂漠を農地に

東レ株式会社／ミツカワ株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

気候変動の影響による干ばつに伴う砂漠化の進行
は、農地不足及び食糧不足を招いている 。また
南アフリカのような鉱業が盛んな国においては、鉱山
事業によって発生した鉱山残土の集積地（マイン
ダンプ）は有毒な化学物質等を含んでいるが 、
降雨が少ないため土壌汚染と砂漠化が進行して
おり、マインダンプからの砂塵飛散により近隣住民へ
の健康被害や農作物の汚染等の被害をもたらして
いる。東レが、ニット生地 製造・販売会社の
ミツカワと共に開発した筒状の農業資材繊維
「ロールプランター ® 」は、砂漠・荒廃地の農地化と
マインダンプの砂塵飛散防止と緑化に貢献する。

＜経緯＞
2010年に展示会においてロールプランター ® を紹介した
際に、南アフリカ大使館関係者が本技術に着目し、現地
のマインダンプにおいてロールプランター®を用いた小規模な
デモ実験を実施、緑化に成功した。2012-13年度経済
産業省「途上国における適応対策への我が国企業 の
貢献可視化に向けた実現可能性調査」の採択事業。また、
2013年よりUNDPの「包括的な市場の開発（IMD）プ
ロジェクト」のもとで、ミツカワ、点滴潅漑システムを作るネタ
フィムジャパンと共同で「農業振興ビジネスモデル」を開発中。
＜本事業のビジネスモデル＞
南アフリカの各地でロールプランター®を設置した実証栽培
を実施し、現地で製品の啓発活動を展開。マインダンプに
おいては2016年よりバイオ燃料の原料となる環境ストレス
に強いイネ科植物（ソルガム）の栽培を開始。将来的に
バイオ燃料販売により住民の所得向上につながると期待し
ている。また、ロールプランター®の編み機を南アフリカに納入
し、現地で生産できる体制を構築。ミツカワの監督の下、
機械操作やメンテナンス方法等を現地ワーカーに指導して
いる。
＜本事業に関連するSDGs＞

◀ マインダンプに設置され
たロールプランター®

▶ 緑化に成功したマインダン
プ。ロールプランター®を格
子状に設置することにより
砂塵の飛散防止にもなる。

【製品・技術】
ロールプランター ®：植物由来のポリ乳酸（PLA）繊維を筒状にした農業資材で、東レのPLA繊維をミツカワの
技術で編んだもの。PLA繊維は紫外線に強く耐久性に優れているため植生に適しており、トウモロコシの澱粉から
作られた繊維で最終的に水と二酸化炭素に分解されるため、環境への悪影響もない。
土を充填したロールプランター®を土地に並べ、プランターの間に種を蒔いて種子を根付かせる。ロールプランター®は
保水性・通気性が高いため、根の温度が適正に保たれ、砂漠・荒廃地、コンクリート上でも農作物を育てることが
できる。また点滴灌漑システムと組み合わせ、水と肥料を効率的に供給することができる。

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
ロールプランター®によって植生が困難な砂漠や荒廃地等の土地が農地化・緑化できること、製品の設置や使用
方法が容易であることが、現地のニーズに合致した。同国での事業を本格化するため、今後も継続的に現地政府
・関係者への啓発活動を実施し、実証実験を重ねていくことが重要。また同様の課題を抱える他のアフリカ諸国で
の展開を目指す。

【実施企業の紹介】
東レ株式会社：1926年創業の化学メーカー。ナイロン、ポリエステル、アクリル等の繊維を始め、プラスチック・
ケミカルや情報通信材料等、日用雑貨から産業用途の化学製品を幅広く展開。グループが目指す企業イメージ
の一つに「グリーンイノベーションの東レ」を掲げ、地球温暖化防止や資源の有効活用につながる画期的な技術や
製品の開発に取り組んでいる。ロールプランター®で第24回地球環境大賞の経済産業大臣賞を受賞。
http://www.toray.co.jp/

ミツカワ株式会社：1973年創業のニット生地の製造・販売会社。差別化素材の開発など自社独自の技術開発
を行い、新素材を発信している。国内ではロールプランター ® を使用した屋上・校庭緑化事業も展開し、ヒート
アイランド現象の緩和に貢献している。
http://mitsukawa.com/

⑫ 保健・衛生／食糧安定供給・生産基盤強化
頻発する山火事による動植物への影響を軽減する

シャボン玉石けん株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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作っていると
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
消火に比べ少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。

＜経緯＞
泥炭地は、地中に大量の炭素を含むことから、乾燥に
よる森林火災が発生すると消火は非常に困難で長期
化する。世界の熱帯泥炭地の約半分を有する
インドネシアは、「地球の火薬庫」と称され、同国では
深刻な問題である。シャボン玉石けん株式会社は、
2013年から独立行政法人国際協力機構（JICA）
の支援により、インドネシア泥炭地向けの泡消火剤の
研究開発・実証事業を実施。
＜本事業のビジネスモデル＞
2015 年 よ り 、 現地 の有力 火災 対策 資機材 販 売
会社に販売を開始し、2016年からJICAの支援により
インドネシアでの市場調査を実施。乾季に頻発する
森林火災で生じる泥炭からの煙害の減少や、消火に
よる森林保護により、動植物の生息域の保全等に
貢献している。将来的には、現地生産も視野に入れて
いる。
＜本事業に関連するSDGs＞

◀ 消火の様子

【製品・技術】

▶ 現地関係者
への説明

石けん系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。

【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。

【実施企業の紹介】
1910年「森田範次郎商店」創業（1987年、現社名に変更）。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年に石けん系消火剤を商品化し
販売を開始した。
https://www.shabon.com/message/index.html

⑬ 保健・衛生
気候変動の影響による感染症増加を防ぐ

住友化学株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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。

＜経緯＞
もともとは工場の虫除けの網戸として使われていた技術を、
マラリアに苦しむ人々のために役立てられないかと考え、研究
開発を積み重ねた結果、ポリエチレン樹脂に防虫剤を練りこ
み、薬剤を徐々に表面に染み出させることで繰り返し洗濯を
しても防虫効果が長期間持続する蚊帳「オリセット®ネット」
を開発。 さらに、当該技術を発展させ、抵抗性を持つマラリア
媒介蚊にも有効な「オリセット®プラス」を開発した。

「オリセット®ネット」で喜ぶ子供

＜本事業のビジネスモデル＞
• タンザニアのAtoZ社に製造技術を無償供与し、2003年
9月には現地生産を開始した。さらに拡大する需要に
対応するため、A to Z社とJVで「オリセット®ネット」生産
会社を設立。この事業を通じて最大7000人の現地雇用
を生み出すなど、地域経済の発展にも貢献している。
• 2010年には、アジアの生産拠点と合わせて年間最大
6000万張の生産体制を構築。現在、世界基金（The
Global Fund）、国連児童基金（UNICEF）などの
国際機関を通じて80か国以上の国々に提供されている。
• さらに、2011年以降はケニアやアジア諸国のスーパーマー
ケットを通じて、一般消費者向けの販売を開始し、多様な
販売チャネルの開拓にも注力している。
＜本事業に関連するSDGs＞

生産現場

Photographs © M.Hallahan

【製品・技術】
オリセット®ネット／オリセット®プラス：当該製品は、「スミカ・サステナブル・ソリューション」認定製品である。
ポリエチレンにピレスロイドという防虫剤を練りこみ、薬剤を徐々に表面に染み出させる技術「コントロール・リリース」
を取り入れた防虫剤処理蚊帳。製品の特徴は下記のとおり：
• 従来のポリエステル製蚊帳と違い、ポリエチレン製で、糸が太く、耐久性がある。
• 防虫効果が5年以上持続する。
• 暑いアフリカでも使いやすいよう、網目の形状を工夫し、風通しが良い。

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
開発当初は、世界的に新しい商品であったため、認可プロセスを含めた提案を国際機関や途上国政府に対して
行い、導入を実現した。今後は、蚊帳に留まらず、各地の環境に合った薬剤の処置等、生態系を踏まえた総合的
な防蚊対策としての展開を図っていく。

【実施企業の紹介】
1913年、愛媛県新居浜市の別子銅山で銅の製錬の際に生じる排ガス煙害を解決するため、 その原因である
亜硫酸ガスから肥料を製造することを目的に設立された。現在、100を超えるグループ会社とともに、石油化学、
エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連事業、医薬の5分野にわたり、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。オリセット®ネットの取り組みが評価され、The 2012 GBC
Health Business Action on Health Awards等を受賞。
（参考）「スミカ・サステナブル・ソリューション」の取り組み：
https://www.sumitomo-chem.co.jp/csr/process_product/

⑭ 気象観測及び監視・早期警戒
洪水等による被害の軽減に貢献する

日本電気株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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、気象観測及び監視・
早期警戒分野の適応策となる。

＜経緯＞
2015年11月から2016年3月まで、タイ北部ウッタラ
ディット県において、本システムを活用した浸水区域を
予測する実証実験を実施。
＜本事業のビジネスモデル＞
タイの国家災害警報センター（NDWC）にとって、
防災ICTにおける初の日・タイ協力プロジェクトであり、
総務省から受託した「タイにおける洪水シミュレータの
展開に向けた調査研究」の一環として、在タイ日本
国大使館とも協力しながら実施した。
＜本事業に関連するSDGs＞

【製品・技術】
リアルタイムシミュレーション

アラート機能

洪水シミュレーションシステム：
• 気象データ（観測雨量・予測雨量）、地形
データ（最高値、土地利用用途）、河川データ
（河川網、水位、下水道網など）を基にシミュ
レーションを行い、洪水による浸水区域・最大浸
水高を予測。
• 50m 程 度 の 三 角 形 メ ッ シ ュ で の 詳 細 な シ ミ ュ
レーションが可能。また、最大7日先までの1時間
ごとのシミュレーションが可能なため、洪水発生前
に危険地域に警報を発出することで被害の軽減
に貢献。
• 平時においても過去の雨量データを用いたシミュ
レーションにより洪水に危険エリアを把握可能であ
り、ハザードマップの作成に有効。

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
防災のニーズが高いにも関わらず、優先順位が必ずしも高くない途上国において、公的資金を有効的に活用し、
事業を実現した。更なる展開のおいて、途上国の政策立案段階から現地政府機関との連携を図り、収集した
衛星データ等を活用したビジネス創出を視野に入れ、ライフサイクルコストを加味した質の高い技術の普及を通した
ビジネスモデルの確率を目指す。

【実施企業の紹介】
1899年、ウェスタン・エレクトリック社との合弁会社として創業。日本初の外資系企業となった。社会ソリューション
事業に注力する中、ビッグデータをはじめとする最新のICT技術を用いた社会インフラの劣化診断や老朽対策・
防災力強化を推進している。今後もタイでの洪水や土砂崩れを対象とした防災ICTの普及に貢献するとともに、
経験・ノウハウを活かし、他のアジア諸国での本システムの提案に取り組んでいく。
http://jpn.nec.com/press/201605/20160523_01.html

⑮ 気象観測及び監視・早期警戒／食糧安定供給・生産基盤強化
ビッグデータ提供による気候変動への対応支援
一般財団法人リモート・センシング技術センター
【適応課題への貢献】

【活動内容】

降雨や気温のパターンの変動による影響は、伝統的な
農業に経済が依存している国が多い途上国にとり深刻
な問題である。リモート・センシング技術センターは、主に
衛星観測データの統計処理及び可視化を行うことに
より、ユーザーによる気候変動への対応を可能とする
ソリューションを提供している。

＜経緯＞
RESTECはリモートセンシング事業の専門機関とし
て、35年以上にわたり地球観測データ の受信 ・
処理から地上システムの開発、校正・検証、そして
ユーザ ーへのデータ 提供まで一貫した衛星 観測
運用を行っている。地球規模の観測を行うには国際
協力は不可欠であり、これまで、宇宙航空研究
開発機構（JAXA）やアジア開発銀行等との業務
を通じ、2011年に発生したタイの首都バンコクの
大洪水に伴う洪水観測支援や、アジア諸国向けの
食糧供給量や農業気象に関する情報提供を実施
している。2014年、 タイで既に農家向けの『天候
インデックス保険』を展開していた損害保険ジャパン
日本興亜株式会社と共同で、気象観測のための
インフラと過去からの気象データが十分にないことが
保険の開発の障害となっていたミャンマーにおいて、
農家を対象にした同保険を開発した。人工衛星か
ら推定された雨量を活用した『天候インデックス保険
』の開発は、日本初の取り組みである。

少雨年

多雨年

衛星雨量データを用いて、
月累積雨量のモニタリング・
過去データとの解析結果を
可視化して提供する。
左図：ミャンマー、5月の累
積雨量マップ。少雨(2005
年）と多雨(2010年)の違
いを表している。
下図：任意エリア、 2004
～2014年の月別累積雨
量の比較。各年の平年値と
の違いを示している。

【製品・技術】
人工衛星などに搭載した観測機器（センサ）を使い、
離れた位置から地球表面等を観測するリモートセンシン
グ技術を用い、人工衛星、航空機、自動車、観測タワ
ー、船舶、ブイ等より取得したデータや情報を利用者に
提供することにより、森林管理、水資源管理、食料安
全保障、災害監視、国土管理等に貢献している。

＜本事業のビジネスモデル＞
ミャンマーの『天候インデックス保険』事業において、
損保ジャパン日本興亜（事例番号⑳参照）に
対 し 、 JAXA か ら 入 手 す る 衛 星 雨 量 デ ー タ
（GSMaPデータ）の統計処理を実施し、可視化
している。今後は、現地の農業従事者がスマート
フォンからアクセスできるアプリケーションの開発も計画
している。
＜本事業に関連するSDGs＞

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
民間セクターに周知を高め、より社会に貢献するため、下記の取り組みを実行していく。
• リモートセンシングデータの価値を社会に訴求：実装アプリを増大し、ソフト・ハード両面の環境を整備していく
• ４C：Customer Value（顧客価値）, Cost（顧客にとっての経費）, Convenience（顧客利便性）
Communication（顧客とのコミュニケーション）を軸に、ビジネスモデルを確立し、Society5.0やSDGsの達
成に貢献していく。

【実施企業の紹介】
1975年設立。翌年より画像解析装置の運用、1978年より衛星データ配布事業を開始。以降、衛星の運用か
ら観測データの受信・処理そして解析にいたるまで一貫したリモートセンシングに関する技術を蓄積し、その技術能
力を基に、研修による人材養成や国際的なプロジェクトに対する協力を積極的に推進。リモートセンシング技術を
用いて、人工衛星、航空機、自動車、観測タワー、船舶、ブイ等より取得したデータや情報をユーザーに提供する
ことにより、森林管理、水資源管理、食料安全保障、災害監視、国土管理等、幅広い分野に貢献すること
を目指している。
https://www.restec.or.jp/

⑯ 資源の確保・水安定供給／保健・衛生
イオン交換膜による安心・安全な水の確保

旭硝子株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

世界各地において、干ばつなどの気象現象による水
不足や地下水の塩分濃度の上昇等、水をめぐる環境
の悪化が深刻化している。同時に、良質な水を確保
するために、周辺環境への排水規制が強化されてきて
いる。イオン交換膜を活用した水浄化システムを導入し、
水の浄化・脱塩などを行い、農業用水や飲料水として
適した水を安定的に供給し、周辺環境及び人々の
保健・衛生事情の改善に貢献することが可能となる。

＜経緯＞
1990年代後半、井戸水の塩分濃度がWHO基準
値より高く問題を抱えていたイスラエルの公共団体から
引き合いがあり、１０箇所以上に導入した。その後、
排水規制が強化された中国でのニーズが高まり、中国
ではゼロ排水（Zero Liquid Discharge: ZLD）
設備とセットで 、産業施設における浄水及び 硫酸
ナトリウム等の有価物の回収を行っている。現在は、
干ばつによる水不足及び地下水汚染が悪化している
インドにおいて事業展開を図っている。

◀ 水処理のイメージ
▼ 電気透析浄化システム

＜本事業のビジネスモデル＞
旭硝子は、システムの心臓部にあたる電気透析槽の
設計を行い、コア技術であるイオン交換膜を輸出する。
提携先である現地エンジニアリング企業が周辺ユニット
を製作し、システムとして、顧客となる政府機関や民間
企業に納入している。
＜本事業に関連するSDGs＞

【製品・技術】
電気透析浄化システム：旭硝子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とおり：
• 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。

【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。
また、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年創業のガラスメーカー。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。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/

⑰ 資源の確保・水安定供給／保健・衛生
誰でも使える水質計測キットで水害による被害を抑制
オプテックス株式会社／富士通株式会社
【適応課題への貢献】

【活動内容】

異常気象の増加により多発する洪水は、下水・排水インフラ
が不十分な地域の河川の氾濫や冠水を招き、農作物への
被害や汚染された水による感染症等の健康被害を招いてい
る。また鉱業が盛んな地域では、多雨により鉱山から流出し
た重金属の拡散が問題になっている。
オプテックスが開発した「WATER it」は操作が簡単で誰にで
も 使 用 する こ と が でき 、 加え て 富士 通 のク ラ ウド サ ーバ ー
「FUJITSU Cloud Service IoT Platform」を活用するこ
とにより、各エリアで採取した水質データが自動で収集され、
簡単かつ迅速に測定情報を管理・分析することができる。こ
れにより、河川等の変化をいち早く把握することができ、想定
される被害に対策を講じることが可能となる。

＜経緯＞
従来は目視で確認していたものをデジタル化し、
2015 年 よ り オ プ テ ッ ク ス ・富 士 通 提 携 のも と
データ化を始めた。2016年１月より中国におい
て試験運用を開始 。そ の後、連携する日系
企業の動向に合わせて東南アジアでの展開を開
始。2016年度、ベトナムを対象に独立行政
法人国際協力機構（JICA）中小企業海外
展 開 支 援 事業 ・ 案 件化調 査 「 流 域水 環 境
管理能力向上のための簡易水質計測キットと
データ収集自動化技術の導入案件化調査」を
実施。
＜本事業のビジネスモデル＞
現地の代理店を通し、公的機関を中心に
システムソリューションを提供している。
＜本事業に関連するSDGs＞

工場・河川の水質を検査

検査結果を収集・蓄積

ポータブルタイプ
水質計測センサー機器

FUJITSU Cloud Service
IoT Platform

統計情報を可視化

WATER itのシステム構成

河川での計測の様子

学校教育での活用

【製品・技術】
WATER it（ウォーター イット）：専用試薬に
反応させた水をポータブルタイプの水質計測セン
サー機器にセットすることにより、水に含まれる
物質の含有量がデジタルで測定される。また、
これらのデータを富士通のクラウドサーバー
「FUJITSU Cloud Service IoT Platform」
に自動的にアップロードすることで、遠隔地からも、
各測定エリアの水質の状態をすぐに閲覧・管理
することが可能となる。

【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。人件費・設備等にコストをかけることが難しい途上国において、 WATER itは測定もデータ
分析も簡単かつ即座に実施することができるため、途上国のニーズに合致した。今後も政府系機関、教育機関、
地域住民等への啓蒙活動を幅広く展開し、水質管理が必要な民間企業への導入にも働きかけていく。

【実施企業の紹介】
オプテックス株式会社：1979年設立。1980年に世界初の遠赤外線利用の自動ドア用センサを開発して以降、
ニッチ分野で独自性の高い製品やサービスを提供し、セキュリティ分野、ファクトリーオートメーション分野など多岐に
わたるセンシング事業を展開している。また水質調査、ビルオートメーション、災害避難場所向け照明等、各種セン
サを通じた環境・防災製品を提供している。
http://www.optex.co.jp/

富士通株式会社：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。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/

⑱ 資源の確保・水安定供給
雨水貯留システムによる水害被害の抑制及び水不足の解消
積水化学工業株式会社
【適応課題への貢献】

【活動内容】

気候変動がもたらす干ばつによる水不足は、農業
生産量への被害を深刻化させる。また、異常気象の
増加は洪水被害をもたらす。積水化学工業の子会
社である積水テクノ成型株式会社が展開する雨水
貯留システム「クロスウェーブ」は、雨水を貯水槽に
貯めることにより、少雨の際は安定的な水の供給、
また豪雨の際は洪水の防止に貢献する。

＜経緯＞
インドでは、慢性的な水不足により、工場建設の際には
雨水を貯留する設備の設置が義務化されている等の
背景から、2010年に海外での販売を開始し、2017年
現在国内外で8000件以上の実績を有する。一般的
には工場敷地内での溜池造成が多いものの、駐車場
などの地下への設置が可能なクロスウェーブが、多くの
施主のニーズにマッチしている。他に、「海綿都市政策」
により、都市緑化及び防災を目的に雨水を地中に吸収
して循環利用できる都市を進める中国や、台風による
洪水被害が深刻な台湾での実績がある。ベトナムにも
展開を図っている。

◀ クロスウェーブ
▼ クロスウェーブ設置の様子

＜本事業のビジネスモデル＞
各国において、積水化学グループの現地法人が、現地
コンサルティング企業等との提携の上、事業推進を図り
、代理店を通じて販売している。インドでは現地生産、
他の国では日本から輸出している。
＜本事業に関連するSDGs＞

【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製貯留材を使用。
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。

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
インド及び中国では、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。
更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。

【実施企業の紹介】
1947年に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
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。
https://www.sekisui.co.jp/

⑲ 資源の確保・水安定供給
水害による水質汚染に対応する

ヤマハ発動機株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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。

＜経緯＞
水浄化ビジネスに取り組むきっかけになったのは1980年台、
インドネシアのバイク製造工場で働く現地駐在員の家族か
ら「水道の水が茶色い。鉄臭い」という苦情を受けた経験。
水道水を浄化する家庭用浄水装置を開発し、2010年か
ら現地で試験的に販売・運用したのが、現在のクリーン
ウォーターシステムの原型である。

◀ 水の浄化前・後

＜本事業のビジネスモデル＞
• 水資源への影響が懸念されるインドネシア、ベトナム、
セネガル、モーリタニア等において、現地政府やNGO等
を通じて病院や学校、村に「ヤマハクリーンウォーター
システム」を導入し、下痢や発熱などの病気の大幅な減
少に貢献している。
• 住民は水汲み労働から解放され生産・学習活動へ転
換、水配達や洗浄・製氷などの新ビジネスによる村落
開発など、暮らしに様々な変化が起こっている。
• ヤマハ発動機は、「ヤマハクリーンウォーターシステム」を
社会基盤整備に寄与すると同時に同社のブランド力向
上に資する商品ととらえ、水はあるが、飲用化のための
支援が届かない地域にドナー諸国・機関の支援を得な
がら、設置を推進している。
＜本事業に関連するSDGs＞

▶ 安全な水を飲む子供たち
（セネガル）

【製品・技術】
ヤマハクリーンウォーターシステム：水の浄化に、砂や砂利を利用する「緩速ろ過式」を採用している。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。

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
導入先に「水委員会」の設置を促し、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実施ししている
。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。ドナー資金へのアクセス、導入までのリードタイムの短縮、遠隔地の物流等の課題を踏まえ、更なる普及
を図っていく。

【実施企業の紹介】
1955年、二輪車メーカーとして設立された。以来、 製品を通じて世界の人々の暮らしに貢献することを目指して
いる。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共に船外機を導入。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、事業を通じた
「社会価値創造ビジネス」の展開でアフリカ各国の発展に貢献している。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/jp/ir/annual/annual2013/sp3.html

⑳ 気候変動リスク関連金融
異常気象がもたらす金銭的損失を軽減する

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

【適応課題への貢献】

【活動内容】

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。

＜経緯＞
2007 年 か ら 国 際 協 力 銀 行 （ 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 に お い て 『 天 候
インデックス 保険』の提供を開始。
＜本事業のビジネスモデル＞
• タイにおける保険募集は、ＳＯＭＰＯタイランドが、
タイ農業協同組合銀行（BAAC）のローン利用者
向けにBAACを通じて行っており、販売地域を当初
のタイ東北部１県のみから、現在はタイ東北部全域
（20県）まで拡大させている。
• 2014年には、ミャンマーのほかフィリピンでも『天候
イン デックス保険』を開発した。更に、現在では、
インドネシアでも商品開発プロジェクトが進行中。
＜本事業に関連するSDGs＞

保険商品説明会の様子（タイ）

【製品・技術】

ヒアリングサーベイの様子（ミャンマー）

天候デリバティブで培ったノウハウを元に、2007年から
国際協力銀行（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。これは、干ばつによる農作物の
収量不足を金銭的に補償するもの。
2014年には、ミャンマーにおいて、『天候インデックス
保険』を開発したが、人工衛星の観測データから推測
された雨量をインデックスとして活用する国内初の事例で
あった。

【成功の要因・さらなる展開に向けた課題】
現地のニーズを把握し、現地農家の理解を深める活動を通じて、現地のニーズに合わせた保険商品を設計して
いる。ビジネスの新規展開にあたっては、現地政府や独立行政法人国際協力機構（JICA）の現地事務所と
緊密な連携を図り、また現地の銀行等と協力する等、現地密着型の商品設計を通じた普及を図っている。

【実施企業の紹介】
2014年9月1日に、㈱損害保険ジャパンと日本興亜損害保険㈱が合併して発足した、単体として日本国内
最大手の損害保険会社。合併前から気候変動への適応策として、国内外の天候デリバティブ契約を引き受け、
先進的な金融技術・ノウハウの蓄積を図っている。2013年1月にスタートした世界銀行と日本政府が協力して
設立した「太平洋自然災害リスク保険パイロット・プログラム」には、2009年5月の太平洋・島サミット（北海道
占冠村トマム）での検討プロジェクトに参画し、制度実現に向けて民間保険会社としてプログラム立上げを先導。
プログラムローンチから現在に至るまで参画を継続している。
http://www.sjnk.co.jp/csr/management/product/world/
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1. 本事業の目的
(1) 目的
降水パターンの変化等による干ばつや洪水が与える農作物への影響を軽減するため、ア
グロフォレストリによる農業生産の実践と普及を目的とする。また、農家の持続的な農業
経営を支援するため、株式会社坂ノ途中（以下、当社）のストーリー性を重視した販売ノ
ウハウを活用し、農家の生計向上を目指す。

(1)-1. ラオスにおける気候変動課題の位置づけ
対象地域は、ラオス北部に位置するルアンパバーン県である。ラオスが 2016 年 9 月に提
出した自国が決定する貢献（NDC）によると、気候変動は既に同国に経済的損失を与えて
おり、多くの国民の生計手段、食料安全保障、水資源供給、健康に悪影響を及ぼしている。
なかでも干ばつと洪水に対する脆弱性が高く、例えば 2003 年に発生した干ばつでは、約
35,000ha の稲作地が被害を受け、コメの不作により 274,000 人が影響を受けたと報告され
ている（NAPA, 2009）
。また、昨年度当社が現地政府に行ったヒアリング調査によると、近
年の洪水や干ばつによって草木が減少した影響でイナゴの大発生が起こり、農作物に被害
が出ている状況である（2015～2017 年に発生。ルアンパバーン県内の農地 3,000ha におい
て被害を確認。現在、国連中央緊急対応基金（CERF）等による緊急対策が講じられている）
。
ラオスでは今後、干ばつや洪水等の気候災害の頻度・強度がさらに高まると予測されて
いる。アジア開発銀行（ADB）が東南アジア全域を対象に実施した予測によると、今後の
気温上昇及び降水量の変動によって同域内の農作物生産量は 2050 年までに 5～30％減少す
る見込みであり（ADB, 2007）
、ラオスにおいても主に貧困層や適応能力が低い脆弱グルー
プが深刻な影響を受ける可能性が高まっている。ラオスの NDC には適応策の実施にあたり
5 つの分野（農業、林業と土地利用変化、水資源、都市開発、公衆衛生）が示されている
が、同国 GDP の約 30％を占め、国民の 65％以上が生計を立てている農業分野のレジリエ
ンス強化は、最も優先度の高い課題とされている。
以上のような気候変動の影響予測及びラオス側の課題認識を踏まえ、本事業では「今後
の気候災害の頻発化に伴う貧困層あるいは適応能力が低い脆弱グループの農業生計活動へ
の悪影響」を適応課題として選定し、その解決に向けて取組を実施する。

(1)-2. 当社の適応ビジネスの位置づけ
当社は、2009 年の創業以来「百年先も続く、農業を。」というコンセプトを掲げ、環境
負荷の小さな農業の普及・拡大を通じて社会全体を持続可能なものとすることを目的に事
業を展開し、着実に成長を重ねてきた。当社の主たる事業は、有機農業等、土づくりを重
視した農業を実践する新規就農者や小規模農業者が生産した農産物の販売であり、インタ
ーネット通販、レストランや小売店への卸売、直営店舗での販売等、多様な販路を有して
いる。また、農業技術の研修機能を備えた自社農場の運営も行っている。
以上の国内事業に加えて、2012 年からは、海外（途上国）でも持続可能な農業の実現を
目指した事業をスタートさせた。例えば、乾燥化が進むウガンダでは、自生するシアの樹
の実から搾った「シアバター」や、森林を保全しながら栽培を行うアグロフォレストリに
より生産された「バニラビーンズ」等、気候変動への適応と密接に関係する農産物を日本
に輸出し、日本国内で加工・販売する事業を展開してきた。また、2016 年からは「Mekong
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Organic Project」を立ち上げ、ラオス国ルアンパバーン県農村部においてアグロフォレスト
リ技術の導入によるコーヒー生産体制の構築にも取り組んでいる（昨年度より本事業の下
で実施）。
当社の販売戦略は、日本国内で栽培された農産物を販売する際も、途上国からの輸入原
料を使用した商品を販売する際も、
「生産地や生産者のストーリーを伝え、共感を呼ぶこと
で、高付加価値型商品として継続して購入してもらえる関係性を消費者と構築すること」
である。したがって、環境負荷の低減や気候変動への適応を目指すことは当社の事業目的
であるのみならず、顧客獲得戦略においても最も肝要なポイントである。

「Mekong Organic Project」ロゴと 2016 年に試験販売した商品

2. 課題
対象地域（ラオス北部のルアンパバーン県）に居住する住民は、気候条件に左右されや
すい陸稲栽培を主な生計手段としており、乾季の慢性的な水不足に加えて、干ばつ等の気
候災害への対応が喫緊の課題となっている。また、同県は貧困層の割合が高く（ラオスで
は貧困層の約 86％が北部地域に居住）、脆弱性が一層高まる要因になっている。
本事業では、気候変動の影響に対して耐性がある農作物品種とその栽培方法（有機栽培）
を導入し、現地農家に栽培指導を行いつつ農業生産を実施するとともに、ラオス国内外に
販路を開拓し、現地に安定的に利益を還元することによって、農業生産の長期持続性を担
保する事業モデルの構築を目指す。適応課題の解決に向けて、本事業では以下の貢献が可
能である。
 気候変動に脆弱な陸稲栽培に偏った現在の農業が改められ、栽培品種の多様化につなが
る。
 高度な栽培技術の導入を想定していないため、農業に関する知識や能力、技術が不足し
ている現地においても定着しやすい。
 販路確保によって現地に安定収益がもたらされ、事業の長期持続性が担保される。
なお、ラオスは、NDC において農業分野の適応策と実施上の課題を下表のように特定し
ているが、昨年度当社が実施した地方政府機関（県農林業事務所）へのヒアリングの結果、
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「農業システムの知識や技術の不足」と「脆弱性評価に関する客観的な情報の欠如」が特
に優先すべき課題として認識されていることが明らかになった。本実現可能性調査は下表
の適応策全てに貢献し得るものであるが、栽培技術の指導や事業効果の評価手法検討を通
じて、特に上記 2 課題について重点的に貢献していく方針である。
表1

ラオスの NDC に示された農業分野の適応策と実施上の課題

適応策
目的 1：農業システムや農業インフラのレジリエンス改善
 レジリエンスの高い営農方法及び気候変動の影響に対
処するための技術の改善
 作物や家畜の多様化と特に干ばつや洪水に対するレジ
リエンスの改善
目的 2：適応技術の促進
 気候変動に対処するための技術開発の促進・強化
 農業関連研究や相談事業の改善
 作物栽培技術、飼養技術、農業気象技術の促進







実施上の課題
農業システム等に関する知
識や能力、技術の欠如
脆弱性評価に関する情報や
知識、能力の欠如
非効率な法執行
包括的な土地開発政策の欠
如
レジリエンスの高い農業を
促進し、それに投資するた
めの予算の欠如

出典：ラオス NDC（Annex 2: Adaptation Measures）に基づき作成。

3. 課題解決の方向性
(1) 基本方針
本事業は、気候変動の影響に対して耐性がある農作物品種とその栽培方法（有機栽培）
を選定し、現地農家に栽培指導を行いつつ農業生産を実施するとともに、ラオス国内外に
販路を開拓し、現地に安定的に利益を還元することによって、農業生産の長期持続性を担
保する仕組みの構築を目指すこととした。特に、農家への農作物品種や栽培技術の定着に
は、生産体制のみでなく流通・販売まで一貫した仕組みを設けることが重要であり、当社
が有する栽培技術、技術者ネットワーク、及び販路を十分に活用していく。
なお、栽培する作物は、昨年度事業の結果、栽培適性と収益性が認められた「コーヒー」
とし、現地でコーヒー生産の技術支援を行うとともに、ラオス国内外に販路を開拓する。
なお、昨年度事業を通じて、現地パートナーとして「Saffron Coffee」と栽培・精製加工を
進める体制が構築できたため、今年度は気候変動に対応した栽培技術の導入に集中的に取
り組む方針である。
Saffron Coffee：ルアンパバーン県内にコーヒーの精製加工設備を有する唯一の企業。輸出
ライセンスも保有している。設立当初はケシ栽培の撲滅、現在は山岳部少数民族の貧困削
減と環境保全を理念に掲げて事業を実施。持続的な農業経営を実践しようとする当社コン
セプトとも合致するため、連携を決定した。Saffron Coffee では、ラオス北部の山岳民族へ
のさらなるコーヒー生産普及を目的に 30 千本のコーヒー植林支援を行う活動を 2017 年か
ら開始した。自社で経営するカフェでは、訪れる顧客から苗木 1 本 1 ドルの寄付を募り、
コミュニティへの還元に顧客が参加できる仕組みを取り入れ、顧客への達成状況の見せ方
としてカフェの壁に視覚的に示す工夫も行われている。Saffron Coffee のウェブサイトから
も活動へ参加できる仕組みを構築している。
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4. 調査項目
本年度は、アグロフォレストリによるコーヒー輸出のバリューチェーンの中の栽培工程
に特に注力して調査を進めた。昨年度調査で事業地として選定したルアンパバーン県ロン
ラン村の農家を対象にコーヒー生産における適応課題の把握と技術指導を行った。
今年度は既存農家への栽培技術指導と新規農地整備にあたり、以下の目的で 4 回の渡航
を行った。
調査日程
第 1 回渡航
（2017 年 11
月 22 日～29
日）

調査目的
①栽培技術改善に向けた方
針検討
②事業効果測定のためのベ
ースデータの収集

調査項目
①既存コーヒー生産地及び加
工場における生産過程の課題
の再整理
②ロンラン村住民に対する社
会経済調査の実施
Saffron Coffee との栽培指導計
画の確認

調査実施者
FabCafe Tokyo
MURC

第 2 回渡航
（2017 年 12
月 10 日～16
日）
第 3 回渡航
（2018 年 1
月 8～17 日）
第 4 回渡航
（2018 年 1
月 18 日～25
日）

栽培指導計画の検討

新品種導入に向けた視察
（ミャンマー）

ミャンマーにおける生産状況
や気候変動対策の状況確認

坂ノ途中

気候変動対策商品としての
消費者への情報発信方法の
検討

動画作成に関するデザイン作
成と素材収集

FabCafe Tokyo
坂ノ途中

坂ノ途中

このほか、アジア各国（東ティモール、インドネシア、ミャンマー、ベトナム、フィリ
ピン）でコーヒー栽培の指導や商品化に取り組む専門家とともに、各地での気候変動影響
や対応策について意見交換を行った。
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5. 進捗状況（調査項目ごとに）
(1) 栽培技術指導
ロンラン村におけるコーヒー生産の課題を再整理し、技術移転活動の優先順位を検討し
た。なお、連携する Saffron Coffee との協議の結果、農家への指示系統を一本化するため、
農家への直接の技術指導は Saffron Coffee のローカルスタッフが行う体制とした。株式会社
坂ノ途中は、Saffron Coffee への栽培・加工工程の改善策の提示やローカルスタッフへの技
術指導、及びロンラン村での技術指導のサポートを行うこととした。
気候影響に適応するためのコーヒー栽培の技術指導を行う上で、剪定、病虫害、堆肥の
現状と課題を整理した。また、昨年度にコーヒーの品質維持の課題として確認された収穫
技術については、その集荷体制を見直すために現状の課題を確認した。

図 1 栽培指導体系
出典：調査団作成

剪定
気候変動の影響を緩和し、コーヒーの生育環境を整える上で、剪定技術は重要である。
対象地のシェードツリーとコーヒーの木の管理状況について確認した。
対象地のコーヒー農園は居住地周辺にあり、従前からあった森林内に定植されている。
基本的に全ての農園は自然な状態で放置されているため、シェードが強すぎる傾向があり、
コーヒーの木は幹が細く背が高くなっているため、十分な養分が行き届かず収穫量への影
響が懸念された。シェードツリーの剪定・管理もしくは、コーヒーの樹間を広く保つこと
によりコーヒーの成長を促す必要が確認された。また、コーヒーの樹間は均一になってお
らず、ランダムに植えられており、コーヒー自身でシェードを作ってしまっているため、
幹の下の方では結実が行われにくくなっていた。そのため、間引きをするか、剪定を行い、
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太陽光がしっかりと入る様に対策をとる必要が考えられた。対応策として、間引きする場
合は、樹間を 2m 程度にする必要がある。剪定する場合、頭頂部をトリミングし、頭頂部
から太陽光がコーヒー内部に入る様にする方法が考えられた（図 2）
。シェードツリーやコ
ーヒーの剪定・管理によって、コーヒー農園内の風通しや日照量が改善されることは、後
述する病虫害の軽減にも関連すると考えられる。

図 2 剪定方法の参考例

シェードが強く不均一な樹間のコーヒー農園
（ロンラン村）

等間隔に植えられたコーヒー農園
（チャンパサック県 コーヒー普及研究所）

病虫害
気温や降水パターンの変化等の気候変動により、コーヒーの病虫害は大きな影響を受け
る課題である。以降では、ロンラン村の状況を整理するが、ルアンパバーン県全体や周辺
アジア地域でも病虫害の影響は課題の一つとなっていた（
「7.（2） 気候変動対策の知見共
有」参照）
。
Coffee Berry Borer（以下、CBB）と呼ばれるコーヒーの実を食べる虫が繁殖している状
況が確認された。Saffron Coffee の精選工場で確認した結果、集荷量の約 20～30%はこの虫
によるダメージがあり、商品となる最終生成物（生豆）の量にも影響していた。さらに選
別作業の負担が増すため、加工工程の効率低下や品質にも影響を与える可能性が考えられ
た。
CBB による被害は広範に及んでおり、
最悪の場合はコーヒーの木が枯れる恐れがあり、
早急に対策をとる必要性が確認された。そこで、対応策について Saffron Coffee と協議を行
い、被害軽減のためのワークショップを開催することとした。また、Coffee Stem Borer と
呼ばれる虫もコーヒーの木にダメージを与えている状況が確認された。現在この虫害に対
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する決定的な駆除方法がなく、被害が出たコーヒーの木を燃やす以外に有効な手段がない。
また、サビ病1も確認された。サビ病も気温上昇や降雨が被害拡大の原因となる病気の一
つである。現時点では、対象地で大きな被害は出ていないものの、サビ病に対する有効な
手段はまだ見つかっていないため、注意して観察を継続する必要が認められた。

コーヒーの実についているコーヒーベリー
ボーラー（矢印の先の黒点）

乾燥後のコーヒー豆についているコーヒー
ベリーボーラー（矢印の先の黒点）

堆肥
現状は、シェードツリーからの落ち葉等に由来していた。斜面になっている場所は、コ
ーヒーの木の間に材木を置き雨期の激しい雨の時に流れてくる落ち葉等を自動的に貯めら
れるようにしておくと、土壌中の栄養の流用を防ぐことが可能だと考えられた。昨年度の
調査から、畜ふんを活用した堆肥づくりには抵抗感があることが確認されているため、農
家の要望を聞きつつ導入方法の検討を進めている。今年度は、ルアンパバーン県内の農家
に技術指導を行っている北部農林業大学へも訪問し普及課題等を確認した。今後の連携方
法としては、北部農林業大学が管理しているデモファームへ農家とフィールドツアーを行
うこと等も考えられた。
栽培技術移転に対する農家の意識
栽培技術指導を行うにあたり、農家に個別ヒアリングを実施した。その結果、老木のカ
ットバックや剪定に関しては導入に前向きな意見が多かった。堆肥導入にも積極的な姿勢
が示されたが、コミュニティで管理するか個々人で管理するかで意見が分かれた。病虫害
については、CBB を認知している農家は少なく、被害が出ているという認識がない農家も
多かった。しかしながら、基本的な病虫被害は全ての農園で同じ傾向であったため早急な
対策が不可欠である。
CBB の被害が最も深刻であり、当面は CBB の被害拡大を防ぐための啓蒙活動と指導を
優先する必要がある。既存のコーヒー生産者グループを強化し、コミュニティの共同作業
によるコーヒーの収穫、栽培管理、病虫害対策、移植計画等を協議し取り組める体制が望

1

カビの一種でコーヒーの葉にカビの胞子が繁殖し、光合成ができなくなる。木が枯れることもある。気候変
動（雨量の増加）によって、特に標高が低い地域で栽培されているコーヒーの木への被害が多く確認されてい
る。
（ナレッジシェアでのヒアリングに基づく）
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ましいと考えている。
今年度は、病虫害対策、及びミミズを使用した堆肥づくりを進めた。対象地のロンラン
村では、被害状況や対策の理解を促進するためのワークショップを行い、各対策の実施に
ついては Saffron Coffee の試験農園で効果を確認してから村での導入を進めることとした。
集荷体制
Saffron Coffee の集荷担当者に同行してロンラン村へ訪問し、現状の集荷方法を確認し
た。Saffron Coffee では、あらかじめ農家と契約を結び、契約農家のみから完熟したコー
ヒーの実の買い取りを行っている。集荷方法は、集荷前日に集荷担当者から農家へ連絡し、
集荷当日の農家は Saffron Coffee の集荷が始まるまでの間（日が昇る 5～6 時頃から集荷
が来る 14 時頃まで）、子ども等も加わって収穫している。
高品質コーヒーを産出するには、完熟した実のみを収穫する必要があるが、まだ徹底は
十分に行われていない。半完熟や未成熟のコーヒーが混ざっており、完熟コーヒーを収穫
する奨励をもっと行っていく必要がある。コーヒーの実を収穫する住民が目視でも判断で
きるように、色見本となるリストバンドを作成するのも良いと思われ、Saffron Coffee と
共に作成を進めている。農家には、赤色を収穫するのではなく、ワインレッドぐらいまで
色付いた実を収穫するように指導している。また対象地にはコーヒーの品種が大きく２つ
あり（赤い実をつけるカティモールと黄色い実をつけるイエローカトゥーラ）、その二つを
分けて収穫することにより、農家は付加価値をつけて販売することができると考えられた。
分け方は、コーヒーの実の色で分けることができる。農家へのヒアリングでは、完熟した
実のみを収穫する作業は労力がかかるが、買い取り価格が上がれば、コーヒーの実の色を
分けて収穫することにはやぶさかでないとの意見であった。買取時に熟度によって買取価
格を変動させるような、評価制度の導入も検討する。
また、村から精選工場まで１時間半ほどで到着するため、コーヒーの実の鮮度維持は問
題が確認されなかった。収穫専用の袋に詰め替えてトラックに積み込みするため、これも
品質の維持につながっていた。しかしながら、帰路のトラックの荷台にはカバーがかけら
れていないため、日差しによる品質の劣化が起こりやすくなる。また、外部からの飛来物
があるかもしれないため、カバーをかけることを Saffron Coffee に推奨している。

コーヒーバンドの参考例（他地域の事例）
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(2) 新規農地の栽培準備
主に二つの取組を進めた。一つは、2018 年 5 月より新たにコーヒー植林を開始する農家
との農地整備に関する協議・活動である。もう一つは現地の気候や栽培条件に適した新品
種の導入検討である。
①新規コーヒー農家との準備活動
対象地の選定
2017 年 4 月より、生産地であるロンラン村との協議を重ね、新規農家 17 世帯が選出さ
れた。ラオスでは土地の管理は行政（村落委員を含む）によって行われているため、新た
に拡大する農地については、新規農家と現地行政である県／郡農林業事務所（以下、PAFO
／DAFO）によるフィールド調査を経て候補地が選定された。その後、村落委員と DAFO
を交えた協議により、各農家へ土地が割り当てられた。対象地面積は全体で約 18ha である。
標高 1,100 m 付近の 14ha と標高 1,200 m 付近の 4ha の二区画で栽培を行う計画である。土
地選定にあたり、農家は、居住地から近く栽培管理やコーヒーチェリーの集荷が行いやす
いかどうかを基準にした。
対象地の土地条件
新規農地でのコーヒーの定植にあたり、専門家を交えて留意点を確認した。現地調査の
結果、3 つの問題点が確認された。木々が密集しシェードが強すぎること、岩が多いこと、
北向きであることである。シェードが強すぎる点は、間伐により、ある程度の土地のクリ
ーニングを行うことで解消されるが、その他 2 点の課題については直接的な解決は難しい。
岩が多いことにより、当初予定していた移植本数には達しない見通しであり、コーヒーの
根の発育に支障が生じる可能性が考えられた。そのため、移植場所を慎重に選ぶ必要があ
る。また、北向きであるため、コーヒーに必要な日射量に達しない恐れがあった。特に雨
期は、日中曇りであることが多くなる。日射量を確保するためには、シェードの剪定が重
要であるが、村の決まりで、クリーニング以外の目的で多くの木の伐採や剪定をすること
は制限されているため、対策が難しい。シェードが濃くても一定程度のコーヒーの生育は
見込めるが、本来の収穫量に達するのは困難な可能性が考えられた。
しかしながら、上記のような制約条件の中でも栽培できる事例を示すことができれば、
ラオス北部で普及可能なエリアは大きく広がる可能性がある。また、森を保全しながら農
家の生計を確保するという点でも、この場所でのコーヒー栽培は重要な意味を持つ。そこ
で、今年度は想定していた半分の 1,250 本/ha から定植を始めていく予定とした。その他の
取組として、まずは、土地のクリーニング、シェードツリーの管理、発育のよい苗木を作
ることに集中し、できるだけよい条件で移植できるようにしていくよう対応する。また、
クリーニングのためのシェードツリーの剪定については、太いものは切らずに、片手で掴
めるぐらいの木を切っていくように農家への説明を行っていくこととした。
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対象地の様子（シェードが強く、岩が多い場所も確認された）

②新品種の導入検討
ミャンマーの視察結果
今年度の実現可能性調査では、ラオス北部の気候や土地条件に合った複数品種の導入検
討を進めるため、栽培条件の近いミャンマーで栽培されているサンラモンと呼ばれる品種
の導入可能性についても調査した。
品種の選定要件は下記に示す通りである。サンラモンは樹間を短く定植できる品種で、
対象地のように山間地で栽培面積が限られ、樹間を狭くして植える傾向のある農家に適し
ていると考えられた。現地調査の結果、サンラモンは直射日光に極端に弱く栽培が難しい
という農家もミャンマーでは確認されたが、ミャンマーと比較して森林が濃く残っている
ラオスではそうした弱点は克服できるため、より栽培に適した環境だと考えられた。
ミャンマー視察後の Saffron Coffee との協議の結果、Saffron Coffee が所有する農園の一部
で行われている栽培試験地で栽培適性を確認する方針とし、種の調達方法等の具体的手順
を今後検討していくこととなった。
導入候補として検討した各品種の特徴を対象地への選定要件に照らして整理した（表 1）
。
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表 1 品種選定要件に対する対応表
カティモール

要件 ／ 品種名

ジャワ

ゲイシャ

ティピカ

①耐病性が高い
（コーヒー栽培で代表的な、
害虫（線虫、Coffee Berry
Borer（CBB）とサビ病につい
て比較）

◎ すべてに耐性がある

線虫への耐性が弱い
○ CBBやサビ病にある程度耐
性あり

②寒さに比較的強い
（霜害対応）

寒さへの耐性は一般的
○ 標高800～1,500mで栽培可
能

○

③小面積で栽培可能
（混作しやすく、剪定コストを
軽減）

品種により異なる
2m以上
2m以上
2m以上
△ （対象地域で栽培する品種は △ （カティモールと同等か、やや △ （カティモールと同等か、やや △ （カティモールと同等か、やや
2m間隔が望ましい）
樹間が大きい）
樹間が大きい）
樹間が大きい）

一般的
標高1,200m～1,500m

サンラモン

○

線虫とCBBへの耐性が弱い
サビ病にある程度耐性あり

△

すべて（線虫、CBB、サビ病）に
○ サビ病への耐性が弱い
脆弱

○

一般的
標高1,200m～1,500m

○

一般的
標高1,300m～1,500m

○

一般的
標高1,200m～1,500m

1～1.5m
◎ （矮小性があり、樹間を短く定
植できる）

④肥料を多投する必要がない △ 高い

◎ 低い

○ 普通

○ 普通

○ 普通

⑤収穫時期が重ならない

- 12月～2月

- 12～2月

○ カティモールより少し遅い

○ カティモールより少し遅い

○ カティモールより少し遅い

⑥味に特徴がある

△

ラオスで調達可能か

○ 可能

備考

ラオス国内で広く普及し、北部の 収穫量が多く、施肥が少なくでき カップクオリティがよく、標高が高 カップクオリティはよいが、収穫量
9割以上がカティモールを栽培
るため、小農家に適した品種
い地域に適している
が低く、病気に弱い

品質向上による高付加価値
化に限界がある

○

品質向上による高付加価値
化のポテンシャルは中程度

○ 可能

味わいに特徴があり、品質向
味わいに特徴があり、品質向
◎ 上による高付加価値化のポ ◎ 上による高付加価値化のポテ
テンシャルが高い
ンシャルが高い

味わいに特徴があり、品質向
◎ 上による高付加価値化のポ
テンシャルが高い

△ 詳細確認が必要

×

○ 可能

不可能（ミャンマーで調達可
能）

カップクオリティがよく、樹間を狭く
できるため多く植えることが可能
（高い収穫量が見込める）

※ ラオス北部で広く普及しているカティモールを基準に、ラオス北部での栽培適性の観点から比較した。
※ サビ病はオーガニック殺菌剤（酢や炭を原料に作成）である程度の予防が可能
※ カップクオリティとは、コーヒーの液体の風味を指し、コーヒーの品質評価に用いられる専門用語

出典：調査団作成

(3) 気候変動対策に関する知見共有
調査期間中に、アジア各国でコーヒー栽培指導や商品化に取り組む事業者や専門家との
意見交換を実施した。意見交換先は、コーヒー栽培技師として東ティモールやミャンマー
等での栽培支援に携わる山本 博文氏、本実現可能性調査で連携した FabCafe Tokyo の大西
陽氏及び LIGHT UP COFFEE の川野 優馬氏を交えて実施した。協議結果は「7. 成果」を
参照されたい。

(4) 適応ビジネスの対外発信方法の検討
気候変動の適応策の取組や重要性を消費者に伝え、商品の付加価値を高めるため、動画
コンテンツ作成を検討した。
近年のコーヒー市場は、商品の味のみで価値判断を行う「スペシャルティコーヒー」が
評価される傾向があり、気候や自然環境に配慮してコーヒー生産を行う農家の取組等とい
った環境や社会面の評価が十分に行われていない状況がある。環境や社会に配慮した取組
の価値を示す基準として、オーガニック、フェアトレード、レインフォレスト等の認証制
度はあるものの、その認識は一部の消費者への普及に留まっている。環境課題への取組意
義が消費者の購買動機や商品価格に十分に反映されていないという課題がある。
当社事業の強みは、商品の品質だけでなく、環境負荷の小さい農業に取り組む生産者の
ストーリーを伝えることで消費者の共感を呼び、付加価値をつけて販売することで生産農
家の持続的経営に寄与していることである。当社のこれまでの経験を活かし、対象地で生
産されるコーヒーに対しても適応策への取組や地域への影響をわかりやすく消費者へ発信
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し、購買層を広げていく。コーヒーの場合、生産地と消費者の距離が遠いことが、日本国
内の有機野菜販売と大きく異なる点である。そこで、今年度は自然環境と共生しながら農
業に取り組む農家の暮らしや農業生産の様子、直面する課題をわかりやすく伝える方法と
して動画コンテンツの作成を試みた。消費者への導入編として作成することとしたため、
適応課題等のネガティブなイメージを強く発信することは避け、問題提起は行いつつも、
地域の豊かさ、そして豊かな暮らしを継続していくための取組として事業の紹介を行う方
針とした。

6. 評価指標（インプット、アウトプット、アウトカム等）
当社ビジネス及び技術移転による効果を評価するため、以下の手順で検討を進めた。
1.
2.
3.
4.

当社ビジネスによって対応可能な、対象地域特有の気候変動による影響を整理する
対応状況を評価するための項目は、SDGs やラオス政府の適応計画等を参考に設定する
データ収集方法は対象地域農家へのヒアリング及び現地活動時の記録により収集する
2017 年を基準年として、評価項目に関連する情報を取得し事業活動により現地の状況
がどのように変化したかを評価する

評価項目と主な評価指標は次の通りである。栽培技術の普及については、具体の実施活
動に照らして、栽培技術の認知状況等についても確認する予定とした。
表 2 評価指標と目標値

アウトプット

評価指標（単位）
技術指導を受けた農家の人数の年間累計（人）

栽培技術の普及

年間収入増加

70 人以上

個別技術の認知度（人）

40 世帯以上

農業システムを導入した農家の数（世帯）

30 世帯以上

農業システムを導入した農家の農作物生産量（t）
対象作物の生産量
農業システムを導入した生産地の面積（ha）
増加（注 1）
農家の面積あたりの生産量（t/ha）
栽培品種多様化

目標値（3 年後）

農業システムを活用して栽培した農作物の数（品
種数）
世帯の年間収入の合計（LAK 及び USD）

16 t 以上
10 ha 以上
1.5 t 以上
3 品種以上
基準年より 10%以上
増加

世帯の農作物品種別収入（LAK 及び USD）
生計手段多様化

目標値でなく、収入
のバランスや増加傾
現金収入源別の収入割合（%）
※農業、家畜、非木材林産物、非農業収入を把握 向を定性的に評価
（予定）

出典：調査団作成

各評価項目に関連する気候変動影響とデータ取得方法は次の通りである。ヒアリング調
査は、コーヒー生産農家 10 世帯、非コーヒー生産農家 10 世帯の合計 20 世帯（全世帯の約
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26%）をサンプルとして世帯調査を実施した。世帯の年間収入と支出、及び農業生産技術
に関する認知度や実践状況について質問票を用いて聞き取った。本調査を 3~5 年ごとに実
施することで対象地域の変化を確認する。
表 3 データ取得方法（一例）

評価項目
技術指導の
普及
（虫害対策）

気候変動影響
乾季中の降雨や気温上昇
により、病虫害の被害が
拡大している（顕在化し
ているリスク）

収穫量

雨季中の降水量や日照不
足による作物の生育不良
や乾季中の降雨による収
穫時期の遅れにより収穫
量が減少している（顕在
化しているリスク）
降雨量や気温変化によ
り、栽培可能な品種が限
定される（潜在的なリス
ク）

生産可能な
品種

農家の世帯
収入
農家の生計
手段

上記気候変動の影響によ
り、収入が減少する
上記気候変動の影響によ
り、収入源が限定される

データ取得方法
技術指導時に虫害の程度を記録する。
一部の農地から開始するため、未対策の農地と
の比較及び技術導入農地での変化から効果を
測る想定。
ヒアリング調査により、農家への技術の普及状
況を確認する。
ヒアリング調査により、基準年と事業化後の変
化を比較する。
コーヒーについては、シェードの作り方や剪定
により日照量等の調整や霜害対策を進める予
定。活動内容の記録も並行する。
ヒアリング調査により、基準年と事業化後の変
化を比較する。
コーヒーについては、複数品種の試験栽培によ
り、虫害や収穫量等の被害軽減方法を検討予
定。
ヒアリング調査により、基準年と事業化後の変
化を比較する。
ヒアリング調査により、基準年と事業化後の変
化を比較する。

出典：調査団作成

なお、世帯調査の結果、現在の収入額、及び収入源は以下の通りであった（図 4）。サン
プル世帯の年間平均収入は約 29 百万 LAK（約 3,500 USD）であり、家畜と野菜の販売がメ
インの収入源となっている。野菜は農業水が確保できる雨季（7~9 月）の栽培が中心であ
り、農家の主食であるコメの収穫が終わる 11 月頃から収穫開始となるコーヒーやゴムは農
家の収入を補完する作物として認識されていた。植え付けから収穫に至るまでにコーヒー
は 3 年、ゴムは 7 年以上かかる。対象地では 2000 年代後半から中国企業によるゴム植林が
普及され、2016 年頃から収穫を開始した世帯が増え始めているとのことだった。また、世
帯の支出データから、現状の農家は農業資機材にかける金銭的コストはほぼなく、化学肥
料や農薬のみならず、堆肥や有機液肥も活用されていない状況が確認された。こうした農
業資材への支出状況の今後の変化からも栽培技術の普及状況が確認可能と考えられる。ま
た、栽培技術の普及状況に関して、技術移転を開始した活動の一つである虫害の対策に関
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する知識を有している農家は 10%にとどまった2（図 5）。さらに、虫害による被害状況を
十分に理解している農家はなく、何らかの対策を実践している農家はサンプル世帯の中に
はいなかった。

図 3 世帯調査の質問票
出典：調査団作成

2

本調査項目は、コーヒー栽培に限らず、農業全般における虫害対策の知識の有無を聞き取っ
ている。
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図 4 調査世帯の収入額と収入割合（年平均）
出典：調査団作成

有機の虫害対策に関する知識
知っている
10%

知らない
90%

図 5 虫害対策に関する認知状況（サンプル世帯）
出典：調査団作成

7. 成果
(1) 栽培技術指導の成果
今年度は、対象地において最も深刻であり優先的に行う必要のある虫害対策を中心に技
術移転とその効果、及び最適な指導方法を検討するための試行を行った。
虫害対策
CBB によるコーヒーへの被害は甚大だが、目立ちにくいため農家の認知度は低かった。
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そのため、CBB 被害により収穫量に影響すること、及び今後の対策についてコーヒーリー
ダーに説明を行った。主に収穫後の整地方法とインセクトトラップの作り方を紹介した。
インセクトトラップは Saffron Coffee の試験農園と対象地のコミュニティスペースで試験
的な実践を行った。インセクトトラップの材料にはペットボトルを使用することが多いが、
農家からのアイデアを基に、村で調達可能な竹を活用した仕掛けも設置した。病虫害に対
する注意喚起を進めたことで、病虫害対策に関心を示す農家が現れ、農家の知識を組み合
わせた仕掛けづくりに至ることができた。虫害対策の効果が、農園全体の病虫害被害をど
の程度軽減できるかは、経過観察が必要である。1 世帯の農家と村のコミュニティスペー
スで試験的に施行した範囲では、インセクトトラップは対象地でも有効に働く手法だと確
認できた。しかしながら、農地で効果を発揮するためには、村落内一帯のコーヒー農園に
10m 間隔で設置することが必要であるため、虫害対策に関する農家の理解とモチベーショ
ンを高めて対象地内の農家が一丸となって対策することが重要である。普及啓発に加え、
次の対応としては、適切な設置場所や数の指導とともに、収穫期終りに取り残されたコー
ヒーの実が幼虫の寄生する温床となるため、全ての実を取り除く等の整地方法の見直しを
進める。

村人の提案によるインセクトトラップ

村人への説明

堆肥普及
兼業農家で様々な農作業を抱える対象地の農家にとって追加作業として施肥を行うこと
はハードルが高い。そこで、導入のインセンティブを高めるため、より効果の高い堆肥づ
くりを行い、有効性を示すことが重要である。そこで、ミミズ堆肥を試作し、Saffron Coffee
の試験農園で試行することとした。原料調達は、北部農林業大学の紹介を受けて、ルアン
パバーン県シェングン郡にある山岳地域農業研究センター（Upland Agriculture Research
Center：UARC）から調達した。UARC は、気候変動影響を含めたラオス国内の農林業全般
の研究を行っている、国立農林業研究所の北部支部にあたるため、今後のさらなる連携も
模索していきたいと考えている。
Saffron Coffee の現地スタッフへの技術指導の結果、堆肥の量を効率的に増やすために、
成長促進剤としてバナナの茎（Banana shoot と呼ばれ、生長点付近の茎のみを使用）を刻ん
だものを混ぜたり、発酵促進のために稲わらを使った覆いをする等の自発的な取組も行わ
れるようになった。ミミズ堆肥のメリットは、1 日に一度水をかけることで液肥の採取が
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でき、また発酵中の堆肥の中でミミズが増えてくれば堆肥を自発的に増やしていくことが
できるため、従来の堆肥づくりよりも農家の作業負担を軽減できる。新規農地用の苗をポ
ッドに移し替える際に、今年度作製したミミズ堆肥を活用する予定である。

堆肥づくり

堆肥原料

剪定
本実現可能性調査を通じて農家への啓発活動を進めたことにより、コーヒーの木やシェ
ードツリーを剪定して森林を管理することに理解を示す農家は増えてきた。ただし、誤っ
た知識により乾季に剪定を行ったことでコーヒーの木が枯れてしまうという課題も起きて
いた。そのため、引き続き正確な情報を伝え指導する必要がある。今年度は剪定方法の普
及のため、ハンドブック（案）の作成を行った。
新規農地整備
新規農地では、ラオス南部で栽培実績のあるジャワとティピカをコーヒー普及研究所か
ら調達し、Saffron Coffee の現地スタッフと播種を行った。新規コーヒー農家に対するリス
クを軽減するため、収量、風味のバランス、及びラオスでの栽培実績を重視して上記 2 種
を選定した。12 月より苗場作りの指導とコーヒーの播種を行った。1 月には発芽し、育苗
は順調に進んでいる。育苗した苗を農地に定植することで、農地への根付きがよくなるた
め、雨季中の大雨等にも耐えることが可能になる。また、新規農地は傾斜地のため、育苗
方法を指導することはコーヒーの生育を促すうえで重要なポイントになると考えられる。
発芽したコーヒーはポッドに移して定植準備を行い、2018 年 5 月より定植を進める計画で
ある。
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播種

コラム：アグロフォレストリづくりの事例
1 月に実施したミャンマー現地視察において、アグロフォレストリづくりについても事
例調査を行った。
カヤ州及びシャン州ユアンガン郡では、ラオス北部同様に小規模のアグロフォレストリ
を実践していた。ラオスと異なる点は、世帯ごとに明確に区切られた農園を持ち、各農地
で伝統的に複数の果樹が栽培され、果樹をシェードツリーとしてコーヒーの定植を推奨し
ていた点である。斜面の向きによって植える樹種を変えたり、シェードツリーとコーヒー
の木を植えるタイミングを変える等の工夫をして状態の良いアグロフォレストリを形成し
ている優良事例が確認できた一方で、コーヒー農園を新規開拓した農家の中にはシェード
ツリーに用いるオレンジや茶の木とコーヒーの木を同時に植樹したために、直射日光でコ
ーヒーが枯れたり、他のシェードツリーで日陰が濃くなり茶の生育が遅れる等の課題が確
認された。
本事例を基に、対象地の新規栽培農地では、現在の森林を活かして栽培を行うことが重
要だと再認識した。また、コーヒーと組み合わせるシェードツリーは土地条件ごとに栽培
する作物を分けていく必要が考えられた。土地条件とそれに適した作物の組み合わせは周
辺国の事例も踏まえて、今後整理していく予定とした。

優良事例（シェードがバランスよく作られ
たコーヒー農園）

失敗例（シェードツリーが未成長のまま定
植しコーヒーが枯れた例：赤丸部分）
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栽培技術の普及方法
有機の栽培技術導入は計画通りに進んでいるが、指導した栽培方法を継続的に実践して
いくには適切なインセンティブが必要になる。対応方法としては、品質向上の取組や環境
への配慮状況に応じて買取価格を決める仕組み、優良農家に表彰を行う評価制度、及び生
産者組織体制の見直しによる農家の負担軽減等が考えられる。
技術普及の手法として現地行政から昨年度提案されたデモ農地の設置可能性について農
家も交えて検討を進めてきたが、新規農地整備と並行して実施することは農家への負担が
大きくなると判断し、今年度はデモ農地になりうる場所や借り入れる場合の条件の確認に
留めた。その他、他地域への栽培技術の普及展開に関して、まずは現地行政の取組の意義
や効果を理解してもらうことが肝要である。現地行政への進捗報告や栽培指導活動への同
行を促し、協力関係の強化を進めてきた。

(2) 気候変動対策に関する知見共有
本実現可能性調査及び各専門家がコーヒー生産に携わってきた、東ティモール、フィリ
ピン、インドネシア、ラオス、及びベトナムの状況を基に、気候変動影響及び今後の対応
策に関する意見交換を行った。
知見共有の結果、気候変動によるコーヒー栽培への課題と各地での対応策の主だった内
容は次の通りである。
気候変動タイプ
乾季中も続く降水・
長雨（降水パターン
の変化）

気温の上昇

課題
 コーヒー豆の収穫量低下
 乾燥工程の長期化や作業効率の
低下による品質や最終製品の収
量低下
 病虫害の発生
 コーヒーの栽培適地が変化する
（栽培可能な品種の変化）
 病虫害の発生

対応策（方向性）
 加工設備の増強
 アグロフォレストリ管理



アグロフォレストリ管理

各専門家から共通して、降水パターンと気温変化による影響が挙げられた。これらの地
域は乾季と雨季の大きく 2 つの季節に分けられ、コーヒーの実は雨の降らない乾季中の数
か月間に収穫と加工が行われる。しかしながら、乾季中も降り続く雨により収穫量の低下
がみられた。農家が一次加工まで行う生産地では豆の乾燥等の加工作業にも大きく影響を
与えていた。また、本実現可能性調査の対象地で深刻な被害が確認された病虫害にも大き
く影響を与えている可能性が示唆された。
インドネシア バリ島の例では、乾季中も 3 日に 1 度のペースで降雨があり、最終生成物
であるコーヒー生豆の 2017 年の生産量は例年から半減したとのことであった。他の事例で
は、CBB による影響も 4～5 年前までは、まったく聞くことのなかった病気であり、気温
上昇や降水パターンの変化等の気候変動が一因になっている可能性が指摘された。なお、
病虫害の原因となる CBB 等の虫は、標高が高く冷涼になるほど少なくなる。山岳地の気温
は 100 m ごとに 0.6 ℃低下するといわれ、例えば IPCC 第 5 次評価報告書で予測される排
出量が最も低いシナリオ（IPCC シナリオ 2.6）の通り、2100 年の気温上昇が 0.4 ℃～1.7 ℃
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に抑えられた場合でも、標高 900 m 前後に位置する対象地の気温は、現在の標高約 600～
800 m 前後と同じ気候条件となり、病虫害の影響は拡大することが予想される。栽培技術
等によって対応策をとらない場合、現在栽培しているコーヒー品種（カティモール）の生
産適地としてもぎりぎりのラインとなる可能性がある。
こうした状況を受け、直ちに対応できる対策として、インドネシアやベトナムの農地で
は、農家の加工設備の改善が行われていた。例えば、コーヒー豆の乾燥に使用されるアフ
リカンベッドを 3 段にして 1 施設当たりの処理能力を向上させ、床を土からコンクリート
にしたり、ビニールハウスの空気の通りを変えることにより乾燥効率の改善を図る等の取
組が紹介された。いずれの対策も大きな費用が掛かるものではないため、他地域でも取り
入れやすいと考えられた。加工設備への悪影響は、連携先の Saffron Coffee でも今後深刻化
しうる課題と考えられた。そこで、Saffron Coffee との協議の結果、ルアンパバーンの加工
施設でもコーヒー豆の乾燥用の乾燥棚の増設が開始された。今後は、乾季中の予期しない
降水にも対応できるように、乾燥設備の増強も検討していく予定である。
農地での栽培過程での対応策は中長期の取組となる。本実現可能性調査でも普及促進し
ているアグロフォレストリがポイントになるとの意見でまとまり、各地でアグロフォレス
トリをはじめとする持続的な農法が見直されていることが確認された。高さの異なるシェ
ードツリーによって農園を形成することにより、降水や気候変化の影響緩和や日照量の調
節が可能となる。また、シェードツリーとして組み合わせる樹種や剪定等のアグロフォレ
ストリの管理によって微生物の生息環境が改善することでサビ病等の微生物由来の病気や
CBB 等の虫害等にも対応しうる可能性が示唆された。

(3) 適応ビジネスの対外発信
今年度は、Fab Cafe Tokyo と連携して事業終了時までに対象地の動画撮影まで実施した。
編集作業を進め、当社のプロジェクト紹介ページやイベント開催等の場において発信して
いく計画である。
対象地のコーヒー農家であり、ルアンパバーン郡農林事務所の農業支援担当として事業
全体の運営でも協力関係にある職員から地域の気候変動による課題や事業の取組に対する
コメントを取得し、映像に納めている。

(4) その他の事業化に向けた取組
本実現可能性調査と並行して、当社「Mekong Organic Project」の販促活動として 2017 年
度に取り組んできたイベント情報についても簡単に報告する。地域コミュニティへの裨益
や気候変動対策としての事業の重要性の対外発信にもつながるものと考えている。

① 大手デパートと「Mekong Organic Project」の共催イベント
普段消費者に飲まれているコーヒーは、コーヒーノキの果肉を除去した内側の部分（胚
乳と胚芽）を加工して生豆に生成される。生豆に加工する過程では大量の果肉（外皮）が
排出され、一部はコーヒー農地の土づくりに使われるが処理しきれずにそのまま廃棄され
ることも多い。本事業では、果肉を乾燥させてコーヒーチェリーティー（カスカラティー）
と呼ばれる商品として販売することで、未利用資源の有効活用と事業の安定化、及び生産
農家へのさらなる利益還元を目指している。
コーヒーチェリーティーの認知度は低く、商品の価値を高めていく必要があった。その
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ままお茶として飲んだり、粉末等にして菓子作り等の商品開発にも活用可能だと考えらえ
た。そこで、コーヒーチェリーティーの認知度を上げ、その活用可能性を広めるため、大
手デパートと共催でイベントを実施した。
イベントは 2017 年 9 月 20 日～10 月 31 日までの期間実施された。大手デパート内に出
店するパティスリーのほか、期間限定で他のパティスリーにも出展いただき、飴、ケーキ、
ゼリー等の様々な可能性を引き出すことができた。
パティスリーの一つからは、ラオスの生産農家向けに追加製造にご協力いただいた。ラ
オスの農家が自分たちの生産した作物がどのように加工され、消費者からの反応があった
のかを知る機会はこれまでなく、今後の生産活動を向上させるモチベーションとなった。
また、このイベント開催をきっかけにして当社が販売するコーヒー商品とともにアグロ
フォレストリの取組を雑誌に取り上げてもらうことができた。

商品開発した飴を村に届けた様子

Ⅰ－21

雑誌掲載記事
出典：株式会社三越伊勢丹（2017）
『FOODIE』,新宿伊勢丹フーディー9/20 オンリーMI 号, pp26-27

② アジア地域コーヒー生産や適応事業に関わる他事業者との共催イベント
2017 年 7 月開催：Dari K との共催イベント
Dari K 株式会社は、インドネシアでアグロフォレストリによるカカオ栽培を実践してお
り、同じく京都に本社を構える企業である。2014 年度の「途上国における適応対策への我
が国企業の貢献可視化に向けた実現可能性調査事業」にも採択され、適応ビジネスとして
の知見も有している。気候変動への適応、地域住民への利益還元等といった途上国事業で
目指すビジョンも近いことから、アグロフォレストリによる農産物栽培の可能性や認知度
を広めることを目的に共催イベントを京都で行った。イベントでは、カカオやコーヒーの
栽培環境の変化や現地で行う適応策の実践状況をいかにして消費者価値につなげることが
Ⅰ－22

できるか等について参加者を交えてディスカッションを行った。70 名を超える参加者があ
り、今後の日本国内でのアグロフォレストリ栽培や気候変動への取組に対する普及可能性
を期待できるイベントとなった。

イベントの様子

2017 年 12 月開催：FabCafe Tokyo との共催イベント
本実現可能性調査の対象地であるロンラン村の事例を基に、気候変動による農業への影
響やラオス山岳地の農家の暮らしを紹介し、地域のコーヒーをはじめとする農業活動への
対応策についてディスカッションを行った。
イベントには 50 名弱が来場し、農業（コーヒー含む）やラオスに関わりのある参加者だ
けでなく、IT やセンサー開発に関わる技術者、再生可能エネルギーや環境教育の推進に関
わる参加者等の参加もあり、幅広い意見交換が実施できた。その結果、対応策としては、
地域の伝統的な技術や汎用性の高い有機農業技術の普及にあたり、感覚的に伝えるだけで
なく、先進技術をうまく利用して定量的な情報を集め、対応策をケースバイケースで整理
する可能性についても検討した。例えば、IT 技術やリモートセンシングの技術を活用して
気象や地形の情報を集約して対応策を類型化する、途上国でも調達や補修が可能なセンサ
ーの開発により気温や土壌の湿度条件を記録して耕作活動に活かす等の実際に試行されて
いる取組や可能性のある取組が共有された。また類似の気候条件の中、各地で伝統的に、
また新しく実践されている適応策に関する情報の共有を行うことで、当社が実践する取組
の他地域への波及方法や他地域での取組内容の導入可能性を整理することができた。
例えばラオスとミャンマーの知見交流の結果、ラオスで実践している微生物を利用した
発酵槽の濾過設備をミャンマーに導入することで、ミャンマーのコーヒー加工で生じる水
質汚染を防ぐ可能性が示唆された。反対に、ミャンマーの品質評価手法をラオスに導入す
ることで農家へのインセンティブを高めてさらなる品質向上をはかることが可能だと考え
られた。
また、ラオスとフィリピンの知見交流の結果、ロンラン村で一部の農家が行っているハ
ヤトウリをシェードにしたコーヒー栽培は、フィリピンで近年進むハヤトウリの過剰生産
による森林伐採と土壌流出の抑制策として応用できる可能性が考えられた。逆にフィリピ
ンの取組から得られた知見は、不規則な降雨の中でも安定した品質で生産できる乾燥設備
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のラオスへの導入可能性が挙げられた。

当日の登壇者

8. 今後の事業の見通し
(1) 生産計画（5 か年）
昨年度計画した通り、コーヒーの生産計画は段階的に生産量の拡大と品質向上を進めて
いく方針である。
フェーズ
進捗状況と変更点
①既存農家に対する基礎的な技 Saffron Coffee の試験農地を活用して導入技術の効果を
術導入と生産量の拡大
確認し、ロンラン村の既存農家に対して技術移転を進め
ている。
②生産地拡大と副産物の商品化 ロンラン村内で、約 18ha の新規農地の整備と定植準備
（対象地内で新規農地を整備） を開始した。
③村落内での加工体制の構築
他地域への普及状況を踏まえて導入時期や地域を検討
する。
今年度は本実現可能性調査の 2 年目を迎え、Saffron Coffee との連携体制が構築されたこ
とにより、農家への技術移転や生産地拡大の取組は順調に進んでいる。
コーヒーの生産性は、既存農地に対しては現状の 1 ha 当たり 1.0 t から 1.5 t に増加する
ことを目標として技術移転を進める。新規農地に関しては、必ずしも農業生産に好立地な
土地条件ではないため、農地整備や定植といった一つ一つの活動を着実に進め、その都度
課題に対応していくため、昨年度の計画よりも時間をかけて進めていく必要が考えられた。
フェーズ 1 では、基礎的な技術導入を進めながら生産量を拡大していく計画である。
Saffron Coffee 及び農家との協議の結果、病虫害対策や堆肥等の個別技術の実証は、Saffron
Coffee の試験農地において効果を確認した上で、対象地の農家に導入していくこととし、
予定通りに進んでいる。農家への技術指導はコーヒー生産グループのリーダーと有志参加
者を中心に進めてきた。なお、Saffron Coffee の試験農地を利用することは、対象地以外の
コーヒー生産農家もアクセスしやすい立地となるため、将来的に農家のスタディツアー等
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を行い、より広域に技術普及活動を行う上でも合理的だと考えられた。当初の計画通り基
礎的な技術の移転と効果の確認は 3 年間（2017～2019 年度）のうちに目途をつける予定で
ある。ただし、活動状況のモニタリングや指導は継続する必要がある。
フェーズ 2 では、新規農家を対象にコーヒー生産の技術普及と生産地拡大を進めながら、
アグロフォレストリ内で代替生計となる副産物の商品化も検討していく計画としていた。
今年度は、新規農家の募集、農地選定、及びコーヒーの定植準備を行った。当初計画では
2 世帯（1~5ha 程度）から開始する予定だったが、最終的に 17 世帯 約 18ha に拡大するこ
ととなった。ただし、土地条件の制約から面積あたりに定植する本数は通常の半数として、
少しずつ進めていく。副産物の商品化は、新規農地のコーヒーの生育状況や農家の負担を
鑑みて検討していく。栽培農家が増えたことにより、アグロフォレストリでの栽培技術の
継続的な指導に加えて、商品の品質を農家自身で管理していくための生産者組織体制の構
築が重要になってくる。
フェーズ 3 として想定していた他地域（遠隔地）での加工体制構築と栽培普及に関して
も、Saffron Coffee が主導して試験的に導入が開始されている。当社は、Saffron Coffee の現
地スタッフへの加工技術向上のための提言や技術指導で協力してきた。村落での一次加工
（パーチメント処理）体制の構築においても協力していく予定である。なお、村落ベース
の加工体制に関しては、導入コストや農家への負担も増すため、費用対効果が確保される
ように導入計画を立てる必要がある。また、Saffron Coffee の加工場から遠隔にある地域の
ための加工処理ステーションとなることが望ましいと考えている。その他、農家がパーチ
メントの状態で販売する場合、コーヒーチェリーよりも 1kg 当たりの単価は増すが、重量
が 5 分の 1 程度減少するため、一定の生産量を確保できる必要がある。そのため、当社や
Saffron Coffee による栽培地域の拡大計画や地域の環境（電気や水へのアクセス）に応じて
引き続き導入適地を検討を継続する。

FY2017

FY2018

FY2020

FY2019

フェーズ1
希望農家と栽培技術の効果を実証
対象：ロンラン村の既存農家3世帯程度から開始

FY2021

FY2022

栽培・生産管理継続

フェーズ2
生産地拡大とアグロフォレストリ内の副産物商品化
対象：ロンラン村新規農家17世帯程度と実施（18ha）
フェーズ3
パーチメント加工体制の検討と対
象村の拡大
実施済

図 6

2017 年以降の生産・加工計画（進捗と計画）
出典：調査団作成
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(2) 事業収支計画（5 か年）
販売計画
今年度は、ラオス周辺のアジア地域で同様にコーヒーの持続的な生産に取り組む事業者
や専門家とのナレッジシェアを開催したことにより、事業者や生産者との広域的なネット
ワーク構築ができた。そこで、当社の事業モデルを活かした販路構築や栽培技術の経験共
有で協力し、次年度以降はミャンマーやフィリピン等の他地域で環境負荷の小さい農法で
生産されたコーヒーもシリーズ化して販売していく計画である。
人員計画
事業化に向けた取組として、海外事業の販促担当者を新たに配置した。「B to B」担当と
「B to C」担当の各 1 名とサポート人員としてアルバイト 1 名を雇用し、2018 年 1 月より
従事している。
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本事業の目的

1.

1.1 背景
（１）インドにおける気候変動課題の位置づけ
インドでは降水量の減少・旱魃の発生等の気候変動の影響、及び飲料水・農業用水の地
下水依存・人口増加に伴う地下水利用の急速な増大によって、地下水位の低下、水不足が
課題となっている。インド政府が 2016 年 10 月に気候変動枠組み条約（United Nations
Framework Convention on Climate Change：UNFCCC）に提出した、自国が決定する貢
献（Nationally Determined Contribution：NDC）において示される気候変動適応戦略で
も水が重要な項目にあげられ、“国家気候変動行動計画”
（National Action Plan on Climate
Change: NAPCC,2008）で定められた 8 つの国家ミッション（National Mission）を更に
推進していく方針が示されている。本案件は、この内以下の２つのミッションへの貢献が
期待される。


National Water Mission（NWM）
インドでは地下水が主な水利用の供給源であり、過去数十年の地下水利用の急速な
広がりと水位が下がっていることに対する懸念が示された（NDC,2016）i。
NWM は以下を含む 5 つの目標を掲げている。
① 水資源の保全、資源量増加、保存に係る国家活動及び市民活動の推進
② 過剰取水地域を含む資源に脆弱な地域への対応
③ 水利用効率の向上（20％）



National Mission on Sustainable Agriculture（NMSA）
食糧安全保障のために効率的な水資源利用に貢献する新しい技術の導入、水資源の
保全が目標の一つとして掲げられている。

（２）コンソーシアムの気候変動課題に対する位置づけ
「インド地下水浄化システムプロジェクトコンソーシアム」は、
「イー・アール・エム日本
株式会社」
（以下、ERM 日本）が代表団体、再委託先として旭硝子株式会社（以下、AGC）
及び AGC エンジニアリング株式会社（以下、AGEC）からなっている。3 社は、以下の通
り経営戦略において適応ビジネスを進める企業方針をとっている。
①イー・アール・エム日本株式会社（代表法人）
代表法人である ERM 日本は、気候変動対策に関するコンサルティング事業がサービスラ
インの一つであり、緩和、適応の両対策についてコンサルタントとして取り組み、開発途
上国の低炭素化と適応策強化に係るコンサルティング業務を行っている。今後も日本企業
の有する技術・製品・サービスを気候変動の影響の受けやすい新興国・途上国で展開する
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ための支援事業に取り組んでいく方針である。
② 旭硝子株式会社、AGC エンジニアリング株式会社
気候変動の適応がビジネス上の課題と認識されている旭硝子は、ホームページにおいて
適応策に貢献できる商品の開発・提供をすすめることが方針となっている。すなわち適応
ビジネスは旭硝子の企業方針に沿ったものであり、同様に適応ビジネスの商品を扱う AGC
エンジニアリングは旭硝子グループの一社であり、AGC グループとして適応ビジネスにつ
ながる事業の展開を図っている。
1.2 本事業の目的
（１）課題概要
調査事業の対象としているマハラシュトラ州は、干ばつが発生しやすい地域となってお
り、加えて灌漑用水の増加に伴う地下水位の低下が課題となっている。更に水質悪化は深
刻であり、マハラシュトラ州の 35 の県の内、29 県において硝酸態窒素濃度がインド国基準
の 2 倍を示している（CGWB,2004）
。一方インド国家計画委員会(Planning Commission)
によると、マハラシュトラ州の人口の 24.5％ii（2009-2010 年）が国家貧困ライン以下の貧
困層であり、農村部では 29.5％と都市部 18.3％より高い。貧困層は飲料水を購入できず、
上水道の普及率も 67.9％（2011 年）にとどまっており、汚染された地下水を飲料利用せざ
るを得ない状況である。また、農村地域では送配電も完備されておらず、電力事情が不安
定である。
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（２）本事業の目的
浄水が届かない内陸部の農村地域に、汚染水の水利用率の高い地下水浄化システムを導
入することで、安定的に安全な飲料水・農業用水の供給を図り、インドの適応課題である
安全な水の確保に貢献することを本事業の目的とする。

2.

課題

2.1 課題
（１）気候変動課題
本調査の対象地域は、西インドに位置するマハラシュトラ州である。2011 年にマハラシ
ュトラ政府が行った脆弱性調査によると、気候変動への曝露・感受性・適応能力から、2030
年において最も気候リスクへの曝露頻度が高い県は同州のジャルガオン県と示され、本案
件の当初のターゲットとする。
マハラシュトラ州政府によって特定されている気候変動課題を、以下に示す。


干ばつの発生（TERI、2014）iii
マハラシュトラ州の土地面積の約 40%は干ばつが起こりやすい地域であり、7％は洪水が

起こりやすい地域である（TERI, 2014）
。マハラシュトラ州のうち、今回対象地域となるジ
ャルガオン県の西部は干ばつの影響が深刻化している中央部に位置する。
マハラシュトラ州の人口の約 12％が干ばつ発生地域に居住し、州内の農地面積の 60％が
干ばつ発生地域に位置する。Central Water Commission statistics (CWC,2005)によると、
5 年に一度降水量の不足が発生し、深刻な干ばつは 8-9 年に一度の割合で発生しているⅴ。
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マハラシュトラ州

図 2-1

2010-2015 年のインドにおける干ばつ発生度

（出典：Mahalanobis National Crop Forecast Centre (MNCFC), 2015）


降水量の減少

中央部の乾燥地帯の年間降水量は約 400-700mm/年である（マハラシュトラ州 GSDA・
水資源省,2014）
。マハラシュトラ州の内、本件の当初のターゲットとなるジャルガオン県
の年平均降水量は 750mm/年である（TERI,2014）
。図 2-2 にマハラシュトラ州の降雨分布
を 示 す が 、 中 央 部 が イ ン ド 国 の 指 定 す る 干 ば つ 常 習 地 域 計 画 (Drought Prone Area
Programme(DPAP))1の指定範囲、つまり年間降水量 700mm 以下である。
また、インドでは国内の地域によって気候変動影響として大雨/洪水の発生地域及び降水
量の減少/干ばつの発生地域に分かれるが、今回の対象地のマハラシュトラ州の降水量は
2050 年に 10％以上の減少が見込まれている降水量の減少が予測される地域である
（ADB,2014）iv。州の気候変動適応計画（TERI,2014v）では、マハラシュトラ州のモンス
ーン期の降雨期
（6～8 月）
の降雨量が極端に少ない日数の将来予測が示されている
（図 2-2）
。
特に中央南部で 2030 年に無降雨期間の増加が予測され、同地域の農業と水資源に対する深
刻な影響が懸念されている。

Prone Area Programme(DPAP))：1973 年からインド国が実
施している干ばつにあいやすい地域を指定し、同地域で実施しているプログラム。
1干ばつ常習地域計画(Drought
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図 2-2

マハラシュトラ州における降雨分布

（出典：マハラシュトラ州政府 Groundwater Surveys and Development Agency 及びイン
ド国 Central Ground Water Board, Central Region, Nagpur, (2014), “DYNAMIC GROUND
WATER RESOURCES OF MAHARASHTRA(2011-12)”）

図 2-3

マハラシュトラ州モンスーンの降雨期（6～8 月）の

降雨量が極端に少ない日数将来増加予測（2030 年予測（1970-2000 年平均比））
（出典：The Energy and Resources Institute(TERI), 2014, MSAAPC）
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（２）社会的課題
気候変動課題によって、マハラシュトラ州では以下の社会的影響が懸念されている。
① 人口増加と農業用水の需要の増加に伴う水不足


インド全体
インドが 2015 年 12 月に発表した国連気候変動枠組条約（UNFCCC）への第 1 回目の隔

年報告書によると、インド全土での年間降水量は約 40,000 億 m3 であるが、雨季である 6
～9 月の約 3 ヶ月間に降雨が集中するため、実際に利用可能な水量は約 11,230 億 m3 に限
られ、このうち 4,330 億 m3 を地下水資源に依存している（表流水量は 6,900 億 m3）。不均
衡な地下水の揚水と人口の増加に伴う農業用灌漑用水のための地下水利用量の増大により、
地下水位が急速に下がっていることが懸念されている（インド環境森林気候変動省,2015vi）
。
インドにおける地下水の揚水利用の目的割合は、灌漑・畜産用が約 91％viiと水需要に占
める割合が高く、増大する農業・畜産用の水需要をまかなうために、地下水利用の取水量
を拡大してきている（FAO,2012）
。表 2-1 の通り 1990 年比で比較すると、増大する農業・
畜産用の水需要をまかなうために、地下水の取水量を拡大しており、農業用地下水の使用
量は 1970 年から 2010 年にかけて 5 倍の増加を示しているviii。
表 2-1

1990 年及び 2010 年の表層水・地下水の取水量
（単位：km3）

表層水

地下水

総取水量

1990 年

362

190

500

2010 年

396

251

761

（出典：FAO(2012)”AQUASTAT Survey2011”）


マハラシュトラ州
マハラシュトラ州はインドの全人口（約 12 億 1,056 万人）の約 9.29％を占め（約 1 億

1,237 万人）
（2011 年センサス）
、インド国内で第 2 位の規模をもつ州であり、2001 年から
2011 年にかけて 15.99％増加した。特に Thane や Pune では高い人口増加率を示した
（Thane 35.9%、Pune 30.3%）
（TERI, 2014）
。2011 年の国勢人口調査では人口密度は 365
人/km2 であり、2001 年の 315 人/km2 より高くなっている。
マハラシュトラ州における気候変動脆弱性に関する調査（2014 年）では、高い人口増加
率、急速な都市化の進行と貧困率の高さに伴う、自然環境・経済的資源への圧力が懸念さ
れている。人口の増大に伴い水需要も拡大しており、灌漑のために地下水が無計画に揚水、
飲料水等の水不足が課題となっているix。
2014 年のインド全土における表層水の流域平均の利用可能量によると（図 2-4）、マハラ
シュトラ州は海岸域を除いて既に「表層水の利用可能量が少ない」（0.1～0.4m/年）状況と
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なっている。他方、マハラシュトラ州の農地の 84％（2011-2012 年）の灌漑用水は雨水利
用であり、かつマハラシュトラ州の面積の全体の約 30％が雨水の当たらない土地である
（TERI,2014）
。

マハラシュトラ州

図 2-4

インド全土における 2014 年の表層水の流域平均の利用可能量（単位：m/年）
（出典：水資源省、WRI（World Resources Institute）
）

② 地下水の水質汚染
インドでは、地下水の水質汚染も深刻である。インドの水資源省（Ministry of Water
Resources）は、導電率（EC）が 3000μS/cm を超え、地下水の塩分濃度が高過ぎる地域
は 15 州、硝酸塩の濃度が飲料水の基準（45mg/L）を超える地域は 21 州に及ぶことを報告
している。マハラシュトラ州もこれらの指摘された州に入っており、中央地下水機構
（CGWB 、Central Ground Water Board）の発表した報告書（2014、CGWB）によると、
硝酸塩の濃度が飲料水の基準を上回っている地域が同州内で 30 に上っている。そのためマ
ハラシュトラ州では汚染濃度の高い地域に RO（逆浸透膜）による浄化システムを導入して
いる。しかし RO による浄化システムでは水の利用率が半分程度であり、貴重な水資源で
ある地下水の有効利用という点で大きな課題が残っている。
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3.

課題解決の方向性
前述の適応課題は地下水の低下と汚染であった。

そのために採用する浄化システムは電気透析を利用
したものであり、未処理で利用するには不適な成分を
多く含んだ地下水の脱塩を行い、灌漑・飲料用に適し
た水とすることが可能であり、水の利用率も高い。従
って、特に浄水が完備されていない、地下水に頼らざ

図 3-1

（イメージ図）

るを得ない内陸部の農村地域での普及が期待されて

（出典：調査団撮影）

いる。
（1）

電気透析浄化システム

対象技術の概要

当該浄化システムを、浄水が届かない内陸部の農村地域に適用することで、安全な農業
用水、飲料水を確保することができ、インドの適応課題である安全な水の確保に貢献でき
る。当該システムは旭硝子製イオン交換膜「セレミオン」を使用しており、海外には AGC
エンジニアリングが納入している。
当該浄化システムの特徴を以下に示す。
–

イオン交換樹脂のような再生操作が必要ないため、薬剤の使用量を大幅に削減できる。

–

廃液が格段に少なくなるため RO（逆浸透膜）プロセスなどと比べて、水利用率が高い。

–

発停を含めた自動化により、運転要員の削減が可能。

–

省電力システムなので安定した電力源の確保が難しい場所でも設置が可能。

井戸ポンプ
Well Pump

ろ過
Filter

電気透析
Electrodialysis

殺菌
Disinfection

水道水
Tap water

井戸水
Well water

脱塩水
Dilute

濃縮水
Concentrate

流量/Flow Rate

90m3/h

85.3m3/h

4.7m3/h

TDS

910ppm

523ppm

7,894ppm

NO3

120ppm

45ppm

1,474ppm

図 3-2 浄化システムのフロー（例）
（出典：AGC エンジニアリング社「セレミオン」パンフレット）
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インドで一般的に使用されている浄化システムは、RO（逆浸透膜）プロセスである。RO
プロセスでは高圧ポンプが必要だが、本システムでは必要ないため消費電力が少なく、コ
ンパクトにできる。水の安全が危惧される内陸部の農村地域では、浄水の供給だけではな
く送配電も完備されていない、あるいは電力供給が不安定な地域が多いが、本システムは
省電力のため、特に適応対策が必要な農村地域での普及が期待される。
（2）

本事業を通じたビジネス目標

上記旭硝子のイオン交換膜「セレミオン」を用いた地下水浄化システムの普及のため、
インド政府関係者や現地協力会社（以下：A 社）との関係構築強化、現地の地下水と要求さ
れる浄化システムにあったセレミオンの仕様決定、及び事業化に当たってのビジネス体制
の決定を本年度事業の目標とする。また普及に当たっての GCF 資金の適用のための必要条
件を明確にする。

4.

調査項目

4.1 調査項目
本調査の調査項目は、以下の通りである。

4.1.1.

当該システムの活用を通じたインドへの適応行動への貢献可能性

(1) インド農村部における気候変動の影響の実態調査と浄化システムのニーズ


インドの気候変動の影響が地下水に与える影響の概況を、政府等関連機関からのヒア
リングにより明らかにする。また干ばつ、大雨など、気候変動による影響がどの程度
農村部に影響を与えているのか、適応対策のポテンシャルは何かをヒアリングによっ
て把握し、浄化システムのインド国内での市場性を確認する。



最初の導入候補地であるマハラシュトラ州に対する当該システムのニーズを調査する。
また当該技術を普及する上での障壁を関係ステークホルダーにヒアリングし、克服す
べき障害を明確にするとともに、その解決方法を立案する。

(2) 当該システムの導入可能性


セレミオンの設計、製作に必要な井戸水成分や、A 社が持つ浄化システムに適合させる
ための必要情報を収集し、現地に合った電気透析槽とセレミオンの仕様を検討する。



試作のセレミオンを A 社のもつ既存の試作浄化システムに設置し、性能を確認すると
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ともに技術上の課題を明確にし、改善案を提案する。


日本で設計する電気透析槽や日本で製作しインドへ輸出するセレミオンにかかる費用
を積算し、A 社側と交渉しながらインドで適用可能な販売価格を見積もる。



インドで今後実証プロジェクトを行う際に連携する関係者と方向性について議論し、
事業実施体制及び事業計画を協議・構築し、ビジネスモデルの具体化を試みる。

4.1.2.

本技術導入による成果指標の検討



浄化システムをインドに導入した場合の成果の評価方法を検討する。



インプット、アウトプット、アウトカムのフレームワークを用いて、定量的、定性的
指標により、その導入効果を評価する。

4.1.3.


インド政府などの適応に関する政策やプロジェクトとの連携可能性の把握

インド政府機関との関係構築を図り、気候変動適応対策の実施に有用な事業として紹
介し、インド政府として関係団体に配布してもらう等の適応策としての技術支援を提
案する。
普及に当たっては GCF（Green Climate Fund：緑の気候基金）資金の適用を検討する



ため、インドの NDA（National Designated Authority：国家指定機関）である環境森
林気候変動省や、第 17 回の GCF ボードミーティングで AE（Accredited Entity：認
証実施機関）として認められた JICA や現地国 AE 等とコンタクトを図り、意見交換を
行い、GCF 資金を利用するための条件を明確にする。

進捗状況

5.

当該システムの活用を通じたインドへの適応行動への貢献可能性

5.1
5.1.1.

インド農村部における気候変動影響の実態調査

（1）

水供給行政体制



中央政府の水行政体制
インド中央政府において水行政を担う省は、水資源省（Ministry of Water Resources）

であり、水資源管理に係る政府方針ガイドライン、開発プログラム、国内水資源に関する
規制作成について責任を担う。飲料水衛生省（Ministry of Drinking Water and Sanitations）
は、国内の飲料用水と公衆衛生プログラムの全体政策、計画、資金調達、調整に関するハ
ブ機関となっている。元々農村開発省（Ministry of Rural Development）傘下の飲料水供
給局（Department of Drinking Water and Sanitation）であったが 2011 年に独立した省
と な っ た 機 関 で あ り、「全 国 地 方 給 水 プ ロ グ ラム （ National Rural Drinking Water
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Program: NRDWP）
」による地方における飲料用水の給水整備事業を実施している。
水資源省へのヒアリング結果によると、政策方針・水質基準は中央政府が定めるが、規
制やモニタリングは州政府の管轄である。

図 5-1


中央政府の水行政の組織体制

州政府の行政体制
州レベルの水行政は、各州の行政機関によって異なる組織形態で水資源行政を担ってい

る。マハラシュトラ州政府の行政体制は、水保全局（Water Conservation Department）
、
水 資源 局（ Water Resources Department）、水供 給公 衆衛 生局 （ Water Supply and
Sanitation Department）が州政府内に組織され、組織体制は下図 5-2 の通りである。

図 5-2 マハラシュトラ州政府の水行政の組織体制
（2）

気候変動の適応に関する方針

インド及びマハラシュトラ州の気候変動に係る方針で、特に重要なものは以下の通りで
ある。


インド国家気候変動適応アクションプラン（India’s National Action Plan on Climate
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Change (NAPCC), 2008）
NAPCC の中では、8 つの国家ミッション（National Mission）が選定され、このうち 5
つが適応策に関するものである。本件に関連するミッションとして以下が示されている。


National Mission for Sustainable Agriculture(NMSA)

目標の一つに、雨水利用が主であるインド国の農業の生産効率の向上が掲げられている。
乾燥地での農業生産向上のため、資源利用の改善を図る技術の導入、効率的な灌漑システ
ムの普及、先進技術の実証事業を図ること等が示されている。


National Water Mission(NWM)

水資源の保全、増強、保存に係る市民社会及び各州の参画が目標の一つに掲げられている。
また、価格や資格規制等の規制メカニズムによって、水使用効率を 20％向上させる目標が
設定されている。


インド国 INDC（Intended Nationally Determined Contribution,2015）
（2016 年に
NDC として同内容が提出されている）x
NDC は NAPCC で示された気候変動戦略の 8 つの国家ミッション（National Mission）

を推進することが示されている。特に National Water Mission（NWM）においては、イ
ンドでは地下水が主な水の供給源であり、過去数十年の地下水利用の急速な広がりと水位
が下がっていることに対する懸念が示されている。


マハラシュトラ州における気候変動適応計画（エネルギー資源研究所, 2014）xi
マハラシュトラ州における気候変動分野に関する適応計画が示され、水資源分野に関す

る 10 の行動計画が掲げられている。以下に本案件と関連する行動計画を示す。
① 「産業や公共事業者に対する水のリサイクルと再利用を義務付け、税制上の優遇
を早期採用することによって導入を促す。」
② 「産業や公共事業者に対する定期的な水質監査を義務付け、新鮮な表層水の水道
価格を引き上げる。
」
③ 「コンプライアンスのコストを削減するための支援策として、国内の排水処理装
置メーカーにインセンティブを提供する。」
（3）

水資源管理に関する政府方針

インド及び対象地であるマハラシュトラ州の水資源管理に係る方針で特に重要なものを
以下に示す。


第 12 次五カ年計画（2012～2017 年）(インド政府, 2013 年)xii
国家レベルの計画は、憲法によって「五ヵ年計画」で規定されることとなっており、経

済、財政、金融、雇用、教育、社会保障、環境、産業、農業、交通、都市開発、エネルギ
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ー等の分野について、戦略的目標やその達成に向けたプロジェクトを示すものである。本
計画では国際基準に準拠していくためインド産業による水のリサイクルと再利用の明確な
目標の必要が示され、全国地下水管理プログラム（National Groundwater Management
Programme）を策定することが示された。


インド国家水政策（National Water Policy, 2012）
国家水政策として、以下が課題であることが示されている。
① 急速な都市化及び人口の急速な増加、ライフスタイルの変化に伴う水需要の増
加による水不足
② 気候変動影響（洪水、干ばつの頻度、土壌侵食の増加）による、利用可能な水
の確保困難、水不足や水関連災害の発生
③ 海面上昇に伴う地下水への塩水浸入と沿岸域の海岸侵食の増加。
都市部や工業地区では技術的及び経済的に可能な限り、雨水の利用と脱塩処理をした水

利用を進めるべきであることが示されている。


マハラシュトラ州水政策（Maharashtra State Water Policy, 2003xiii）
2003 年時点で、
マハラシュトラ州の主な 4 つの河川流域の 49％が水不足に陥っており
（人

口の約 43％へ影響）
、経済発展や人口増加によって更に水不足は悪化することが懸念されて
いる。公共の灌漑用水管理への農家の参画を義務付ける方針が示され、今後灌漑用水は
Water Users Association (WUA)を通じ、提供されることが示されている。また、民間セク
ターからの水資源管理への参画が推奨されており、先進技術、革新的なファイナンス手段、
水資源管理専門家の参画、水資源利用の費用対効果改善等の実現が検討されている。


「インド農村部における安全な飲料水の確保」 戦略計画 2011-2020 飲料水・衛生省
（
“Ensuring Drinking Water Security In Rural India” Strategic Plan – 2011- 2022,
Department of Drinking Water and Sanitation – Rural Drinking Water）

飲料水・衛生省が実施している全国地方給水プログラム（National Rural Drinking Water
Programme：NRDWP）は、1972-1973 年度に開始された Accelerated Rural Water Supply
Program （ARWSP）を起源とし、2009 年 4 月から開始された地方給水促進のプログラム
であり、インド国内の農村部における飲料水の提供を目標に各州を支援するものである。
NRDWP によるインド農村部における安全な飲料水の安定的確保に関する 2011-2020 年の
間の目標、戦略が示され、以下の目標が設定されている。
① 農村地域の全ての国民が、飲料用・料理用等の家庭利用や家畜利用に安全な水
を、自然災害時を含み、年間を通して安定的に必要十分な量を確保する。
② 2022 年までに全ての農村部の国民は、社会的もしくは経済的差別障壁なしに、
各家庭内でもしくは各家庭から 50m 圏内において 70Lpcd（Litres per Capita
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Day；一人一日当たりリットル）の水アクセスが可能となる。（州毎に、更に高
い基準（100Lpcd 等）も設定が可能。）
（4）

インドの対象地域の飲料水事業

① 上水道概況
統計・計画履行省 (Ministry of Statistics and Programme Implementation) の全国標本
調査機関 (National Sample Survey Organisation: NSSO)が行った 65 回調査（2008-2009）
によると、水道普及率はインド全土では 31.55％、マハラシュトラ州では 50.68％であった
が、2011 年には、同値 43.5％、67.9％に増加している（2011 年インド国勢調査）
。
表 5-1
対象地

インド全土及びマハラシュトラ州における水道普及率
総人口

水道管による水

（2008-2009）

道普及人口

水道普及率（％）
2008-2009 年*

2011 年**

（2008-2009）
マハラシュトラ州
インド全体

64,770,901

32,827,697

50.68

67.9

863,494,741

272,405,371

31.55

43.5

（出典：*Strategic Plan – 2011- 2022 - Ensuring Drinking Water Security In Rural India,
Department of Drinking Water and Sanitation 、**インド国勢調査 2011）
国民一人当たりの年間利用可能水量は 2001 年の国勢調査では 1,816m3 であったが、
2011
年国勢調査では 1,544m3 に減少している。インドの人口増加は顕著であり、それに伴い、
国民一人当たりの年間利用可能水量は 2050 年には約 1,140m3 に減少することが予測されて
いる（下表）
。
表 5-2

国民一人当たりの年間利用可能水量
2010

2025

2050

人口（百万人）*

1,162.31

1,394.02

1,640.00

国民一人当たりの年間

1,608.26

1,340.94

1,139.82

利用可能水量**（m3）
（出典*：Report of the Standing Sub-Committee for assessment of availability and
requirement of water . for diverse uses in the country, August 2000
出典**：Central Water Commission, (2013),”Water and Related Statistics” ）
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② 飲料用水の取水源
上水道がまだ完全に普及していないため、飲料用水の取水源は州・地域によって異なる。
下表に、2011 年国勢調査の州別の取水源を示す。本案件の対象地であるマハラシュトラ州
では、水道から取水している世帯は全世帯の 67.9％であるが、この内、56.3％は処理され
ている水、11.6％は処理されていない水を水道より取水している。従い、マハラシュトラ州
では全世帯の 43.7％（約 1,040 万世帯）
、インド全土では 68%（約 16,800 万世帯）が処理
されてない水を飲料用水として利用している。

図 5-3

マハラシュトラ州の飲料用水の取水源（単位：％）
（出典：インド国勢調査 2011 年）

246,692,667
43.5
32.0
11.6
11.0
1.6
9.4
33.5
8.5
0.5
0.6
0.8
インド全体
23,830,580
67.9
56.3
11.6
14.4
2.2
12.2
9.9
5.7
0.4
0.4
0.4
マハラーシュトラ州
2,015,088
63.9
34.7
29.2
6.5
1.9
4.7
11.4
1.5
6.2
6.7
0.7
ジャンムー・カシミール州
（出典：インド国勢調査
2011
年）
1,476,581
89.5
83.9
5.6
2.9
1.6
1.3
3.6
0.7
0.7
0.3
0.5
ヒマーチャル・プラデシュ州
5,409,699
51.0
41.1
9.9
0.5
0.2
0.2
24.7
21.9
0.0
0.2
0.1
パンジャブ州
235,061
96.7
93.7
3.0
0.1
0.1
0.0
1.8
0.9
0.0
0.0
0.1
チャンディガル連邦直轄領
（5）
インドの対象地域の灌漑用水
1,997,068
68.2
53.9
14.3
1.1
0.7
0.4
22.0
2.0
1.1
0.9
0.7
ウッタラーカンド州
4,717,954
68.8
55.9
12.9
3.0
0.7
2.3
12.0
12.9
0.0
0.3
0.9
ハリヤナ州
3,340,538
81.3
75.2
6.1
0.1
0.1
0.0
5.3
8.4
0.0
0.0
1.2
デリー連邦直轄領
12,581,303
40.6
32.0
8.5
10.8
1.2
9.6
25.3
12.2
0.1
0.8
5.9
ラジャスターン州
① 農地への灌漑設備普及の概況
32,924,266
27.3
20.2
7.1
4.0
0.6
3.4
64.9
2.9
0.0
0.1
0.1
ウッタル・プラデシュ州
18,940,629
4.4
3.1
1.3
4.3
0.7
3.7 。農地の作付け面積は年々
86.6
3.0
0.0
0.2
0.1
ビハール州
インドでは水利用量の約
8 割は灌漑目的である（表
5-7 参照）
128,131
85.3
29.2
56.1
0.6
0.5
0.2
0.0
0.0
11.1
0.4
0.6
シッキム州
増加しているため、
他方、総作付地に対し、
灌漑地は約
51.9％
（2013
261,614
65.5
26.4
39.1
5.7
1.4
4.3
10.7
2.4
5.7
6.0
0.9
アルナーチャル・プラデシュ州 灌漑地も増加している。
399,965
47.2
6.1
41.1
25.7
6.6
19.1
2.2
4.5
5.6
2.0
10.3
ナガランド州
年）であり、本案件対象地であるマハラシュトラ州では、農地に占める灌漑地は約 18.6％
507,152
38.6
25.6
13.0
7.5
2.8
4.7
6.5
0.4
5.6
15.0
23.2
マニプール州
58.7
39.4
19.3
4.7
2.0
2.7
0.8
0.9
18.4
7.7
1.8
ミゾラム州 年）であった。221,077
（2013
842,781
33.2
20.3
12.9
27.4
2.9
24.5
18.1
16.3
1.9
1.8
0.5
トリプラ州
538,299
39.3
27.8
11.5
25.4
6.9
18.5
2.8
2.6
19.0
2.6
5.7
メガラヤ州
6,367,295
10.5
9.2
1.3
18.9
1.7
17.2
50.2
9.2
1.3
3.4
4.6
アッサム州
20,067,299
25.4
21.0
4.4
6.0
0.7
5.4
50.1
16.7
0.5
0.3
0.2
ウエスト・ベンガル州
6,181,607
12.9
10.0
2.9
36.5
1.9
34.6
43.8
3.5
0.8
1.6
0.2
ジャールカンド州
9,661,085
13.8
10.0
3.9
19.5
2.2
17.3
41.5
20.0
1.8
1.7
0.9
オディシャ州
5,622,850
20.7
12.3
8.4
11.4
0.8
10.6
58.4
7.2
0.7
0.9
0.2
チャッティースガル州
14,967,597
23.4
16.5
6.9
20.0
1.1
18.9
47.1
7.6
0.3
0.7
0.4
マディア・プラデシュ州
12,181,718
69.0
39.9
29.2
7.1
2.3
4.8
11.6
9.6
0.1
0.3
0.2
グジャラート州
60,381
75.2
54.6
20.6
0.7
0.5
0.2
5.5
18.1
0.0
0.0
0.0
ダマン・ディウ連邦直轄領
ダドラおよびナガル・ハヴェリ
73,063
46.5
26.0 Ⅱ－15
20.5
7.2
1.5
5.7
24.5
20.6
0.6
0.3
0.0
連邦直轄領
21,024,534
69.9
49.0
20.9
6.4
0.5
5.9
13.7
6.9
0.5
0.3
0.3
アーンドラ・プラデシュ州
13,179,911
66.1
41.2
24.8
9.0
1.0
8.0
5.5
16.0
0.3
0.8
1.0
カルナータカ州
322,813
85.4
82.1
3.4
11.1
4.0
7.1
0.1
0.3
1.2
0.3
0.4
ゴア州
10,703
20.3
9.1
11.1
71.7
6.9
64.9
2.5
0.1
0.0
0.0
0.4
ラクシャディープ連邦直轄領

その他

池、湖

河川、運
河

湧水

管井戸

カバー
付井
戸
カバー
無し
井戸
ハンドポ
ンプ

合計

飲料用水の取水源別の世帯分布（％）
井戸

非処
理水

処理
水

水道

合計

州

インド全土及びマハラシュトラ州の飲料用水の取水源
世帯数

表 5-3

1.5
1.0
3.1
1.9
1.7
0.5
4.0
1.9
3.6
4.3
0.7
1.4
2.0
3.2
2.7
3.4
6.9
0.9
2.6
2.0
0.8
0.8
0.8
0.5
0.6
2.0
0.5
0.4
2.1
1.4
1.3
5.1

表 5-4
年
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10

人口
（千人）
1,028,610
1,045,547
1,062,388
1,079,117
1,095,722
1,112,186
1,128,521
1,144,734
1,160,813
1,176,742

インド国土地利用と灌漑地（単位：千 ha）
面積
328,726
328,726
328,726
328,726
328,726
328,726
328,726
328,726
328,726
328,726

純作付地 耕作可能地 総作付地 総灌漑地 純灌漑地
141,336
140,700
132,051
140,708
140,642
141,162
139,848
141,377
141,929
140,022

183,455
183,551
183,449
183,132
182,946
182,685
182,508
182,691
182,514
182,466

185,340
188,286
174,108
189,669
191,119
192,756
192,408
195,138
195,357
192,197

76,187
78,420
73,094
78,038
81,076
84,280
86,756
87,980
88,867
86,423

55,205
56,920
53,884
57,046
59,218
60,831
62,744
63,291
63,740
63,256

（出典：インド国水資源統計 2013 年）
② 灌漑用水の取水源
灌漑地における灌漑用水の取水源を下表に示す。灌漑地における灌漑用水は主に地下水
（井戸）から取水されている。インド全体では、井戸からの取水を行っている土地が灌漑
地の約 62％を占め（井戸及び管井戸含）、次いで灌漑水路からの取水が約 24％であった
（2013-2014 年予測値）。対象地となるマハラシュトラ州では、管井戸からの取水を行って
いる土地が全灌漑地の約 67％、次いで灌漑水路からの取水が約 33％であった（2013-2014
年予測値）
。
従い、マハラシュトラ州で利用されている灌漑用水の約 67％が地下水であり（インド全
土では約 62％）
、地下水位の低下、地下水の汚染の影響を直接受ける農家が多い。

図 5-4

マハラシュトラ州の灌漑用水の取水源（単位：％）
（出典：インド国勢調査 2011 年）
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表 5-5

インド国全体の灌漑地の取水源別面積（単位：千 ha）

2007-08
2008-09(p)
2009-10(p)
2010-11(p)
2011-12(p)
2012-13(p)
2013-14(p)

灌漑地
合計面積

2006-07

その他

2005-06

井戸

2004-05

管井戸

2003-04

タンク

2002-03

合計

2001-02

民間

年

政府

灌漑用地の取水源（千ha）

14,993
13,867
14,251
14,553
16,490
16,802
16,531
16,686
14,789
15,472
15,833
15,506
16,115

209
206
206
214
227
224
217
195
188
171
172
165
163

15,202
14,073
14,458
14,766
16,718
17,027
16,748
16,881
14,978
15,643
16,005
15,672
16,278

2,196
1,811
1,916
1,734
2,083
2,078
1,973
1,981
1,587
1,980
1,919
1,753
1,842

23,245
25,627
26,691
25,235
26,026
26,942
28,497
28,367
28,371
28,543
29,943
30,543
31,126

11,952
8,727
9,693
9,956
10,044
10,698
9,864
10,389
9,992
10,629
10,595
10,763
11,312

4,342
3,658
4,299
7,538
5,966
5,999
6,107
6,020
7,008
6,864
7,236
7,536
7,542

56,936
53,897
57,057
59,229
60,837
62,744
63,189
63,638
61,936
63,659
65,697
66,266
68,100

灌漑水路

(p)=予測値

（出典：Statistical Year Book India 2017）

マハラシュトラ州の灌漑地の取水源別面積（単位：千 ha）

2008-09(p)
2009-10(p)
2010-11(p)
2011-12(p)
2012-13(p)
2013-14(p)

1,085
1,083
1,084
1,082
1,080
1,081

1,085
1,083
1,084
1,082
1,080
1,081

2,174
2,171
2,172
2,169
2,164
2,167

その他

井戸

管井戸

合計

民間

灌漑水路
政府

年

タンク

灌漑用地の取水源（千ha）

灌漑地
合計面積

表 5-6

3,259
3,254
3,256
3,252
3,244
3,248

(p)=予測値

（出典：Statistical Year Book India 2017）
（6）

インドの対象地域の将来の水需要

① インド全土
国民一人当たりの年間利用可能水量は減少するものの、人口の増大、農地拡大、灌漑設
備の普及等によって実際の水需要予測は増加することが予測されている（表 5-7）
。インド
国水資源統計（2013）によると、2050 年には、インド全土では最大 11,800 億 m3 に水の需
要量が増加することが予測され、この内 8,070 m3 が灌漑用、1,110 億 m3 が飲料用を含む国
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内消費に必要となることが予測されている。
従い、2050 年にかけて 2,630～4,860 億 m3 の水需要が増加し（2010 年比）
、国内消費用
の水需要は 470～690 億 m3 の増加、灌漑用水用の水需要は 710～2640 億 m3 が予測されて
いる。

図 5-5

インド全土の用途別の将来水需要予測（単位：10 億 m3）
（出典：インド国水資源統計 2013 年より ERM 日本作成）

表 5-7
セクター

インド全土の用途別の将来水需要予測（単位：10 億 m3）
1997-98

灌漑用水
国内消費
産業用
電力
内水船
生態系保全
蒸発ロス

合計

用途別の水需要予測（BCM)
2010
2025
2050
低予測
高予測
低予測
高予測
低予測
高予測

524
30
30
9
0
0
36

543
42
37
18
7
5
42

557
43
37
19
7
5
42

561
55
67
31
10
10
50

611
62
67
33
10
10
50

628
90
81
63
15
20
76

807
111
81
70
15
20
76

629

694

710

784

843

973

1,180

（出典：インド国水資源統計 2013 年）
② マハラシュトラ州
インド国政府のデータを活用し WRI（World Resources Institute ）が作成した将来水需
要予測を図 5-6 に示す。2025 年における国内及び産業用の水需要予測によると、マハラシ
ュトラ州の内、特にジャルガオン県は、「水需要が高い」地域であり、 2025 年には
93,760,000m3 以上の水需要が予測されている。
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マハラシュトラ州

図 5-6 インド全土における 2025 年の国内消費/産業用の水需要予測（単位：10,000m3）
（出典：水資源省、WRI（World Resources Institute）
）

（7）

対象地域の地下水の汚染状況

中央地下水機構（CGWB, Central Ground Water Board）の発表した報告書（CGWB,2016）
による、マハラシュトラ州における 1,078 の井戸の地下水の水質状況調査結果と、飲料用
水国家基準及び灌漑用水の推奨基準との比較を以下に纏める（2015-2016 年調査結果）
。
① 飲料水用の国家基準及びマハラシュトラ州の地下水の汚染状況
CGWB による 1,078 の井戸の 2015-2016 年の水質調査結果と、飲料用水用の国家水質基
準（IS-10500-91）の比較を表 5-8 に示す。
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表 5-8
No.

パラメーター

1

pH

2

マハラシュトラ州の地下水の水質状況（2015-2016 年）
最小*

最大*

平均*

インド飲料用

代替手段がな

水用国家基準**

い場合の基準**

6.6

8.8

7.80

6.5-8.5

-

TDS (mg/L)

21.0

4,933.0

494.61

500

2,000

3

TH (mg/L)

20.0

3,600.0

359.69

300

600

4

Ca++ (mg/L)

2.0

701.4

76.21

75

200

5

Mg++ (mg/L)

1.2

482.4

41.23

30

100

-

6

Cl (mg/L)

7.1

1,871.8

137.55

250

1,000

7

NO3- (mg/L)

1.0

64.0

26.73

45

-

8

SO4-(mg/L)

0.0

1,482.0

100.57

200

400

0.0

1.9

0.31

1.0

1.5

-

9

F (mg/L)

（出典*:Central Ground Water Board,2016-2017, Ground Water Year Book of Maharashtra and
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli(WATER YEAR 2015-16)
出典*＊: Bureau of Indian Standards., 2012, IS 10500:2012, Drinking

Water-Specification,

Second Revision. Government of India, New Delhi.）

調査対象となる 1,078 の井戸の、飲料水用国家基準を超過していた割合を表 5-9 に示す。
特に硝酸塩の濃度が飲料水の基準を上回っている地域が多く、マハラシュトラ州全体の
23.7％に上っている。また、その次に全硬度（TH）は、全体の 11.0％が同基準を上回って
いる。
表 5-9
No.

マハラシュトラ州の井戸水の飲料用水質基準の超過割合（2015-2016 年）

パラメーター

インド飲料用

代替手段がな

DL 以上 MPL 以下

MPL 超過

水用国家基準**

い場合の基準

計測数

計測数

（DL）

**

％

％

（MPL）
1

pH

6.5-8.5

-

1,069

99.1

9

0.8

2

TDS (mg/L)

500

2,000

346

32.1

14

1.3

3

TH (mg/L)

300

600

434

40.2

118

11.0

4

Ca++ (mg/L)

75

200

371

34.4

35

3.3

5

Mg++ (mg/L)

30

100

510

47.3

66

6.1

-

6

Cl (mg/L)

250

1,000

130

12.0

6

0.6

7

NO3- (mg/L)

45

-

-

-

255

23.7

8

SO4-(mg/L)

200

400

117

10.9

19

1.8

1.0

1.5

19

1.8

10

0.9

9

-

F (mg/L)

DL-望ましい最大値（Desirable Limit）, MPL-最大許容限度（Maximum Permissible Limit）
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② 灌漑用水用の国家基準及びマハラシュトラ州の地下水の汚染状況
以下にマハラシュトラ州における電気伝導度（EC）及び灌漑用水としての適性調査結果に
よると、灌漑用水には適さない非常に高い塩分濃度が見られたのは、調査対象のマハラシ
ュトラ州の 4.55％であった（下表）
。排水及び塩分コントロールが必要、かつ育てられる種
類が限定される高塩分濃度もマハラシュトラ州の 46.75％が示している。従い、マハラシュ
トラ州のこうした塩分濃度の高い地域においては、特にプレモンスーンの乾季末期での地
下水の灌漑用水利用は困難である。
表 5-10

マハラシュトラ州の地下水の灌漑用水適性基準超過状況（電気伝導度）
出典

No.

水質

EC(μS/cm)

1

低塩分濃度

＜250

101

9.37

2

中塩分濃度

250-750

424

39.33

3

高塩分濃度*

750-2250

504

46.75

49

4.55

1,078

100

4

非常に高い塩分濃度

*

計測数

＞2250
合計

％

（出典：CGWB,2016）
注*）


高塩分濃度：排水に制限のある土壌には使用できない。適切な排水があっても、塩分コン
トロールが必要となり、耐塩性の強い植物を選択する。



非常に高い塩分濃度：通常の条件下では灌漑用水には適さない。土壌の浸透性は高く、適
切な排水があり、排水を促すために通常より過剰に潅水すべきであり、耐塩性の非常に強
い植物を選択する必要がある。

③ 地下水の浄化のニーズ
WRI( World Resources Institute)がインド政府データを元に作成している India Water
Tool 2. 0（水資源リスクに関するウェブ上のプラットフォーラム）によると、インドの地下
水の水質基準を調査した 632 の県の内、59 県において国家水質基準の超過が確認された
（2011 年）
。具体的には、残留塩素、フッ素、鉄分、ヒ素、硝酸塩、電気伝導度のいずれか、
もしくは複数の項目基準超過が確認された。この内、一つのパラメーターが超過している
地域の住民は 13,060 万人に及び、3 つ以上のパラメーターが基準を超過していた 8 県の住
民は 2,000 万人に及ぶ（2011 年調査結果）
。このため、対象地域であるマハラシュトラ州で
は汚染濃度の高い地域に主に RO（逆浸透膜）による浄化システムの導入を一部行っている。
一方、RO による浄化システムは水の利用率が半分程度であり、地下水に頼らざるを得ない
農村部においては貴重な水資源となる地下水の有効利用を実現する浄化システムが求めら
れている。
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5.1.2.

当該システムのニーズ調査

前述の調査結果から、マハラシュトラ州では、水需要の増加が予測されること、水需要
の主な取水源は地下水であるが、気候変動の影響によって地下水位が低下しており、地下
水汚染も深刻化していることが明らかとなった。
現在、マハラシュトラ州政府では特に地下水の汚染濃度の高い地域に対して浄化装置を
導入しているが、現在の主な導入技術は汚染水の水利用率が半分程度の RO である。ヒア
リングの結果、電気透析技術は導入実績が少なく、技術に対する認識が乏しい状況であっ
た。地下水位の低下と汚染が深刻化している同州においては、特に地下水に頼らざるを得
ない農村部において水利用率の高い本技術への高い関心が、インド飲料水衛生省、マハラ
シュトラ州政府から示された。他方、当該技術を普及する上での障壁は価格であることが
関係複数機関から示唆された。
（1）

電気透析による浄化システムの普及する上での障壁

A 社との協議を通じ、明らかとなった競合技術 RO との比較を下表に示す。電気透析に
よる浄化システムは水の回収率が高いため貴重な水資源である地下水を有効に利用でき、
高圧ポンプを使わないため電力消費量が少なく、コンパクトに出来るというメリットが
ある。A 社もこの特徴を理解し、インドの特に地下水位低下・汚染が深刻だが、地下水に
取水源を依存する農村部でのニーズが高いと考えている。
さらに浄化システムの運用コストは RO システムとほぼ同等、もしくは電気透析の方
が若干安価である。しかし導入コストは割高であり、普及する上での障壁となる。従っ
て農村地域向け浄化システムの低コスト化が重要であることが A 社と共有できた。
表 5-11
プロセス

現地ヒアリングに基づく競合技術との比較表

導入コスト

運転コスト

必要な電圧・

水回収率

その他

低い

大容量にも対

電力
RO 法

低い

比較的高い

高い（高圧ポ
ンプが必要）

イオン交換法

高い

比較的高い

（膜法による電

比較的低い

応可能
高い

脱塩度を調整
できる

気透析法）

（出典：現地ヒアリング情報に基づき ERM 日本作成）
（2）

普及課題の解決方針

今後のインド国内における競争力を高めるため、A 社と今後のビジネス展開協力体制に
ついて、協議を重ねた。結果、A 社と協力体制方針に合意した。詳細なシステム開発支援
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等の契約形態について、協議を進める予定である。

5.1.3.

当該システムの導入可能性

（1）

既存の試作システムの性能確認

A 社は、自社敷地内に試験的に電気透析装置を導入している。今回の訪問で、インドの
地下水に対する電気透析システムの適用性が確認された。

浄化前の水質確認の様子

（2）

性能確認の様子

現地に適合した浄化システムの仕様検討・技術課題の明確化

競争力のある電気透析装置の開発を行うため、A 社より提示された技術上の課題（設
計上の水漏れや規格の相違等）を確認し、各課題に関する協議、提案を行った。提案に
従い、A 社は性能確認を行う計画である。
（3）

事業計画の検討

A 社との交渉・協議を通じ、以下の成果が得られた。


実施体制の方針
競合技術との比較によって、当該技術を普及する上での障壁は導入コストであること
が明らかとなった。課題解決のために、AGC グループと A 社が協力して価格競争力の
ある浄化システム開発を推進していくことを合意した。



販売価格の検討
販売価格は、競合技術である RO の価格を踏まえ、十分に市場競争力のある価格設
定を行うことで A 社と合意した。詳細な価格は、現在 AGEC 社が技術支援の下、デモ
機開発の結果を見て最終検討を行うが、双方で目標とする販売価格の確認を行った。



事業計画の検討
2019 年度は A 社が CSR 活動としてインド国内にシステムを試験的に無償で導入し、
次年度以降はビジネス展開を図る事業計画に合意した。
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5.2 当該システムを導入した場合の成果の評価手法の構築
インド中央政府は、
飲料水衛生省が中心となり、全国地方給水プログラム（National Rural
Drinking Water Programme (NRDWP)）を実施している。ヒアリングから、マハラシュト
ラ州及び各州政府は、地下水の水質調査及びその影響調査を毎年定期的に実施し、その結
果を NRDWP に報告を行っていることが分かった。NRDWP への報告内容は、承認後、
NRDWP のサイトに結果が反映されるため、評価手法の指標として入手可能なデータの確
認を行った。飲料水衛生省との相談の結果、マハラシュトラ州の入手可能なデータを精査
し、当該システムを導入した場合の成果の評価手法の検討を行った。検討された結果は、
「６．
評価指標」にまとめて記載する。
5.3 インド政府の適応に関する政策やプロジェクトとの連携可能性の把握
5.3.1.

インド政府機関との連携の検討

インド中央政府及び州政府と連携可能性についての協議の結果を以下に示す。
① 環境森林気候変動省（Ministry of Environment, Forest & Climate Change）
環境森林気候変動省の水資源に関する技術者と面談を行った結果、本浄化システムに
強い関心が示され、現在のインド国における競合技術の状況、導入対象、浄化能力等々
の情報共有を、AGEC 社及び A 社より行った。
担当者からはインド国における展開に関心が示され、インド国の研究機関との共同研
究の可能性も示唆され、今後の協力の可能性が伺えた。
② 農業農民福利厚生省(Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)
灌漑用水に関する国家水質基準（IS :11624-1986 Indian Standard - Guidelines for
The Quality of irrigation water）を、農業農民福利厚生省から入手した。作物ごとの詳
細な基準や調査や研究内容に関しては、研究機関であるインド農業研究評議会（ICAR：
Indian Council of Agricultural Research）が担っていることが示された。
ICAR との連携可能性を提案したところ歓迎され、担当者を紹介された。また、日本国
経済産業省では、分野横断的な適応グッドプラクティス事例集が作成されていることを
紹介するとともに、インド国において作成される場合には、本技術について技術情報提
供を行うことを提案した。先方からは事例集の作成に関心が示された。
③ インド農業研究評議会（ICAR：Indian Council of Agricultural Research）
農業に関する国家研究機関である ICAR から、本技術への理解・高い関心を得た。マ
ハラシュトラ州では地下水の約 40％が塩水化しており、灌漑用水の需要も年々増加して
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いる。灌漑用水用の浄化装置導入のニーズは高いが、課題はコストであることが示され
た。より安価な技術が必要であり、AGEC 社及び A 社が協力することよる安価な浄化シ
ステムの開発に期待が示された。
共同研究が提案されたが、ICAR は国家研究機関であるため、国内企業である A 社と
の共同研究となる。そのため AGC グループは A 社に対する技術支援・イオン交換膜の供
給者となり、間接的な研究開発への協力は可能である。ICAR からは具体的な連携案のプ
ロポーザルの用意・提供が依頼され、今後の連携可能性が示唆された。
④ 飲料水衛生省（Ministry of Drinking Water and Sanitations）
農村部おける飲料用水の給水整備事業「全国地方給水プログラム（National Rural
Drinking Water Program: NRDWP）
」を実施している中央政府機関である。マハラシュ
トラ州の約 1/3 は、3～5 年に一度干ばつが発生する干ばつ頻発地帯であることが示され、
水資源が減少しているこれらの地域では、RO に比べ水利用率の高い浄化システムである
本技術の導入に期待が示された。NRDWP の予算は中央政府だが、実施内容・技術は州
政府が所管しているため、マハラシュトラ州政府との協議を進めることが推奨された。
⑤ 水資源省（Ministry of Water Resources）
地下水の飲料用水に関する最新の水質基準は、”BIS (2012),Indian Standard Drinking
Water –Specification(Second Revision) IS 10500:2012”であることが確認された。また、
最新の地下水の汚染状況、及び政府方針の情報が確認された。
⑥ WSSO（Water and Sanitation Support Organization）
マハラシュトラ州水供給公衆衛生局傘下の WSSO は、州の水と公衆衛生に関する協会
である。マハラシュトラ州農村部での飲料用水は、主に地下水に依存しており、地下水
汚染は、順に TDS、フッ素、硝酸の濃度が深刻であることが示された。住民からも地下
水浄化を希望する声は多いが、予算上、汚染濃度が高い地域に対して優先的に浄化設備
の導入を行っており、希望のある全地域への設置は困難であることが示された。現在州
政府が主に導入している地下水浄化設備は RO だが、地下水位の低下が懸念されている
マハラシュトラ州では、水利用率の高い本技術への期待が示され、本技術のニーズが高
いことが確認できた。
州政府による地下水汚染の浄化に関するプロジェクトを実施する際に、地下水位の更
なる低下を防ぐために、浄化設備導入時に、以下の 3 点の緩和策を行っている。
１）地下水涵養の実施
２）河川流域全体に配慮した開発
３）飲料用水の上流域の特定、上流域にリチャージを導入する等対策を行う。
WSSO からは本技術への高い関心が示され、Director への技術プレゼンを行う依頼も
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受けた。今後、GCF 案件化検討等、州政府との連携協議を進める際には、WSSO を通じ
更なる協議を深めることとした。

5.3.2.

GCF 案件化の検討

①AE 候補（JICA）との面談結果
2017 年に GCF の認証実施機関（AE：Accredited Entity）となった JICA（Japan
International Cooperation Agency：独立行政法人国際協力機構）に、GCF 案件化につ
いての面談を行った。JICA 地球環境部気候変動対策室からは、しっかりとした現地パー
トナーがいるのは GCF 化に有利であることが示された。
JICA 事業と連携したコ・ファイナンスの可能性については、インド国の水に係る JICA
の協力は、現状は上下水道が中心であり、かつ対象地も都市給水が主体であること、浄
化の場合は、川・河川水が対象となるとのことであった。
また、SAP（Simplified Approval Process）
（GCF 資金 USD ≦ 10 百万 等、GCF
の諸条件を満たす案件を対象にした簡易承認プロセス）の適用可能性について打診した
ところ、SAP はダイレクトアクセスが推奨されているため、AE としてはインド国の
NABARD（National Bank For Agriculture And Rural Development：全国農業農村開
発銀行）への提案を推奨された。NABARD は既にソーラーマイクロ灌漑システムの GCF
案件を実施しているため、本技術への関心が期待された。
②AE 候補（NABARD）との面談結果
インド国の全国農業農村開発銀行であり、既に GCF 案件を実施中の AE である。本技
術の紹介を行い、本技術への認知・理解の向上及び高い関心を得、GCF 候補として高評
価を得た。本案件は農村部の貧困層を対象としているため、金利等を考えると Grant 資
金の方が適切と思われるが、Grant 資金スキーム構築を図る場合には、マハラシュトラ
州政府が実施機関（EE：Executing Entity）となる体制が推奨された。マハラシュトラ
州政府機関である WSSO とは本調査を通じて良好な関係が構築され、本技術に対する強
い関心が示されている。
④ GCF 案件の実施体制の検討
NABARD、JICA、A 社との面談から、下図の実施体制が候補として挙げられる。AE
候補の NABARD は同実施体制案に好感を持っており、今後、WSSO 及びマハラシュト
ラ州政府関係機関、NABARDO、A 社と共に更に GCF 化の検討協議を進める方針である。
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6.

州政府を実施主体とする場合の GCF 実施体制候補（例）

評価指標（インプット、アウトプット、アウトカム等）
本事業に関する事業評価手法は、以下のとおりである。

評価指標

インプット

アウトプット

アウトカム

・浄化装置の導入

水質に影響を受けている人

地域の住民の健康向上

数（導入装置数）

口（人）

（SDGs 目標の 3 に関連）

浄化処理水にアクセスのあ

国家水質基準を満足した飲

る世帯数（戸数）

料水の普及（％）（SDGs 目

・浄化装置の導入を
受けた人口（人）

標の 6 に関連）
インド国は、「全国地方給水プログラム（National Rural Drinking Water Program:
NRDWP）
」によって、農村部おける飲料用水の給水整備事業を実施しており、その成果を
把握するために同プログラムのサイトの中で、成果指標のデータを毎年、インド全土及び
州毎のデータを公開している。同プログラムによって収集可能なデータを基に評価指標を
上記の通り整理を行った。
以下に、インプット、及びアウトプットに対する評価指標とベースライン数値を示す。
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表 6-1

マハラシュトラ州におけるプロジェクト評価手法のベースライン
ベースライン*

評価指標

取得年

インプット
浄化装置の導入数（導入装置数）

18

2014-2015 年

浄化装置の導入を受けた人口（人）

61,380

2014-2015 年

水質に影響を受けている人口（人）

548,304

2017 年

51,682,000

2017 年

アウトプット
(40 Lpcd 当たり)
飲料水供給にアクセスのある人口（人）
(40 Lpcd 当たり)
(*出典：全国地方給水プログラム（National Rural Drinking Water Program: NRDWP）プ
ロジェクトサイト)

成果

7.
7.1

成果

本年度の調査に基づく成果を以下に示す。
①. インドの井戸水に対応した浄化システムの仕様の検討
A 社が試験用に導入した電気透析装置（他社製）を用いて運転条件を変化させ、現地地
下水に当該システムが十分に適用可能であることを確認した。あわせてマハラシュト
ラ州の地下水濃度を入手し、AGC 社製イオン交換膜を用いた電気透析設備によって優
れた浄化性能が期待できることを確認した。また、新膜の紹介も行い、現地他社シス
テムへの組み込みを通じて評価する事も了解を得た。今後は日本仕様では過剰となる
ような項目を洗い出し、インド仕様としての適正化を試みる予定である。
②. 適応ビジネス展開のための体制、および事業計画の確認
適応ビジネス展開のため、AGC エンジニアリング社と A 社の基本的な役割分担を確認
し、電気透析システムを使用した地下水浄化システムの普及のために協力していくこ
とで一致した。さらに基本的な事業計画の策定に取り掛かることが出来た。
③. インド政府の適応政策との連携の検討
農業農民福利厚生省(Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)から当該浄化システ
ムの導入を期待され、農業に関する国家研究機関であるインド農業研究評議会（Indian
Council of Agricultural Research、ICAR）からはインドにとって必要な技術のため当
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該システムの共同研究を示唆された。
また農業農民福利厚生省に適応グットプラクティス集の作成を持ちかけたところ良い
アイデアであると歓迎された。作成の際には電気透析層に関する技術情報提供するこ
とを約束した。
さらにインド国内への普及展開の一層の促進のため GCF 資金を利用することとし、
AE
である NABARD、EE 候補であるマハラシュトラ州政府と協議した結果、GCF 化と当
該浄化システム普及に前向きであることが確認できた。
④. 本案件の効果の評価手法の検討
適応プロジェクトの事業評価のため、インプット、アウトプット、アウトカムのフレ
ームワークに沿った評価指標作成をこころみ、中央政府、マハラシュトラ州政府と協
議をして指標を設定するとともに、ベースラインデータを入手した。

7.2 今後の課題
本年度の調査に基づく課題を以下に示す。
①. インド地下水に対する電気透析システムが有効であることが確認できたが、普及の
ためには AGC 社製イオン交換膜を透析槽に組み込んで評価をした上での設計仕様の
微調整と、低価格化を図るための A 社とのより具体的な検討が必要。
②. インドの地下水に適した性能を持つ浄化システムを、インド市場にあった価格で提
供するために、より詳細な推進体制と役割分担の確認が必要。
③. AE として NABARD、EE としてマハラシュトラ州政府を有力な候補とし、A 社 が
主体的に GCF 化を図り、旭硝子、AGC エンジニアリングが後方支援することで基
本合意できた。GCF 化のためには関係者とより詳細に内容をつめ、ファンディング
プロポーザル作成に向けたさらなる調査が必要。

8.

今後の事業の見通し
旭硝子・AGC エンジニアリングは、本ビジネスにおいて A 社を通じたイオン交換膜販売

を最終目的とする。そのため A 社と協力してインド市場に適した電気透析システムの仕様
を早急に決定し、2020 年度にはシステム販売をインド全国で展開する見込みである。
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1. 本事業の目的
（１） 背景
近年、大規模な自然災害の増加や水資源の減少、自然生態系の喪失等により、社会経済
が重大な影響を受けている。特に途上国ではこうした影響が深刻化しており、ドイツの環
境 NGO のジャーマンウォッチが発表している Global Climate Risk Index 20171によると、ホ
ンジュラスやミャンマー、ハイチ、フィリピン、ニカラグア等の途上国が、もっとも気候
変動の影響を受ける2と指摘されている。
これまで気候変動問題の解決に向けて、温室効果ガスを削減する「緩和」を中心に取り
組みが進められてきた。しかしながら、これまで排出してきた大気中の温室効果ガスの影
響により、もっとも厳しい温室効果ガスの削減策を実施したとしても、今後数十年にわた
り、気候変動の更なる影響を避けられない状況にある。
そのため、自然災害の増大や水資源の減少、自然生態系の喪失等の影響を低減する、気
候変動への「適応」の重要性が高まっている。「適応」の対策には、例えば農業セクター
であれば、渇水対策のための貯水池や水路の整備等のハード対策がある。また、高温障害
に強い農作物への品種改良、気候の遷移に伴う栽培作物の転換、保険等によるリスク移転
といったソフト対策も含まれる。
このように「適応」は様々な分野にまたがる幅広いテーマだが、その重要性は大きく高
まっている。損害保険ジャパン日本興亜株式会社を中核とするＳＯＭＰＯホールディング
スグループは、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提供
し、社会に貢献するため、グループ CSR 重点課題を掲げている。重点課題の一つに「地球
環境問題への対応」を設定し、
「気候変動への適応と緩和、生物多様性の保全等にバリュー
チェーンで対処し、新しいソリューションを提供することで、持続可能な社会の実現に貢
献している」ことを目指している。さらに、この重点課題の CSR-KPI（重要業績評価指標）
として、
『気候変動の「適応／緩和」に向けた商品・サービスの開発・提供』を挙げている。
保険は、気候変動による影響や被害を軽減する適応策として有効な手段という認識のもと、
保険・金融機能を活用し、自然災害リスクに効果的な商品・サービスの研究・開発に注力
することにより、ＳＯＭＰＯホールディングスグループの成長と地球環境問題の解決を目
指している。

“Global Climate Risk Index 2017”, Sonke Kreft, David Eckstein and Inga Melchior, GERMANWATCH e.V.,
https://germanwatch.org/en/12978 (accessed 2018-02-05)
2
注) 1996 年~2015 年の期間集計。2015 年単年ではモザンビーク、ドミニカ、マラウイ。
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（２） 本事業の目的
ミャンマーは、インドシナ半島西部に位置し、中国・タイ・ラオス・インド・バングラ
デシュと国境を接している。約 5200 万人の人口と日本の約 1.8 倍の広大な国土を持つミャ
ンマーでは、農業がさかんで、石油、木材、宝石等の天然資源にも恵まれている。しかし、
長年の軍事政権が経済制裁を受けた影響もあり、一人当たりの名目 GDP は、約 1,195USD
（2016 年）と、低中所得国の平均値 2,078USD より大幅に低く3、経済発展が遅れている。
気候は熱帯モンスーン気候であり、ベンガル湾やアンダマン海の沿海部は年間雨量が
5,000mm を越える世界有数の多雨地域である。その一方、内陸部は雨量が 500～700mm と
少なく、近年の気候変動による、洪水や干ばつ等の自然災害が頻発している。
ミャンマーでは、天水やポンプによる河川からの引水等を利用し、主にコメ、ゴマ、豆
等の農作物を栽培している。農業セクターの課題として、生産性の低さ、利益率の低さ、
灌漑設備の不足等が挙げられる4。気候変動による自然災害の増大により、農作物の生産量
が低下すると、農業従事者の収入減少につながる。また、自然災害による農業従事者の収
穫量や収入の減少は、農業従事者に融資している農業関連企業や金融機関への返済滞納や
貸倒れ、ほかの金融機関への多重債務につながる。こうした返済滞納や貸倒れ、多重債務
は、翌年の作付期間の融資額の減少を招くため、必要な融資を受けられず、肥料や種子等
の投入物を十分に購入できない農業従事者は、更に収入が減少する恐れがある。政府は、
セーフティネットとして農業従事者に対する支援を実施しているが、限定的なものになっ
ている。
ＳＯＭＰＯホールディングスグループは、タイやフィリピン等において、農業従事者向け
天候インデックス保険事業を開始し、途上国の農業セクターにおいて、開発金融による気
候変動適応支援に取り組んできた。
ミャンマーにおいては、ＳＯＭＰＯホールディングスグループの中核会社、損害保険ジ
ャパン日本興亜株式会社の前身の 1 社である帝国海上が、1942 年にラングーン（現ヤンゴ
ン）に職員を派遣し事務所を開設した。その後、1995 年には外国保険会社として初の常駐
駐在員を派遣し、1996 年には駐在員事務所を開設、以後、損害保険業務のほかミャンマー
保険業界への技術移転や人材育成支援、農村地域を対象とした母子保健改善プロジェクト
等社会的課題に向き合った取り組みを行ってきた。
2016 年度の本事業では、干ばつを対象とした天候インデックス保険について、現地調査
や商品開発を行ったうえで、認可取得に向け関係機関へアプローチした。2017 年度の本事
業では、干ばつを対象とした天候インデックス保険の高度化等を図り、自然災害に対する
強靭性を高め、所得安定と生産性向上に貢献していく事を目指す。

3

The world bank data, GDP per capita (current US$),
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?view=map (accessed 2018-01-17)
4
World Bank Group. “Analysis of Farm Production Economics”, World Bank Group, 2016, p.16-21
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2. ミャンマーの農業セクターの課題
ミャンマーの農業セクターは、ミャンマーの国内総生産（GDP）の 37.8%（2011 年）と、
約 7 割の労働力を5占めている。そのため、農業セクターの強化は、ミャンマーの社会経済
の発展を考える上で重要なテーマである。ミャンマーの農業セクターでは、農業生産性の
低さや農業従事者の貧困問題が以前から問題視され、農業生産性を向上させる取り組みが
行われている。また、気候変動等の影響で自然災害が増大しているが、災害に対する強靭
化や、長期的な所得安定化に寄与する保険の普及も、ミャンマーでは途上段階にある。

（１） 自然災害の増加
ミャンマーでは、近年の気候変動により、サイクロンや干ばつ、洪水等の自然災害が増
加している。サイクロンの上陸が毎年増えてデルタ地帯が水害に晒される反面、乾燥地帯
で干ばつが起こる等、ミャンマーは、気候変動の影響を受けやすい国だといわれている。
以下の図は、過去 15 年の、ミャンマーの暴風雨と洪水の被災者数をグラフにしたもので
ある。

図 1 ミャンマー 災害被害者数（暴風雨、洪水）1992-2017（2017 は期中データ）6
2008 年 5 月の大型サイクロン「Nargis」による被害は、猛烈な強風と高潮により、広範
囲で被害が生じており、約 240 万人が被災者となっている。上記の図においても、
「Nargis」
による被害が突出していることがわかる。また、この図から、直近 10 年前後の災害被害者
数が増加傾向にあることがわかる。なお、上記の図において、災害被害者数が多くない年
でも、洪水や暴風雨によって大きな経済損失が生じている。2011 年 10 月に発生したサイク
ロンでは、2, 657 世帯が家を失い、同年の雨季のコメ生産では、Bago 管区や Ayeyarwady 管
”Myanmar at a glance“Food and Agriculture Organization of the United Nations homepage,
http://www.fao.org/myanmar/fao-in-myanmar/myanmar/en/ (accessed 2018-02-05)
6
EM-DAT：OFDA/CRED The international Disaster Database より調査団作成。但し本データは、死者 10 名以上、被災者
100 人以上、非常事態宣言発令、国際援助要請のいずれかを満たすもの。
5
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区等で、約 170 万トンの損失が生じた7。2017 年においても、ミャンマーでは 7 月第 2 週に、
断続的な豪雨による洪水によって、Magway、Sagaing、Bago、Ayeyarwady の各管区と Kayin
州の 29 タウンシップで、合計 91,000 人以上が避難した。また、7 月に発生した水害による
避難者の多くが元の場所に戻れないなか、8 月に洪水が発生し、さらに避難者が増えるとい
う状況が報告された8。

図 2 2008 年 Nargis 以降のサイクロンの進路9（図表は 2017 年 6 月現在）
上記の図は、緑の線が 2008 年の Nargis 以降のサイクロンの進路を示している。赤のエリ
アは 2015 年 7 月に発生した洪水により大きな影響を受けたエリア、青のエリアは 2012 年
以降で 2015 年 7 月の大洪水以外の洪水被害があったエリアを示している。サイクロンにつ
いては、直近 9 年間の進路が南西から北東へ抜けていること、上陸本数が 4 本程度である
ことが確認できる。また、洪水については、広範囲で被害が生じていることがわかる。

Land Mills. “Myanmar Interim Report for the Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project: PPTA”. ADB. 2016.
P.96.
8
“Myanmar:Floods and Landslides – Jul 2017”,OCHA, Reliefweb,
https://reliefweb.int/disaster/fl-2017-000091-mmr (accessed 2018-02-01)
9
“Myanmar: Recent natural disasters overview (as of 28 Jun 2017)”, OCHA, Reliefweb,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMR_Snapshot_Preparedness_5Years_280617.pdf (accessed 2018-02-05)
7
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地域区分でみると、ミャンマーは、大きく北部の丘陵地帯、中央部の中央乾燥地帯、南
部の沿岸地帯に分けられる。

図3

ミャンマーの地域区分とリスクマップ10

北部の丘陵地帯では、洪水や干ばつのリスクが高くなっている。また、中央乾燥地帯で
は、干ばつや異常高温が、沿岸地帯では、洪水やサイクロン・強風の他、高潮や海面上昇
のリスクが高くなっている。近年、雨季の開始が遅れたり、収穫時に雨が長引いたりする
ことで、栽培期間中の降雨量が変則的になり、水害や干ばつによる被害が深刻化している。
そのため、同じ作物の品種変更にとどまらず、別の栽培作物に変えており、中央乾燥地帯
等では、比較的少ない水で生産できるマメ類への転換が進んでいる。
気候変動による災害への影響と、国際的な気候変動の適応策への取組の潮流を踏まえ、
ミャンマーでは、2012 年に Myanmar’s National Adaptation Programme of Action to Climate
Change (NAPA)

11

（国家適応行動計画）を策定し、
「農業」
、
「早期警戒システム」、
「森林」

の 3 つのテーマを、重要性の高い分野としている。農業は、前述のとおり全人口の約７割
が従事し、自然災害による農作物の減収は大きな課題であるが、その土地によって自然災
害の種類とその発生頻度や、適した農業手法が大きく異なるため、地域に合った課題解決
のアプローチを見つけることが重要となっている。

Myanmar’s National Adaptation Programme of Action (NAPA) to Climate Change, 2012,
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiotYXziI7ZAhWKULwKHUkDALEQF
ggoMAA&url=http%3A%2F%2Funfccc.int%2Fresource%2Fdocs%2Fnapa%2Fmmr01.pdf&usg=AOvVaw2PDC0E2wmTWqC-Uv
xlDwH4 (accessed 2018-02-05)
11
“Myanmar’s National Adaptation Programme of Action (NAPA) to Climate Change”, National Environmental Conservation
Committee, Ministry of Environmental Conservation and Forestry, 2012,
http://unfccc.int/resource/docs/napa/mmr01.pdf (accessed 2018-01-15)
10
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図4

乾期の Pyay タウンシップ（左）と Bago 川（右）

（２） 保険市場の拡大の期待
保険の普及率と経済成長には密接な関係があるとされており、保険の普及は、自然災害
に対するレジリエンスの強化、長期的な所得安定化等、国家財政の安定化に対して長期的
に効果があるといわれている12。
現在、ミャンマーの保険市場規模は小さく、保険の普及は進んでいない。ミャンマーで
は、1962 年の軍事クーデターとそれに伴う社会主義化の結果、1964 年に全ての民間保険会
社が解散、2012 年まで国営のミャンマ・インシュランス社（Myanma Insurance）一社が市場
を独占していた13。2011 年以降の民主化と経済改革の流れのなか、複数の国内資本民間保険
会社が認可を受けているが、依然他の ASEAN 諸国に比べ後れを取っている状況である。た
だ、2016 年 3 月のアウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟（NLD）政権の発足に
より、社会経済の安定化に向けた保険市場の整備が期待されている。
表 1 保険普及率（名目 GDP に対する割合）に関する近隣諸国との比較、2016 年14
名目 GDP15
(10 億 USD)

1 人当たり
16

GDP (USD)

損害保険

生命保険

生損保普及率

普及率

普及率

合計

ミャンマー

63

1,195

0.07%

0.01%

0.08%

カンボジア

20

1,269

0.35%

0.22%

0.57%

ラオス

16

2,353

0.44%

0.01%

0.45%

205

2,214

0.77%

1.00%

1.77%

ベトナム

Kesseler,D.; Montachalin,A.; Thimann,C. “Insurance and Economic Development: Growth, Stabilization and Distribution”. 2016,
p20-22.
13
Nehru, V. “Developing Myanmar’s Finance Sector to Support Rapid, Inclusive, and Sustainable Economic Growth”. ADB, 2015,
p.12-14.
14
オックスフォード・エコノミクス、スイス再保険会社 経済調査・コンサルティング部 (2016、一部データは 2015）
15
“GDP (Current US$)”, The world Bank Data, Y2016
16
“GDP per Capita (Current US$)”, The world Bank Data, Y2016
12
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（３） 低い農業生産性
ミャンマーは、コメの生産高が世界第 7 位17（2017）の稲作大国であるが、コメの農業生
産性や収益性については、東南アジアでもっとも低い国の一つとなっている。
一日当たりの労働によるコメ生産量は、ミャンマーの 23kg に対し、カンボジアで 62kg、
ベトナムでは 429kg、タイでは 547kg となっている。
さらに、東南アジア各国の稲作による収益性について、下記の図で示している通り、ミ
ャンマーの雨季稲作の 1 ヘクタール当たり利益（2013-2014）は 114USD であり、中国の 10
分の 1 以下と極めて低いものになっている。

図 5 国別コメ生産による１ヘクタール当たり純利益18
また、ミャンマーの雨季（モンスーン季）のコメ生産は、ほかのアジアのコメ主要生産
国に比べ、労働集約的であることに特徴がある。下記の図で示している通り、ミャンマー
の Ayeyarwady 地域のデータでは、
１ヘクタールあたりの労働投入量が 100 日を超えており、
タイ（11 日）
、ベトナム（22 日）
、カンボジア（52 日）等の諸国より高い数値となっている。
労働集約性の高いミャンマーの農業の生産性は、タイやベトナムの 15~20 年前の同水準と
いえ19、農業生産性が低い状況にある。

17

Paddy rice production worldwide in 2017, by country (in million metric tons), The Statista Portal,
https://www.statista.com/statistics/255937/leading-rice-producers-worldwide/ (accessed 2018-01-31)
18
“Myanmar: Analysis of Farm Production Economics”, Livelihoods and Food Security Trust Fund, 26 Feb 2016, p. XVI,
http://documents.worldbank.org/curated/en/509581468181132091/Myanmar-Analysis-of-farm-production-economics (accessed
2018-02-05)
19
“Myanmar: Analysis of Farm Production Economics”, Livelihoods and Food Security Trust Fund, 26 Feb 2016, p. XV
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図 6 労働集約的なミャンマーの雨季稲作20
ミャンマー政府は、農業生産性を向上させる方策として、アジア開発銀行等のドナーと
連携し灌漑設備の導入を進めてきたが、近年、化学肥料の投入による生産性向上にも力を
入れはじめている。ミャンマーは他国と比べ、限られた化学肥料の投入量の割に、中程度
の稲作収量のレベルにあるという調査結果21がある。農業従事者が化学肥料の適切な使用方
法を学び、投入量を増やし高収量化を図ることが、今後の課題といえる。

（４） 都市部と農村部の貧困格差
近年のミャンマー全体でみた貧困率について、2004 年の 32.1%から 2015 年に 19.4%まで
減少している。農村部に限定してみても、貧困率は 35.8%から 23.3%まで減少し、貧困問題
は近年改善している22。一方、都市部の貧困率は、同時期 21.5%から 9%まで減少している
が、農村部と都市部との貧困率の格差は依然大きいといえる。
農業生産性の低さは、農村部の相対的に高い貧困率に繋がっているとみることができる。
前述の世界銀行のレポートでも、この農業生産性の低さが、貧困問題の改善の阻害要因と
なっていることが指摘されている23。

“Myanmar: Analysis of Farm Production Economics”, 2016, p. XVII Livelihoods and Food Security Trust Fund,
https://www.lift-fund.org/sites/lift-fund.org/files/publication/MM%20Farm%20Production%20Economics%20-%20online%20versi
on.pdf (accessed 2018-01-31)
21
“ミャンマーの農業と農村開発にみられる変化と展望”, 松田雅彦,熱帯農業研究, 7(2), 2014 年
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nettai/7/2/7_70/_pdf (アクセス日：2018 年 2 月 1 日)
22
“World Bank Myanmar Poverty Assessment 2017”, Consult-Myanmar Co., Ltd. homepage
https://consult-myanmar.com/2017/12/14/world-bank-myanmar-poverty-assessment-2017/ (accessed 2018-02-02)
23
“World Bank – Analysis Of Farm Production Economics in Myanmar, executive summary”, Consult-Myanmar Co., Ltd.
homepage
https://consult-myanmar.com/2016/02/28/world-bank-lift-analysis-of-farm-production-economics-in-myanmar/ (accessed
2018-02-05)
20
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3. 天候インデックス保険について
（１） 天候インデックス保険とは
ミャンマーの「低い農業生産性」や「自然災害の増大」等の課題解決策の一つとして、
自然災害から迅速な復旧を促し、農業経営のレジリエンスを高める天候インデックス保険
の導入が有効といえる。天候インデックス保険は、あらかじめ定められた天候にかかるイ
ンデックス（例えば気温、風、雨量、積雪量等）が、ある閾値以下や、ある閾値以上にな
った場合に保険金が支払われる商品である2425。
ミャンマーでは自然災害が増加傾向にあるが、天候インデックス保険によって、植え直
しにかかる苗の購買費用や、肥料の費用、ポンプで水を引く費用等を保険金でカバーする
ことが可能となる。農業従事者が自然災害リスクを恐れず、積極的に肥料等に投資するこ
とにより、農業生産性が向上し、農村部と都市部の格差是正に貢献することが期待できる。
インデックス保険は、損害調査を必要としないため、迅速な保険金の支払いが可能であ
り、すぐに必要な災害対策費用へ活用可能である点がメリットである。また、損害調査を
必要としないため、調査にかかる人件費や時間が不要になり、運営費用を低く抑えること
が可能となる。さらに、実損型の保険の場合、被害に応じて保険金がもらえるため、農業
従事者が熱心に農業活動を行わないモラルハザードが生じるリスクがある。インデックス
保険では、天候にかかるインデックスが一定の条件を満たしたときに保険金が支払われ、
個々の被保険者（農業従事者）は支払いについて操作できないため、モラルハザードの問
題がないというメリットがある2627。
2016 年度の本事業では、干ばつを対象とした天候インデックス保険の開発を進めた。タ
ウンシップ（郡）別の保険商品であり、1 つのタウンシップ毎に共通の補償条件を設計し、
複数のグリッドで取得される GSMaP28の降雨量の「タウンシップの平均値」をインデック
スとしている。また、2016 年度は、天候インデックス保険の支払いの判定基準である降雨
量データを、販売チャネル等で共有するために、衛星雨量のリアルタイム情報提供システ
ムのプロトタイプを開発した。これは、衛星雨量プロバイダである宇宙研究開発機構から
GSMaP による降雨分布データを取得し、一般財団法人リモート・センシング技術センター
において、統計処理および可視化し、情報提供を行うものである。

”天候インデックス保険の可能性と課題”, 高橋和志, アジ研ワールド・トレンド No239, 2015 年 8 月, p17,（参考）
“Scaling up index insurance for smallholder farmers Recent evidence and insights”, The CGIAR Research Program on Climate
Change, Agriculture and Food Security, CCAFS Report No.16, 2015, p6
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/W_trend/201508.html (アクセス日：2018 年 2 月 2 日)
26
“発展途上国における天候インデックス保険の現状と課題”, 櫻井武司, ARDEC Mar 2013,
http://www.jiid.or.jp/ardec/ardec48/ard48_key_note4.html (アクセス日：2018 年 2 月 2 日)
27
”天候インデックス保険の可能性と課題”, 高橋和志, アジ研ワールド・トレンド No239, 2015 年 8 月, p18
28
国立研究開発法人宇宙研究開発機構（JAXA）が提供している、複数の衛星を利用して世界の降雨分布（降雨レーダ、
マイクロ波放射計・サウンダおよび赤外放射計による降水推定方法を融合した降雨データ）を準リアルタイム（観測か
ら約 4 時間遅れ）で 1 時間毎に提供している衛星全球降水マップ（Global Satellite Mapping of Precipitation）。
24
25
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図7

データ配信29概念図

（２） インデックス保険の高度化
干ばつを対象とした天候インデックス保険の場合、一定期間の合計降雨量が、保険金支
払いのインデックスとなる。その際、合計降雨量について、どの観測値とするかが問題と
なる。2016 年度に開発した商品では、タウンシップ（郡）毎に１つの商品を組成しており、
タウンシップにおける複数地点の合計降雨量の平均値をインデックスとしている。しかし、
同じタウンシップ内でも、降雨量は場所により大きく異なる可能性がある。
例えば、図 8 において、黄色のエリアのあるタウンシップ内の A 地点と B 地点の一定期
間の降雨量が大きく異なり、A 地点では干ばつ、B 地点では適度に雨が降っていたとする。
そして、A 地点では干ばつにより農作物に被害が生じるが、B 地点では十分な降雨により農
作物が問題なく生育できているとする。同じタウンシップで被害が生じている農業従事者、
生じていない農業従事者がそれぞれいたとしても、タウンシップの合計降雨量の平均値を
インデックスとしていると、保険金の支払いの有無は、タウンシップ毎に決まる。
このように、農業従事者の実際の損害額と、保険金との間に乖離が生じることをベーシ
スリスク（Basis risk）と呼ぶ。ベーシスリスクは、一般的にインデックス保険が対象とする
エリアが広ければ広いほど、大きくなる。農業従事者からみた場合、ベーシスリスクがあ
まりに大きい場合、保険に加入する意義が小さくなるため、ベーシスリスクの低減が必要
になる。

“世界の雨分布速報 JAXA GLOBAL RAINFALL WATCH”, JAXA ホームページ
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/index_j.htm (アクセス日：2018 年 2 月 5 日)
29
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図 8

ベーシスリスク概念図

ベーシスリスクの低減のため、2017 年度の本事業では、商品の高度化を行った。
図 9 は、2016 年度に開発した商品（左）と高度化した商品（右）のイメージを示したも
のである。黄色のエリアはインデックス保険の対象となるタウンシップを、水色のグリッ
ドは、人工衛星を通じて降雨量が集計される対象エリアを示している。本事業で利用して
いる GSMaP の場合、降雨量は、空間解像度 0.1 度（≒10km）グリッドでデータ取得される
ため、技術的には 0.1 度間隔でインデックス、閾値等の保険条件を設定することが可能であ
る。左の図では 1 つのタウンシップで 1 つの保険条件を設定しているのに対し、右では、1
つのタウンシップ内で、グリッド毎に複数の保険条件を設定することが可能になる。高度
化された商品においては、農業従事者が有する農地の降雨量の実態にあった、より低いベ
ーシスリスクの保険契約が実現可能となる。

図 9

従来型商品（左）と高度化商品（右）の比較概念図

ただし、1 つのタウンシップで複数のグリッド毎に保険条件が設定されている場合、農業
従事者は自身の農地の細かい住所を把握していないため、どのグリッドの保険条件を選択
すべきか農家自身がわからないといった問題がある。そのため、2017 年度の本事業では、
天候インデックスのグリッドと農業従事者が所持する農地の位置を紐付けるため、スマー
トフォンの GPS 測位機能を活用したアプリを開発した。農地の位置を特定するため、農業
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従事者が GPS 機能付きのスマートフォンで位置情報を ON にする。その後、保険の対象と
する農地の前で、アプリ上の位置情報取得ボタンを押下することで、位置情報（緯度/経度）
を自動的に取得し、グリッドと農地を自動的に紐付けることが可能になる。

（３） 新商品の開発検討
2017 年度は、干ばつを対象としたインデックス保険の高度化に取り組む一方、現地の関
係機関からの要請を踏まえ、洪水や豪雨、サイクロンを対象とする新しい保険商品の開発
を検討した。洪水や豪雨、サイクロンを対象としたインデックス保険の開発には、対象地
域の雨量のみならず、河川の流量や水位、地形等の諸要素を考慮する必要がある。そのた
め、農業従事者や政府関係機関等に、災害による被害状況やデータ等についてヒアリング
を行った。
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4. 調査項目
2017 年度の本事業の調査項目および調査手法は以下の通りである。ミャンマーでは、
地域によって自然災害や農業の特性が大きく異なるため、2016 年度の調査では、ミャンマ
ー北部（Sagaing 管区）や南西部、中南部（Ayeyarwady 管区、Bago 管区）等の多くの地域
を訪れた。2017 年度の調査では、調査範囲を Bago 管区に絞り込み、GPS 機能を利用したス
マートフォンのアプリの動作確認や、災害・気象情報の収集、農業従事者や販売チャネル
へのヒアリング等の活動を行った。
表 2 調査項目
調査項目

調査手法

インデック

スマートフォン

天候インデックスのグリッドと農業従事者が所持する農地の位

ス保険の高

アプリの基盤開発と

置を紐付けるスマートフォンアプリの基盤開発や動作確認を行

度化

動作確認

った。

農業従事者への

干ばつ対象の保険商品の高度化に向けて、農業従事者へ携帯電

アンケート

話・スマートフォンの保有状況や、商品理解度やニーズについて
アンケートを実施した。

新商品の開

災害実態調査

発検討

洪水や豪雨、サイクロンについて、農業従事者や政府関係機関、
行政関係者に対して、ヒアリングを実施した。また基礎データや
被害記録を取得し分析した。

プロトタイプ開発

サイクロンガード保険のプロトタイプを開発した。

販売チャネ

販売チャネルへの

民間マイクロファイナンス機関や国際 NGO 等にアプローチし、

ルの構築

ヒアリング

将来的な販売チャネル構築の観点から協業の可能性を探った。
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図 10 現地調査対象地域

図 11 リーフレット/アンケート票
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5. 進捗状況
（１） インデックス保険の高度化
① スマートフォンアプリの基盤開発と動作確認
現地調査では、開発した Android スマートフォンのアプリをインストールし、GPS の位置
情報とグリッド境界との関係を確認しながら移動し、動作確認を行った。具体的には、Pyay
タウンシップを訪れ、3 つのスマートフォン端末を用いて、アプリの雨量データが正確に表
示をしているか、電波状況に問題ないか、A-GPS30をオフにした状態での動作に問題がない
か、確認した。なお、調査で使用した携帯端末のメーカーは、台湾と中国の ASUS、ZTE お
よび日本キャリアで機器が中国製の Freetel を用いた。携帯電話キャリアは、
ミャンマーの MPT、

Ooredo、TELENOR である。

＜アプリ画面（左）の記載内容＞
○緯度
○経度
○拾えた人工衛星数
○グリッド番号
○日時
○契約中の保険契約の情報


保険期間開始日、終了日



閾値



インデックスの観測開始日、終了日



契約期間内の該当グリッド累計降雨量
（インデックス）

(例えば 7 月と 8 月の第 1 期、9 月と 10 月の第 2
期の 2 期間ある場合は 2 期間分表示)

図 12 アプリの表示内容：英語表示のテスト版（左）と、記載内容（右）

30

アシスト型 GPS と呼ばれる。人工衛星からの電波のみで測位する GPS と異なり、携帯端末がネットワークと繋がっ
ている地域で利用でき、どこの携帯電話基地局と通信しているかで大まかな位置の特定が可能である。
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図 13 Pyay タウンシップ上にグリッド番号を振られたエリアが示された試験マップ
今回のテストでは、タッチ操作部分の状況、電波状況、A-GPS オフでの動作・測定状況
等、いずれも良好な結果となった。比較的電波が弱いと思われる川沿いにおいても、動作
や位置情報の表示、電波状況に関して、問題は無かった。ただし、測定中、一回の確認で、
3 つの端末の位置情報の表示が一致した場所は、3 カ所中 1 カ所にとどまった。残りの 2 カ
所では、僅かながら 3 つの端末の位置情報に若干の差異がみられた。

図 14 雨量が示された対象地域図（下）と、対象地域の地図上の現在地（上、青●が現在地）

図 15 Kyoet Pin 村での動作確認の様子
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図 16 の写真において、オートバイや車の手前の道路を横切る「青い線」は、2 つのグリ
ッドを分ける、境界線を表している。その境界線では 3 つのスマートフォンの位置情報が
一致せず、写真手前に映る調査団の 2 人の立ち位置で各数値が一致した（境界線からの距
離、約 30m）
。今回、調査を通じて、約 30m から 50m 程度、端末によって GPS の位置情報
に差異が生じる場合があることがわかった。この位置情報の差異の要因として、主に 2 点
挙げられる。1 つは、GPS 機能で通信できている衛星の数、もう 1 つは、周囲に大きな木や
家等の障害物の有無である。なお、農地がどのグリッドに属するかは保険契約開始前に確
定されるため、これらの差異を利用した、意図的な操作による不正の問題は生じないと考
えられる。
将来的には、アプリに天気や災害予報等の付加価値情報を掲載し、潜在的な利用者へア
プリの存在を周知することが考えられる。

図 16 Kwin Gyi 村周辺での動作確認

②

農業従事者へのアンケート

2017 年 10 月に第 1 回現地調査を、2018 年 1 月に第 2 回現地調査を行った。
第 1 回現地調査の訪問先 Pyay タウンシップでは、主に稲作の農業従事者を対象にアンケー
ト調査を行った。Bago 管区の Pyay は、Yangon の北 161Km に位置し、Ayeyarwady デルタ地
帯の穀物取引の中心地であり、北部の都市 Bagan や Mandalay への起点になる交通の要所と
なっている。また、近年は、干ばつや洪水の被害が増えている地域である。調査団は、Pyay
の郊外の村や集会所へ訪問し、主にコメ生産を手掛ける農業従事者を対象に調査した。
主な調査項目は、(1)干ばつ対象の天候インデックス保険の購入意欲、(2)商品の理解度、
(3)携帯電話の所持、(4)スマートフォンの所持である。なお、天候インデックス保険の商品
説明をするにあたり、リーフレットを配布した。
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a.天候インデックス保険の購入意欲
購入意欲に関する回答結果によると、今回調査を行った 70 人の農業従事者のうち、37.1%
の農業従事者が、天候インデックス保険を購入したいと回答した。農業従事者からは、「植
え直しや代替作物の栽培にかかるコストに活用できるため、保険は役に立つ」「近年、予期
しない豪雨が増えており、保険があれば安心できる」等の意見が寄せられた。ただし、34.3%
が分からないと回答している。

図 17 天候インデックス保険の購入意欲

b.商品の理解度
天候インデックス保険の仕組みやメリットを理解できたかを確認したところ、理解した
との回答は、60%にのぼった。保険への加入経験がある農業従事者はまだ多くないものの、
天候インデックス保険の特徴である、一定期間の合計雨量のインデックスが、あらかじめ
定められた条件を下回った場合に保険金支払いが決定されるシンプルな仕組みが、理解さ
れたことが示された。しかしながら、依然 30%弱（無回答と併せると 40%）がわからない
と回答しており、商品説明方法の更なる工夫と、金融リテラシーの向上のための基礎教育
の必要性が、再確認された。

図 18 天候インデックス保険の理解度
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c.携帯電話の所持
本事業では、スマートフォンアプリを開発し、GPS の位置情報機能を利用し、商品のイ
ンデックスと契約者が所有する水田の位置の紐づけを行う。そのため、ミャンマーの農村
部で GPS 機能とアプリのダウンロード機能を有するスマートフォンが普及しているかが問
題となる。携帯電話の所持（図 19）については、稲作を行っている農村部で行ったアンケ
ートでは、実に 9 割近くが、自分、自分と同居している家族の少なくともどちらか一方が
携帯電話を持っていると答えた。

図 19 携帯電話の所持（自分または同居家族）

d.スマートフォンの所持
また、図 19 で YES（自分と同居家族の少なくともどちらか一方が所持）と答えた回答者
のうち、約 8 割がスマートフォンを持っていると回答した（図 20）
。したがって、今回のア
ンケート調査回答者のうち、現時点で本人か同居家族の所有しているスマートフォンを通
じて、GPS 機能へアクセスできる可能性のあるものは、約 7 割という結果を得た。なお、
ミャンマーで農業支援を行う国際 NGO へのヒアリングでは、農業従事者が所持しているス
マートフォンは、一部機能の故障やバッテリーの不備等で、十分に機能しないケースもあ
るとの指摘があったため、留意する必要がある。

図 20 所有している携帯電話はスマートフォンか
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（２） 新商品の開発検討
現地の関係機関からの要請を踏まえ、干ばつに留まらず、洪水や豪雨、サイクロンを対
象としたインデックス保険の開発を検討した。そのため、Pyay や Bago では、農業従事者や
政府関係者等へヒアリングを行った。
① Pyay タウンシップ周辺での災害実態調査
Pyay タウンシップは、ミャンマーの主要な河川の一つである Ayeyarwady 川の中流部に位
置しており、ミャンマー最南の沿岸部にある Ayeyarwady 管区の北に接する Bago 管区にあ
る。この地域は、灌漑エリアと非灌漑エリアが入り組んでおり、洪水リスクや干ばつリス
クに晒されている。2017 年度の調査では、前述のアンケート調査に加え、洪水や豪雨に関
する被害を中心にヒアリングを行った。


Htein Yon Ymar Ma 村
Htein Yon Ywar Ma 村では、灌漑設備があり、3 毛作を行っている。雨季の稲作について

は、6 月に播種、11 月に収穫。冬期は、11 月～1・2 月に、モヤシマメ等を栽培している。
2016 年には収穫期 10～11 月に豪雨があり、刈り取って干している稲、また刈り取る前の
稲に大きな被害があった。本来、10 月後半は雨があまり降る時期ではないが、気候が変化
してきているといえる。
国営の農業開発銀行（MADB）から、グループで借りることが多いが、民間のマイクロ
ファイナンス機関から、
1 acre あたり 5 万 kyat で 20 万-30 万 kyat 借りた農業従事者はいる。


Kyauk Oe Lay 村集会所（Kyauk Oe Lay 村、Kyoung Nar Tar 村、Kone Thar Lin 村合同）
この近辺では、川から遠い農地では水不足になることがある。7 月くらいに植え始め、洪

水により 8 月に植え直すが、再度の洪水で稲作を放棄することが起きている。乾季はコメ
の栽培をあきらめるとマメの栽培を行うが、雨季はコメの栽培を止めたら他の作物を栽培
していない。直近で、3 年連続で洪水にあっており、昔はおよそ 3 年に一度洪水が起きてい
たが、今は一概に言えなくなってきている。植え直し、整地、種購入、田植え、それぞれ 4
万 5 千、8 万、2 万 5 千、3 万 2 千 kyat / acre であり、植え直し全体では約 20 万 kyat / acre
がかかる。


Thea Kye Gyi 村
Thea Kye Gyi 村は、非灌漑エリアに位置し、雨季の稲作は、雨水に頼っている。8 月～9

月初めに田植えをし、11 月に収穫している他、ゴマ、落花生等を栽培している。
非灌漑エリアのため、Thea Kye Gyi 村や周辺の村は、干ばつが発生しやすい地域である。
雨が少ないときは、水路から水をポンプで汲み上げたり、地下水をくみ上げて使う。2005
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年は、9～10 月が少雨となり、十分な品質のコメを収穫できなかった。

図 21 Pyay タウンシップ周辺の様子
② Bago タウンシップ周辺での災害実態調査
Bago タウンシップは、ミャンマーの首都ヤンゴンの北東部、Bago 川流域にあり、近年ほ
ぼ毎年洪水が発生する地域である。Bago 川は、熱帯モンスーン地域に属し、東の Sittaung
川と西の Ayeyarwaddy 川にはさまれ、北西部 Bago 山脈の山岳地帯から南部 Martaban 湾に流
れる川である。この流域では、年間降雨量の約 9 割が、5 月 ~ 9 月の雨季にある31。Bago 管
区は、洪水で悩まされる地域である一方、ミャンマー国内のコメ生産量の約 17%を占め、
Ayeyarwaddy 管区に次ぐコメの産地となっている32。
そのため、Bago タウンシップとその周辺地域を訪問し、政府関係者や村長、農業従事者
を対象に、洪水や豪雨についてヒアリングをおこなった。また、10 万人超の被害者を出し
た 2008 年 5 月の大型サイクロン Nargis の被害状況について、ヒアリングやデータ収集を行
った。


Kywa Da Nyin Kone 村

“Using GIS-based distributed soil loss modeling and morphometric analysis to prioritize watershed for soil conservation in Bago
river basin of Lower Myanmar”, Kay Thwe Hlaing, Frontiers of Earth Science in China, (2) Issue 4, p466
32
“Myanmar Rice Sector Development Strategy, The ministry of Agriculture and Irrigation”, p26
http://books.irri.org/MRSDS_content.pdf (accessed 2018-02-05)
31
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非灌漑エリアにある Kywa Da Nyin Kone 村では、雨季に稲作を、乾季にはマメ作を行っ
ている。
Bago 川からの洪水が起きており、東側は土地が少し高く洪水被害がないが、少し土地が
低い南西側は洪水被害が多い。雨の多い年には年 1～2 回浸水するが、30cm 程度の稲がすべ
て浸水し、水が引くのに 5～6 日かかる。約 2 年に 1 回、1m 程度の浸水がある。
ヒアリングした農業従事者では、農地は 6 acre 所有し、年間の農業収入は、110 万 kyat /
6acre である。そのうち雨季の稲作の利益は、豊作の年で 50～60 万 kyat / 6acre ほどである。
7～8 月に洪水被害があれば、稲を植え直すが、植え直し費用は約 20 万 kyat / acre で、その
内訳は、整地、苗購入、人件費（5 千 kyat / 日 × 20 人）となっている。農業以外でも、お
店、家畜、工場への出稼ぎ等の収入がある。


Dawei Inn 村
Dawei Inn 村では、雨季に稲作を、乾季にはマメ作を行っているが、近年はマメを作って

いない。ほぼ毎年、8 月に洪水被害があり、一度洪水が起こると 50～60 cm の稲は全て浸水
する。浸水が 10 日間以上続くと稲は育たなくなるが、苗を買う余裕があれば、植え直す。
Bago 川からの洪水と、豪雨が重なると、ひどい洪水になる。
ヒアリングした農業従事者の農地は、9 acre である。雨季の稲作収入は、豊作の年で約 180
万 kyat/9acre であり、乾季のマメ作の収入は、約 4 万 kyat である。稲作では収益はほとんど
出ないが、稲作による収入が少ない年は、畜産収入等で補いつつ MADB からの借入れを節
約して生活する。
肥料や農薬はあまり使用していないが、使用しても洪水被害により無駄になるからであ
る。8 月の浸水で被害が出ているが、苗が買えなかったため植え直しを行っていない。植え
なおしにかかる費用の内訳は、整地、苗の購入、人件費である。


Bi Lu Kone 村
Bi Lu Kone 村は、地元でも裕福だといわれる村であり、雨季・乾季ともに稲作を行って

いる。2 日間ほど豪雨が続くと、洪水が発生する。土地の低い一部の農地では、ほぼ毎年、
7～8 月に洪水被害があり、浸水日数は、長い時で 10 日間程度である。洪水の原因は近くの
河川であり、距離がある Bago 川からの直接的な影響は少ないといえる。
8 月の洪水時、30cm 程度まで生育した稲は 4～5 日間の浸水であれば問題ないが、10 日間
浸水すると育たなくなる。8 月の植え直しは可能で、直近 5 年間のうち 3 年は、15 万 kyat /
acre / 回の費用で植え直しを行った。
ヒアリングした農業従事者の農地は 30 acre で、乾季の稲作はこのうち 10 acre 使用する。
雨季稲作の利益は、約 200 万 kyat であり、乾季稲作の利益は、約 400 万 kyat である。
雨季に少雨の年は、ダムに貯留されている水が少なく、乾季の稲作で水不足になること
があるが、地域全体では、干ばつよりも洪水の方で困っている。
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Ah Htet Si Dee（West）村
Ah Htet Si Dee 村では、雨季には稲作を、乾季にはマメ作を行っている。この村では 90

日品種のコメの栽培が多い。過去 10 年ほど、低地に水田を保有する農業従事者は、洪水被
害を受けている。7~8 月の洪水は、主に Bago 川によるもので、2014 年の洪水時は、川そば
の住宅が床上浸水した。また、10 月の豪雨による被害も、過去 10 年間に 3～4 回ある。な
お 90 日より 120 日の品種の方が、豪雨や浸水被害を受けにくい。
ヒアリングした農業従事者の所有農地は、10 acre である。雨季の稲作の収穫量は、豊作
の年で 50 かご/ acre だが、
今年 10 月の豪雨による被害で収穫量が 30 かご / acre に減少した。
この場合、刈入れ後のイネを干すため住居まで運ぶ必要があり、追加で乾燥費用がかかる。
なお、乾燥にかかる追加の人件費は、5000 kyat × 3 人× 3 日である。雨季の稲作の収入は、
約 25 万 kyat / acre、収益は、約 15 万 kyat / acre となっているが、農業の低収益性から、農
地を売却する人が最近増えている。


Oe Bo 村
Oe Bo 村は、川周辺で灌漑設備が整っており、雨季には稲作を、乾季にはマメ作を行って

いる。7～8 月には、洪水により、低地に属する村の東側の水田が、毎年のように浸水して
いる。7 月に 3 日間程、豪雨が続くと、低地の水田では浸水被害となる。一週間より長い期
間浸水が続けば、種子や苗の購入費（2 万 kyat / acre）と、人件費をかけて植え直す。また、
9 月に豪雨が続くと、稲が実らなくなり、10 月に豪雨や強風があると、収穫量が減少する。
ヒアリングした農業従事者の農地は、6 acre である。雨季の稲作の収入は、約 25～30 万
kyat / acre（4.2 千 kyat × 60～70 かご）で、収益は、約 12 万 kyat / acre（4.2 千 kyat × 30 かご）
である。稲作にかかる費用のうち、機械レンタルで 5 万 kyat / acre かかる。乾季の稲作の収
穫量は、100 かご / acre ほどである。なお、稲作の収入が少ない年は、マメ作の収入で補う。
2016 年は、豪雨と強風で、収穫量が半減した。今年の 10 月は豪雨だが風が強くないので、
被害はひどくないが、収穫時期が遅れている。


Min 村（Thanatpin タウンシップ）
Min 村は、雨季には稲作を、乾季にはマメ作を行っている。村の西側は土地が低く、雨季

は浸水するため、雨季ではなく乾季に稲作を行う農業従事者もいる。
1997 年の洪水では、住居が 30～50cm 浸水し、稲が全滅した。9 月に豪雨が 5～10 日間続
くと、稲が実らない。また、10 月は、強風で稲が倒伏することがある。
以前は苗を移植していたが、最近は人手不足のため直播をする農業従事者が多い。但し
直播だと収穫量は減少となる。川の近くの農業従事者はポンプで水を汲んで使うこともで
きるが、費用がかかるため、ポンプを使用する人は少ない。
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The Yet Kone 村
The Yet Kone 村では、雨季・乾季ともに稲作を行っている。洪水による浸水が 2009 年以

降よく発生し、7 月のまだ稲が小さい時期に浸水すると、稲が育たなくなる豪雨が続くと、
洪水になるが、洪水により雨季の収入が 3 分の 1 になったこともあった。
ヒアリングした農業従事者の農地は、農地は、12 acre である。雨季の稲作の収入は約 80
～100 万 kyat / 12 acre、
乾季の稲作の収入は約 100 万 kyat / 10 acre だが、洪水被害があると、
収入が半分程度になる。成長に 120 日かかる品種のイネは洪水に弱いが、180 日のイネは洪
水に強い。

図 22 Bago タウンシップ周辺の様子
③ プロトタイプ開発
Pyay と Bago の両タウンシップにおけるヒアリングを通して、洪水や豪雨の被害について
は、河川からの距離や地形の高低、河川上流の気象状況、またはインフラ施設の有無等あ
らゆる要因によって影響されることが確認された。また、豪雨の際の強風による稲作被害
も少なくないことが改めて確認された。保険設計上、降雨量や河川流量、地形やインフラ、
風速等、考慮すべき要素が多いといえる。さらに、地域によっては、ほぼ毎年、被害があ
るため、保険商品に馴染まないともいえる。
そのため、2017 年度の本事業では、被害の要因がシンプルで、洪水等と比べて発生頻度
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が低いサイクロンリスクに対する、サイクロンガード保険のプロトタイプを開発した。サ
イクロンガード保険とは、サイクロンの中心部があらかじめ定めた対象エリア内を通過す
れば、一定の保険金が支払われる保険であり、サイクロンの通過を条件とした天候インデ
ックス保険の一種である。今回開発したプロトタイプでは、対象エリアの通過に加え、風
速や降雨量も保険金額の加算要素に含めている。

図 23 サイクロンガード保険の基本概念
サイクロンガード保険のプロトタイプを開発したうえで、サイクロン被害とニーズに係
る調査を行った。Bago 管区南部を訪問し、行政担当者や村長、農業従事者にヒアリングを
行った。そのうちの 1 つ Hpa Lay 村では、Nargis によって 900 世帯のうち約 250 世帯で、サ
イクロンによる被害があった。田んぼの小屋に強風により被害があった際には、人件費含
めて修復に 15 万 Kyat かかったほか、村の電線が切れ、農作物にも被害が生じた。また、
Pauk Kone Gylmura 村では、Nargis により、940 世帯の半数近くの家屋の屋根が飛ぶ等の被
害があった。学校も被災し、被災額は 500 万 Kyat 程度にのぼったが、政府の援助が不十分
なため、村の 2 つの学校のうち 1 つは完全に修復できなかった。
なお、サイクロンガード保険商品の補償内容について、ヒアリングした行政担当者や村
長は理解することができたが、読み物に慣れていない一部の農業従事者には理解が難しい
のではないかとの意見があった。また、商品ニーズについては、Nargis のような大型サイク
ロンは Bago 近辺では滅多に来ないため、必要性がそこまでないという声、強風による家屋
の被害が生じたので興味があるとの声があった。
今回のヒアリング調査を通じて、行政担当者や村長であれば、商品の内容を理解できる
ことがわかったが、一般の農業従事者の理解を促すためには、より分かり易い説明が必要
であることが判明した。今後、サイクロンガード保険を開発していく場合は、より商品ニ
ーズが高いと思われる地域の選定や、多くの人に商品内容が理解されるための工夫が必要
である。
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（３） 販売チャネルの構築
本事業を通じて開発した天候インデックス保険を扱う販売チャネルの候補として、マイ
クロファイナンス機関、種苗会社、化学肥料販売会社、NGO 等、多くのプレイヤーが考え
られる。今年度の現地調査では、マイクロファイナンス機関や国際 NGO 等にヒアリング調
査を行ったが、いずれの団体も、天候インデックス保険に対して高い関心を示した。
マイクロファイナンス機関等を通じて、ローンに付帯して販売するケースの販売スキー
ムとしては、2 パターンを想定している。1 つは、金融機関等から農業従事者への直接融資
と合わせて天候インデックス保険を併売するスキームである。もう一つは、金融機関等か
ら農業従事者への直接融資に、天候不順が生じた場合に債務の一部を免除する旨の特約を
付帯する方法である。債務免除で生じる金融機関等の損失を、天候インデックス保険で補
償することにより、農業従事者への融資拡大を促すことができる。
今後も引き続きマイクロファイナンス機関等と協議を続け、最適なスキームについて検
討していく。
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6. 評価指標
天候インデックス保険の開発・普及活動の評価指標として、以下が考えられる。
表 3 評価指標
インプット

アウトプット

アウトカム

・農業従事者等への

・保険契約者数

・投入財への投資額の増加

保険提供数

（保険契約を通じて自然災害リス

（肥料・種苗、引水等）

ク回避が可能となった受益者数）

・農業従事者等の所得維

・保険金支払額

持・向上

（保険金支払いを通じた自然災害
リスクの補償規模）
本事業の目的は、干ばつ型の天候インデックス保険の高度化等を通じ、農業従事者を
中心としたミャンマーの人々の自然災害に対する強靭性を高め、所得安定と生産性向上に
貢献することである。この効果をはかるための評価指標として、インプット、アウトプッ
ト、アウトカムの 3 段階で指標を設定した。
まず、インプット指標について、
「農業従事者への保険提供数」を、評価指標として設定
した。これは、農村部で保険商品に対する理解度が低いことや、ASEAN 地域内でミャンマ
ーの保険普及率が相対的に低いことを踏まえたものである。
次に、アウトプットの指標として、
「保険契約者数」と「保険金支払額」を設定した。
「保
険契約者数」指標は、天候インデックス保険の普及にあたり、その進捗具合や浸透率を測
定するものである。保険教育やマーケティングの結果、保険に加入したいと希望する潜在
顧客数が増加し、実際に保険契約に至ったことを数値として把握することが可能になる。
また、
「保険金支払額」指標によって、農業従事者等の所得安定への貢献度を明確にするこ
とができると考える。
「保険契約者数」と「保険金支払額」という 2 つの指標を測ることに
より、天候インデックス保険の効果測定が可能となる。
最後に、アウトカム指標として、
「投入財（肥料・種苗、引水等）への投資額の増加」と
「農業従事者の所得維持・向上」を設定した。天候インデックス保険で支払われる保険金
は、稲作の植え直しにかかる費用に活用されることを想定している。天候インデックス保
険によって、植え直しにかかる苗の購買費用や、災害を恐れて肥料投入を抑制する費用、
水を引くポンプの費用等を保険金でカバーすることが可能となる。そのうえで、農業従事
者等が自然災害リスクを恐れず、積極的に投入財へ投資することにより、農業生産性が向
上し、農業従事者等の所得維持・向上に貢献することができる。
将来的には、こうした指標を通じて、農業従事者等の所得安定や生産性向上への貢献度
を測定していきたいと考えている。
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7. 成果
2017 年度の本事業では、①干ばつを対象にしたインデックス保険の高度化に向けたアプ
リの基盤完成、②アプリ利用が可能な農業従事者によるスマートフォン所持率の確認、③
サイクロンガード保険のプロトタイプ開発、の 3 点の成果を得た。
①干ばつを対象にしたインデックス保険の高度化に向けたアプリの基盤完成
2016 年度に開発した、干ばつを対象とした天候インデックス保険は、１タウンシップに
1 つの天候インデックスや閾値などの保険条件を設定するものであった。2017 年度は、ベ
ーシスリスクを低減させるため、約 10Km 平方のグリッド毎に保険条件が設定された、高
度化された商品の開発を行った。具体的には、契約者の契約対象の農地とインデックスの
グリッドを紐づけるため、GPS 機能を利用したスマートフォンアプリの基盤を開発し、動
作確認を行った。グリッドの境界線上での動作確認では、位置情報に若干の誤差が確認で
きたものの、動作状況は総じて良好だった。
②アプリ利用が可能な農業従事者によるスマートフォンの高所持率の確認
2017 年度の現地調査で行った Pyay の農村部のアンケートでは、約 7 割がアンケート回答
者または自身の家族がスマートフォンを所持していると回答した（なお携帯電話の所持率
としては 9 割弱である）
。今後、スマートフォン所有者はさらに伸びるものと予想され、ミ
ャンマー農村部で、スマートフォンアプリを利用した保険サービスの提供は、十分可能で
あることが確認された。
③サイクロンガード保険のプロトタイプ開発
2017 年度の本事業では、サイクロンガード保険のプロトタイプを開発し、ニーズ調査を行
った。行政担当者や村長であれば、保険商品の内容を理解できることが分かったが、一般
の農業従事者の理解を促すためには、より分かり易い説明が必要であることが判明した。
また、サイクロンによる被害は、今回調査を行った Bago では限定的であったため、今後、
サイクロンガード保険を開発していく場合は、より商品ニーズが高いと思われる地域の選
定や、多くの人に商品内容が理解されるための工夫が必要である。
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8. 今後の事業の見通し
今後、事業化をしていくうえでのポイントとして、①「保険の認可」
、②「販売チャネル
の構築」
、③「農業従事者の金融リテラシー向上」
、④「新商品の開発」が挙げられる。
①「保険の認可」については、干ばつ対象のインデックス保険商品について、引き続き
関係機関に働きかける。
②「販売チャネルの構築」については、マイクロファイナンス機関等を通じて、ローン
に付帯して販売するケースの販売スキームが考えられるが、事務オペレーションや販売条
件等に関する協議を、販売チャネル候補と引き続き進めていく。
③「農業従事者の金融リテラシー向上」については、現地のマイクロファイナンス機関
等が農業従事者向けに発行する定期冊子への出稿や、販売チャネルと連携した説明会の開
催等、保険に関する理解を深める取組みを行っていくことが考えられる。
④「新商品の開発」については、今回の調査の結果を踏まえ、引き続き調査と開発をす
すめていく。
「保険の認可」や「販売チャネルの構築」の状況を踏まえ、対象地域を限定し、保険販
売を開始していく。最初は対象地域を限定し、販売チャネルの事務オペレーション上の課
題を洗い出すと共に、販売チャネルと連携して農業従事者への保険教育を並行して進めて
いく。その後、保険商品の販売対象地域を拡大していくとともに、新しい保険商品の開発
や認可取得を進め、販売を目指す。

図 24 事業化に向けたステップ
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1

本事業の目的

1.1

背景

株式会社チャレナジー（以下、チャレナジー）は、台風時の強風や乱流下でも発電可能な、世界初
のマグナス式風力発電機（以下、「マグナス風車」、詳細技術説明は第 3 章にて後述）の開発を行う日
本発のスタートアップ企業である。現在は 2020 年初旬に量産機を販売することを目標に沖縄において
実証機による試験を実施している。マグナス風車は既存のプロペラ式風力発電機では稼働を止めざるを
得ない風速 25m/秒以上でも発電が可能である。弊社がマグナス風車を開発したきっかけは、日本では
台風襲来が頻発する為にプロペラ式風力にとってはリスクの高い市場であり、国内の風力ポテンシャル
が十分に活かせていないという課題を解決したいと考えたからである。その為、チャレナジーは台風被
害が多い、つまり今後は気候変動に伴い猛烈な台風が襲来すると予測される国々をターゲットとしてマ
ーケティングを当初より行っている。日本国内に限らず、本事業で対象とするフィリピン、大小の様々
な島で構成される大洋州の国々を重点市場と位置付けている。チャレナジーは離島や山間部等の遠隔地
においてマグナス風車の最大の強みが発揮されるものと考えており、
同地域において 2020 年に年間 100
台、2021 年には年間 500 台の販売を計画しており、同計画の 80%以上を途上国、特にフィリピンで上げ
る計画としている。
コンソーシアムメンバーであるスカパーJSAT 株式会社（以下、スカパーJSAT）は、アジアで最大、
全世界でも有数の 17 機の通信衛星を自社で保有し、衛星通信サービスを提供している。同社による衛
星通信は、その広域同報性や機動性により、日本国内では緊急通報サービスや災害時通信ネットワーク
として広く用いられ、これまでにいくつもの大規模災害で減災や災害復興にその効果を発揮してきた。
そのインフラと防災通信のノウハウは、今後気候変動により台風や高潮などの風水害が大規模化すると
予想される東南アジアや太平洋州諸国に貢献できるものと考え、これまでにも東南アジア諸国の国家機
関や通信キャリアに対して防災通信インフラの販売を行ってきた。
これまで衛星通信を継続的に利用するには地上の通信機器を稼働させる電源の確保が欠かせなかっ
た。スカパーJSAT では、マグナス風車を活用することで、電力供給に課題のあった離島地域や山間部
でも地上の通信機器が安定的に稼働できるようになり、電力供給途絶が懸念される災害の後でも継続的
に通信環境を維持することが可能になる。これにより、衛星通信最大のメリットである「いつでも、ど
こでも繋がる」がより強固なものとなり、スカパーJSAT はさらに高度で確実な利用を求める日本国内
の災害通信需要に対するソリューションを強化するとともに、電力、通信インフラともに脆弱な東南ア
ジアや太平洋州の島嶼国をはじめとする世界のデバイド地域でのサービスの拡大を目指している。両社
は、電力や通信のインフラが脆弱な国や地域を主な対象として、風力発電と衛星通信を合わせたサービ
スを 2019 年度中に事業化することを目指している。
本サービス展開を見据えて、2018 年 1 月より沖縄県にあるチャレナジーの試験場においてマグナス
風車と衛星通信を組み合わせた共同実証実験も開始した。実験の目的としては、(1)マグナス風車の実
証機が発電した電力で地上通信機器を稼働させ、衛星通信環境を維持、(2)衛星通信により試験機の稼
働状況を把握できるシステムの運用、(3)試験機と衛星通信を用いた自律的な Wi-Fi インターネット通
信を維持、の 3 項目である。本共同実証試験を 2019 年 3 月末まで続け、2018 年度には台風襲来時やそ
の後でも電気供給と衛星通信を維持し続けられることを実証する予定である。
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図 1. 風力発電と衛星通信を組み合わせた実証試験の概要1
1.2

本事業の目的

本事業では、台風時でも継続して発電可能なマグナス風車により台風襲来時から復興までの必要な
電力を供給し続ける事で、災害発生時でも必要な情報や医療サービスへのアクセスを確保する。具体的
には、マグナス風車の周りに避難施設や医療施設を集約することで、災害発生時にも電力が確保されて
いる場所を作る。また、避難施設にはスカパーJSAT の衛星通信アンテナを設置することで、携帯通信
塔が使えなくなった場合にも衛星通信により外部との通信手段を確保する。加えて、避難者が安全に避
難できる様に電灯や空調も動かせる電力を確保する。避難所ではしばしば女性や子供等の社会的弱者が
暗がりの中で性的被害に合う場合もある為、避難所の安全性を確保することは非常に重要である。避難
者の水を確保する為に小型浄水器を稼働させる電力としても使うことが可能となる。

1

調査団作成
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安定的な電⼒供給による強靭なインフラ構築

地域防災拠点
マグナス⾵⾞

・ ・ ・

衛星通信

避難施設

医療施設

・医療機器の
・通信の確保
稼働
・⽣活必需電⼒の
・⽔の確保
供給

図 2. マグナス風車を用いた地域防災拠点化2
このような防災拠点は、台風通過後も、地域で唯一電力と通信が使用可能な場所として、基幹電力
網が復旧する前から自国政府や各国支援機関からの緊急援助を受け入れる復興拠点としても使用可
能である。これにより迅速な災害復興が実現できる。まさに、地域の防災・復興拠点をマグナス風車
が中心となって作られる。
加えて、台風襲来前の早期警報や避難指示においても同国は課題を抱えている。早期警報の伝達ル
ートは携帯電話のテキストメッセージに依存しており、強風警報や大雨警報が充分なリードタイムを
持って確実に届く保証がない。特に、携帯電波が脆弱な離島などでは情報から孤立する集落も少なく
ない。その為、警報発表を知らず漁船転覆や土砂災害、高潮に巻き込まれる村民が毎年後を絶たない。
熱帯低気圧接近のように広域に影響が及ぶ場合には、TV・ラジオがフィリピン大気地球物理天文局
（Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration：以下、PAGASA）
の解説等をタイムリーに放送するが、局所的な現象の注意報や警報については必ずしも放送されると
は限らない。この様な災害情報伝達手段の脆弱性が更に被害を拡大させているとも言える。本事業に
おいては、PAGASA が現在行なっている情報発信手段を分析した上で、衛星通信により局所的な災害警
報をマグナス風車が設置されている地域の周辺住民に伝えることで、早期避難の実現を目指すサービ
スについても検討した。
本年度の実施内容は現地における具体的な適応ニーズとマーケット規模の把握、現地政府の適応政
策の現状と課題の認識、防災・災害情報提供サービス内容の決定、実証サイトの選定を予定している。
その為に、現地の適応課題の詳細確認を行った上で、本適応ビジネスがどのように対象国へ貢献でき
るのか、さらに防災・減災に資する提供情報内容や必要な通信回線について調査・検証を実施する。
加えて、2019 年にフィリピンに設置する 10kW 試験機のサイト選定を行い、衛星通信やその他の災害
用設備を備えた避難施設の具体的な仕様や費用等を示す。

2

調査団作成
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2
2.1

課題
強大化する台風による人的被害と経済損害
フィリピンはその地理的、地形的な特徴により気候変動の影響を最も受けやすい国の一つとして挙

げられる。独 Alliance Development Works と国連大学が公表する”World Risk Report 2016”によれ
ば、同国は世界で第 3 番目、東南アジアでは第 1 番目に気候変動への脆弱性が高い国と位置づけられて
いる（2011 年より常に上位 3 番以内に入る）。また、独シンクタンクが公表している過去 20 年間の自
然災害による被害を評価した”The Global Climate Risk Index 2016”でも、フィリピンは世界で六番
目に被害を受けた国となっている。フィリピンで実際に起こっている、またこれから起こりうる気候変
動の影響としては、気温上昇、海面上昇、激しい降雨と渇水、そして巨大な台風の襲来がある。気温上
昇は同国の農業生産に影響を与え、海面上昇は沿岸部に住む貧困層の居住地が失われるリスクがある。
激しい降雨は洪水を伴い農作物の損失を増やし、渇水は農作物の収穫量を減少させるだけでなく、水不
足による人命への影響も懸念される。しかしながら、同国でも最も気候変動の影響が発現している事象
としては強大化する台風の襲来である。図 3 はアジア地域における過去の台風の通過経路を示したも
のであり、中央に位置するフィリピンは多くの台風の通り道となっていることが分かる。更に、オレン
ジや赤がカテゴリー3 以上の台風を表しており、猛烈な台風が同国を襲って来たことが見て取れる。

図 3. 1980-2005 年までの南西太平洋の台風経路3

3 Joint Typhoon Warning Center, US
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図 4 では 2016 年だけに絞った台風経路を示している。年間で、5 段階のカテゴリーのうち、最も強
いものが 1 つ、2 番目に強いものが 3 つ、3 番目に強いものが 1 つ、4 番目に強いものが 1 つ、計 6 つ
もの台風（含む熱帯低気圧性暴風）が同国に襲来していることが分かる。また、このうち最も強い台風
ハイマーは本事業で対象とする電気、通信設備に多大な被害をもたらしている。

図 4. 2016 年における台風経路のまとめ4

4 PAGASA, “ANNUAL TROPICAL CYCLONE TRACKS”,

https://www1.pagasa.dost.gov.ph/index.php/tropical-cyclones/annual-tropical-cyclone-tracks, (2018 年 2 月 8 日)
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図 5 はフィリピンを含む南西太平洋諸国における 1970 年から 2012 年にかけての自然災害の被災者
数、被害額をランキングとしてまとめたものである。うち被災者数は十の災害のうち 8 つが、被害額は
十の災害のうち 4 つが台風によるものであり、特に被災者の多かった災害は全てフィリピンにて起こっ
ている。このように、南西太平洋における最大規模の災害は台風が上位を占め、最大の被害国はフィリ
ピンであり、台風は、多くの人命と甚大なる経済被害をもたらしている。

図 5. 南西太平洋における自然災害被害のランキング5
毎年襲来する台風による人的及び経済的損失はその他の自然災害を顕著に上回っており、フィリピ
ンでは最も憂慮すべき災害と認識されている。
表 1 は自然災害原因毎の年間経済被害額を表しており、
災害単体で見れば台風に関連する風、高潮による被害が突出していることがわかる。更に、図 6 にも
示されている通り、災害別の死者数を見ても台風に起因するものが 78%以上であり、台風による被害が
甚大であることを物語っている。最新の情報によれば、2017 年の台風被災者数は約 55 万人に登り6、全
人口の約 5%以上が被災したことになる。

5

WMO, “ATLAS OF MORTALITY AND ECONOMIC LOSSES FROM WEATHER, CLIMATE AND WATER EXTREMES”,2014

6

Asian Disaster Reduction Center, “Philippines : Typhoon, Flood, Landslide : 2017/12/22”,
http://www.adrc.asia/view_disaster_en.php?Lang=en&Key=2243&NationCode=608&Frame=no, (2018 年 2 月 8 日)
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表 1. フィリピンにおける自然災害による平均年間経済損失7
災害原因
地震
Earthquake
風
Wind, Gale
高潮
Storm Surge
津波
Tsunami
雨・洪水
Rain, Flood
火山
Volcano
複合
Multi-Hazard

純損失絶対値
[Million US$]

株式資本減率
[%]

設備投資減率
[%]

703.46

0.124

1.264

4,071.51

0.718

7.317

2,541.62

0.448

4.568

30.63

0.005

0.055

545.43

0.096

0.980

557.60

0.098

1.002

7,892.65

1.392

14.184

発⽣頻度

死者数

図 6. 災害別の発生頻度と死者数 7
特に、2013 年にフィリピンを襲った台風ヨランダ（国際名：Haiyan）は死者・行方不明者：7,000
人、被災者：1,600 万人以上（同国人口の 1 割以上）、経済損害：854 億円をもたらした。襲来する台
風による経済損失（直接損害と復興に要する費用）は毎年同国 GDP の 5%（約 1.7 兆円）に達する8とい
う試算もあり、この経済損失を最小限に抑えることが同国における最大の適応課題と言える。この経済
損失は同国の経済成長を阻害する要因ともなり、また経済成長の原動力と位置付ける外国資本の参入に
おいても襲来する台風への脆弱性はカントリーリスクの一つに挙げられており、気候変動により今後更
に強大化した台風が襲来すれば、経済成長の足かせになることは間違いない。

7
8

CRED EM—DAT, “International Disaster Database”, 2015
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/08/typhoon-haiyan-rich-ignore-climate-change
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図 7. 台風ヨランダによる台風災害（ビサヤ地方）強風により倒壊した建物と送電線
2.2

基幹インフラの脆弱性
フィリピンは台風発生源付近に位置する地理的要因から台風が発生時の勢力を保ったまま上陸する

ため、甚大な被害をもたらすが、それに加えて、脆弱なインフラが人的・経済的損出を拡大させている。
災害時に電力供給が寸断される事で避難情報が入手出来ない、被災状況が外部に伝達出来ない、被災者
の救護に必要な医療機器が利用できない、復興に必要な機器が利用できない等の課題がある。独立行政
法人国際協力機構（JICA）の台風ヨランダ被害報告9によると、「電気系統、通信施設、幹線道路、橋梁
は被災した。対象地域の電力は国家系統から供給されているが、強風により送電塔が被害を受け、電力
供給は停止した。通信施設は通信塔の倒壊と電源喪失により完全にストップし、地上電話と携帯電話が
不通となった。これにより災害後の情報伝達収集に各所で影響が出た」とされている。加えて、同国の
インフラの災害に対する脆弱性について、「電気：送電塔、電柱とその指示構造が強風や高潮の水流の
勢いに対して弱いこと」、「通信：衛星通信装置の機能維持が必要。携帯電話用のサイトの発電機所有
の必要性」、「医療保健：医療、教育、社会福祉関係の施設が災害に対して弱い状況であり、修復、改
善が必要である。災害時の弱い立場の患者は被災した施設のために必要な医療サービスを受けることが
出来ない」と報告されている。
電力供給に関しては、2013 年の台風ヨランダのような巨大なものだけでなく、比較的中程度の大き
さの台風でさえも停電をもたらすとの報告がなされており10、また通信状況も同様の被害を受けており、
災害時の連絡の困難さも、台風被害の甚大さを助長する結果となっている。例えば、2016 年 10 月にフ
ィリピン、ルソン島北部に上陸したカテゴリー5 の台風ハイマーは、フィリピンに二日間停滞したが、7
地域に住む 270 万人の住民に影響が及んだと推測され、国家災害リスク軽減・管理評議会（National
Disaster Risk Reduction and Management Council :NDRRMC）によると11、被災難民数:31,000 人、死亡
者数:18 人、被害額:770 百万 US ドル以上の被害をもたらし、また図 8 に示すような地域に停電の被害
をもたらしている12。また、フィリピン現地の被害報告書によると13、同台風は通信にも被害を与え、
Cordillera Administrative Region と Region II において、地域政府と現地政府、また NGO の現地スタ
ッフと本部において通信の途絶が観測された。上記地域に加え、Region I、Region III の一部地域にお

フィリピン国台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクトファイナルレポート、JICA, 2015/6
http://newsinfo.inquirer.net/656019/power-down-but-fuel-supply-still-available-after-typhoon
11 NDRRMC, “SitRep No.9 re Preparedness Measures & Effects of Super TY LAWIN (I.N. HAIMA)”, 2016
12 https://reliefweb.int/map/philippines/typhoon-haima-lawin-northern-luzon-philippines-reported-power-outages-province-21
13
OCHA, “PHILIPPINES: Typhoon Haima Situation Report No. 6 (Final)”
9

10
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いても、半分以上の携帯基地局が被害の結果、運転を停止した。停電に関しては、一部地域では 10 日
以上復旧できない状況であったとの報告もある。

図 8. 台風ハイマーによる停電被害14
2.3

防災情報伝達の脆弱性

2.3.1 伝達手段の脆弱性
SMS に依存した地方自治体への伝達ルートの脆弱性により、強風警報や大雨警報が充分なリードタイムを
持って確実に防災担当者に届く保障がない。特に、携帯電話網の中継器から離れている離島などでは情報
から孤立する村が少なくない。そのため、警報発表を知らず漁船転覆や土砂災害に巻き込まれる村民が毎
年後を絶たない。
24 時間体制で PAGASA の発表する防災情報は、主ルートである NDRRMC 運用センターから順次下流の自治
体防災管理局(Disaster Risk Reduction and Management Council :DRRMC)に伝達される。インターネット
の普及が遅れているフィリピンでは、携帯電話の格安テキスト送信である SMS が現在でも主流であり、
PAGASA の防災関連機関向けの情報発信においても SMART 社の「SMS Broadcast」と呼ばれる簡易同報サービ
スの利用が主体となっている。SMS には字数制限があるため、多くの情報文は複数の SMS メッセージに分割
されるが、SMS メッセージは携帯網の中でしばしば亡失や遅延が発生するため、重要な予報、注意報・警報
については PAGASA から各指定防災機関へインターネット・メール及び FAX 送信も併用している。
NDRRMC の運用センターでは、原則としてインターネット・メールか SMS のどちらか早く受信できた方を
下流の地方自治体 DRRMC に配信しているが、情報の内容が長文になることが多いため、インターネット・
14

NDRRMC, “SitRep No.9 re Preparedness Measures & Effects of Super TY LAWIN (I.N. HAIMA)”, 2016
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メールを SMS で下流配信するには分割作業が必要になる。さらに、インターネット・メールは、プロバイ
ダの脆弱性もあり、遅延・不具合が発生することも多い。これらのことから、多くの場合、分割された複
数の SMS メッセージをそのまま下流配信することが慣例となっている。

2.3.2 情報内容及び伝達形式の不完全性
PAGASA の注意報・警報等は気象現象を説明する内容が主体であり、防災にどのように結びつけるのか分
かり難く、地方自治体の防災担当者が判断に迷うことが多い。このため、地方自治体では緊急時の電話に
よる補足説明に苦慮していることが指摘されている。実際、南ルソン管区の PAGASA 職員の話によれば、多
くの防災担当者は安全策をとり早めに避難指示を出す傾向にあるが、多くの場合、避難が必要な状況には
至らず、「オオカミ少年的な印象」が市民に残る結果となるとのことであった。
内務自治省(Department of Interior and Local Government :DILG)や NDRRMC からのコメントでは、同
じ現象であっても情報の伝達形式が同じではないため、どの部分に着目して良いのかが分かり難く、また、
システム的な認識も難しいとの指摘がある。また、稀なケースではあるが、分割された SMS メッセージの
一部が欠けている場合もある。このような場合には、受信出来た SMS メッセージを繋ぎ合わせ、欠けてい
る部分を PAGASA ホームページで補い、FAX 原稿を手作業で作成し、下流の地方自治体 DRRMC に配信する対
応も運用者が行っている。
PAGASA 発信情報は、市/町（City/Municipality）レベルまではほぼそのままの内容で伝達されるが、市/
町の CDRRMC/MDRRMC から村・地区（Barangay）への伝達内容は気象情報ではなく、避難の準備や開始を指
示する内容が主体となり、村・地区の担当者に SMS で送られる場合がほとんどである。また、緊急や確認
を要する場合には電話での連絡も行われるが、多くの場合、下流への伝達は、迅速性に欠けることから伝
達手段の改善が課題となっている。
その他に DILG の管理者情報共有、ラジオ・テレビ等の放送メディアなど、一般市民への複数の伝達ルー
トがある。メディア経由での情報伝達の有効性を重視して、熱帯低気圧襲来時には、PAGASA 本部に各メデ
ィアを招集し、24 時間体制で防災情報や警報発表状況などの解説会見を行っている。地方によっては、地
元ラジオ局が PAGASA の地方官署に直接電話取材をして熱帯低気圧番組を放送することもある。
また、
PAGASA
への JICA 技術協力プロジェクトである「気象観測・予報・警報能力向上プロジェクト（通称 J-POW）」に
より促進された携帯電話・スマートフォン向け新サービスが 2016 年 6 月より運用開始となった。具体的に
は図 9 に示すような Android 用アプリ及び携帯用 Web-site の即時情報提供サービスである。都市部を中心
に一般市民への利用加速が期待されたが、
PAGASA の分析によれば図 10 のグラフが示すように普及が進んで
いるとは言えない状況である。フィリピンにおける実効的な通信速度に適さないサイズの大きい画像コン
テンツや Push 型の冗長な情報の高頻度発信などが利用者から敬遠され、普及を阻害している可能性が高い。
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図 9. PAGASA の携帯電話・スマートフォン向け新サービス15

日ページビュ
800
ー

400

2017 年 4 月

7月

10 月

図 10. PAGASA の携帯電話・スマートフォン向け新サービスの普及状況
(上) Android アプリのインストール状況、(下) 携帯用 Web-site の日別アクセス状況16

15
16

PAGASA 資料を基に調査団作成
PAGASA 資料を基に調査団作成
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PAGASA からの防災情報の主な流れを図 11 に示す。

図 11. PAGASA からの防災情報の流れ17

17

PAGASA 資料を基に調査団作成
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2.3.3 不十分な気象に関する理解
日本のように天気予報番組が充実しておらず、一般市民の気象に関する理解度は高いとは言えない。
特に、風速や降水量などの数値情報から実際の現象をイメージ出来る市民が多くない。また、各管区気
象台で発表する警報の基準値が適正に定まっていないこともあり、数値を含んだ警報情報を受けた一般
市民の防災意識は希薄なまま、避難等の行動に結びつかない状況にある。
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3

課題解決の方向性

これまで見てきたように、フィリピンでは頻繁な台風の襲来に対して脆弱なインフラや情報伝達能力
の不足によって、毎年のように大きな被害を被っている。このような状況に対して、台風に強い強靭な
インフラシステムの構築が望まれている。経済産業省が 2017 年 2 月に公表した「温暖化適応ビジネスの
展望」においても、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」、「気象観測及び監視・早期警戒」が挙げられており、
これら３つに当てはまるソリューションをマグナス風車及び衛星通信の組み合わせにより実現する。
3.1

台風でも発電が可能な世界初の垂直型マグナス式風力発電機の導入

マグナス風車は、「マグナス効果」と「垂直軸型」を組合せた世界初の風力発電機である。最大の特
長は平常時（風速:4m/秒から発電開始）でも台風襲来時の強風（設計上の発電可能な最大風速（10 分平
均）：40m/秒）や乱流下でも継続的に、安定して発電することが出来る点である。台風ヨランダで記録
した最大瞬間風速の 87m/秒以上でも破損のリスクが小さい。2016 年 8 月より沖縄県で開始した実証試験
では、風速 3m/秒から発電を開始し、2017 年 10 月 28 日の台風 22 号では最大瞬間風速 33m/秒でも安定的
に発電することを実証した。図 12 に示すマグナス風車は既存の水平軸型プロペラ式風力発電機と二つの
点で大きく異なる。
プロペラのない風力発電機：プロペラのかわりに回転円筒を用いており、気流中で円筒を自転させた
ときに生じる「マグナス効果」を利用して風車を回転させて発電するため、風速の影響を受けにくい。
マグナス力の大きさは円筒の自転数により簡単かつリアルタイムに調整できるため、風速に応じて円筒
の自転数を適切にモータ制御することで風車全体の回転数を制御でき、突風や強風による暴走が起こら
ず、台風下でも安全に発電可能となる。
全方位の風に対応可能：垂直軸型であるため、どの方向からの風でも発電が可能であり、水平軸型プ
ロペラ式風力発電機のように風向きに合わせる必要がなく、激しい風向変化であっても影響を受けない。
よって、乱流が多く風速や風向が頻繁に変化する台風のような過酷な環境でも発電が可能である。
これまでの風力発電機の主流は水平軸型プロペラ式（図 13 の左上）であったが、強風時にはプロペラ
が過回転し故障を引き起こす原因となる為、風速 25m/秒以上の場合は稼働を停止さなければならない。
同方式は風向・風速が比較的安定した偏西風が吹き、熱帯低気圧が襲来しない欧州において発達してき
た技術であり、普段から突風や乱流が発生する地域、特に島嶼部や山間部には適していない。更に、日
本や東南アジア、その他の熱帯低気圧が襲来する地域ではプロペラ式はより故障のリスクが高まる為、
風力発電の普及が進まない一つの要因ともなっていた。この様な課題を克服し、水平軸型プロペラ式風
力発電機が適さない地域に対して普及させることを目的として開発されたのが水平軸型マグナス風車
（図 13 の右下）である。これまでも日本の大企業が本方式を実用化すべく研究開発を行っていたが、チ
ャレナジーが世界で初めて、そして唯一実用化に向けた本格的な実機試験を実現させることができた。
突風や乱流が発生し、台風も頻繁に襲来する日本でだからこそ生まれた技術であり、日本と同様の課題
を抱える世界中の国々に対して風力発電技術を導入する道を切り拓くものである。
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①強⾵対策
プロペラをなくし、
「マグナス効果」を利⽤する
・野球のカーブボールの原理
・⾃転数によりパワーを制御可能
（微⾵でも 台⾵で も 発電可能）
・プロペラよりも丈夫
・プロペラよりも低コスト

②⾵向変化対策

⾵

垂直軸型にする
・⾵向変化の影響を受けない
・低重⼼化が可能

図 12. マグナス風車の特徴18

図 13. 風力発電機の分類 18

18

調査団作成
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⾵

図 14. 沖縄で実証中の試験機

3.2

広範な地域・用途で提供してきた衛星通信インフラの導入

マグナス風車を用いたインフラ強靭化の一例として、コンソーシアムメンバーであるスカパーJSAT の
衛星通信サービスとの組合せが挙げられる。衛星通信は、電話、海難対策用通信、テレビ放送など、以前よ
り様々な用途で利用されてきた。 最近では、究極のデジタルデバイド地域ともいわれてきた海上や飛行機内
でのブロードバンド通信サービスもスタートし、デジタルデバイド地域への通信インフラ提供に貢献している。
衛星通信のメリットとしては、主に以下があげられる。
(ア) 広域性

（静止衛星から地球が見える範囲では、通信回線を提供することが可能）

(イ) 同報性

（放送のように、同一信号を多地点に同時に配信することが可能）

(ウ) 柔軟性

（衛星アンテナを設置するだけで、通信回線開通が可能）

(エ) 耐災害性

（災害等で地上インフラが切断されるような環境でも、通信回線の提供が可能）

特に、“柔軟性”、“耐災害性”の特徴を生かし、東日本大震災では、被災地にて多くの衛星回線を
提供し、災害復旧・復興に貢献した。
スカパーJSAT は、これらの特徴を生かしながら、広範な地域への高速通信インフラ提供に多く利用さ
れている主に 2 種類の周波数帯（C-band、Ku-band）有しており、様々な衛星通信サービスをアジア・太
平洋地域を中心に提供している（図 15 参照）。
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図 15. スカパーJSAT の衛星カバレッジイメージ19
衛星通信は、地上で送信された微弱な電波を衛星で増幅させ、また地上に再送信することで、通信回
線を構築している。（図 16 参照）

図 16. 衛星通信の基本構成20
衛星通信は、無線であることに加え、微弱な電波を利用しているため、降雨の影響を受け回線断が生
じることがある。ただし、これらは周波数に依存しており、それぞれの特徴を生かしながら、その地域
に合った周波数を利用することで、その影響を抑えている。図 17 に、降雨による電波強度の減衰量と周
波数の関係図を示す。

19
20

調査団作成
調査団作成
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図 17. 周波数と降雨減衰量の関係21
雨の多いアジア地域では、降雨の影響を受け難い C-band の周波数が主に利用されてきた。 しかしな
がら、C-band では比較的大型の地球局が必要になることから、最近では Ku-band の利用も見られるよう
になっている。
これらの特性を生かし、以下に同社が提供する衛星通信サービスの具体例をまとめる。表 2 に見られ
るように、サービス内容としては、日本国内でのスカパー放送や平時における衛星回線の提供からから、
防災、減災のための情報配信のサービスもあり、これらの導入は現地住民の生活の改善だけでなく、台
風被害を抑える効果も見込まれる。
表 2. スカパーJSAT が提供する衛星通信インフラ(及びソフト)の具体例22
提供サービス

概要

強み

国内外へのインフラと

デジタルデバイド地域（新興

インフラの脆弱な地域への回線提

しての衛星回線提供

国、島嶼など）や海上、飛行機

供の経験が豊富。

からのインターネット接続な
どを提供
BCP での衛星回線提供

主に国内において、BCP として

災害発生時に必要な回線提供の経

の非常時回線提供。

験が豊富

緊急地震速報

日本国内に、気象庁殿が提供す

日本で提供されている防災/減災に

（図 18 参照）

る緊急地震速報の配信に衛星

必要なアプリケーションを海外展

回線を提供している。

開に適用できるかの知見がある。

天気専門チャンネル放

24 時間ノンストップ天気専門

気象情報発信機関として 24/365 オ

送

チャンネル“SORA”制作および

ペレーションの実績とノウハウ

放送
CS 放送チャンネルへの

衛星放送“スカパー！”プラッ

放送型の緊急情報伝達の運営ノウ

気象注意報・警報の表示

トフォームサービスの一環と

ハウ。各種メディアとの連携実績

して運営チャンネル向けに防
災・減災情報を提供

21
22

調査団作成
調査団作成
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気象情報の集信

アジアエリアで、気象情報の集

防災/減災に必要な、現地で測定さ

信として利用される衛星回線

れるセンサー情報を集信するため

を提供している。

に必要な技術の知見がある。

原子力防災モニタリン

放射線測定データ収集のバッ

防災/減災に必要な、現地で測定さ

グポスト

クアップ用衛星回線を提供し

れるセンサー情報を集信するため

ている。

に必要な技術の知見がある。

3.3

防災・災害時情報の伝達による減災

衛星通信は、前述の通り広いエリアに一斉に情報を同報することができる広域同報性、どこからで
も衛星が捕捉できさえすれば即座に通信が可能という柔軟性、地上災害に強い耐災害性といった特徴を
もつため、緊急地震速報など災害予兆から避難誘導用防災情報伝達手段としても活用されている。
スカパーJSAT は、気象庁より入手する緊急地震速報を衛星通信により鉄道や企業の工場等へ配信す
るサービス（図 18 参照）も提供しているほか、CS 放送各チャンネルに対しても緊急情報を即座に放送
画面に表示し視聴者に周知させるサービスも実施している。また、天気専門チャンネル“SORA”(図 19
参照)など、自ら気象情報チャンネルを運用し、総合的な気象情報の発信もおこなっている。
前述の通り、フィリピンにおける防災、減災情報の伝達手段は脆弱であり、特に今回調査した島嶼
部等においては極めて貧弱であった。こうした状況下、衛星を用いた放送型の緊急情報連絡は、国全体
という広いエリアへの伝達手段を比較的短期間に改善する方法として有効なものとなり得るものと考
える。
PAGASA や NDRRMC 等の現地の防災関連機関からの情報を、通信衛星経由各地に設置された衛星通信機
器へ伝送、機器が接続された地方の自治機関へと伝え、さらには衛星通信機器から接続された携帯網や
Wi-Fi 網を通じて、エリアの住民の携帯電話へ SMS や同報メール、または防災専用のアプリケーション
などを通じた情報サービスとして提供することは技術的には問題なく実現できるものであり、風力発電
機に付属して設置する衛星通信機器を用いてこのサービスを実現することにより、防災・減災に大きく
貢献できる可能性があるものと考える。
また逆に、これら地域に各種センサーやカメラ等を併せて配備し、現地の気象関連データを衛星回
線経由で収集するという利用法も考えられる。収集したデータを日本の高度な気象予測技術で解析する
ことにより、より正確できめ細かい高度な気象情報、災害予兆情報などの提供が行えるようになる可能
性がある。
予報や注警報の発表・通報等については各国で独自の国内法の規程があり、国の機関の了解なしに
民間がどこまで実施できるかの調査が未実施である。これを避けるために、本件実現のためには、PAGASA
等の現地の防災関係の国家機関と連携し現地国内法に準拠したサービスとする必要があるほか、現地の
通信キャリアや場合によっては現地テレビ局等のメディアとの連携が必要となる。
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図 18. 放送型防災情報提供の事例

23

緊急地震速報「セーフティバード」サービス概念図23

調査団作成

Ⅳ－20

図 19. 天気専門チャンネル “SORA”24
3.4

マグナス風車と衛星通信を組み合わせた災害対策システムの提供

本事業のビジネスモデルは、台風でも発電可能なマグナス風車と独立した通信が可能な災害に強い
衛星通信を組み合わせることで、災害時（特に台風）の際に寸断される可能性が高い電力供給と通信環
境を維持しけられる防災インフラとしての一体型システムを販売することである。災害時には常に電力
と通信が使い続けられる拠点とすることで、被害を最小限に止める役割を果たす。加えて、衛星通信に
より早期警報、避難情報をリアルタイムで個人に対して届けることが出来れば、逃げ遅れによる被害を
軽減することが可能である。
一方で、通年で台風が襲来するフィリピンであっても災害が発生しない平常時の方が期間は長い。
本システムを持続的なものとする為には、第一に平常時に収入が得られるサービスを提供できるものと
する必要がある。ビジネスモデルとして、平常時は風車で発電した電力をグリッドに供給することによ
る売電収入を見込んでいる。特に、基幹送電網に接続していない離島では発電コストの高いディーゼル
発電に依存しており、風力発電に価格競争力があるものと考えている。衛星通信は風車の発電状況や稼
働状況のデータ収集を行い、遠隔地にあっても安定的に稼働させる遠隔監視の役割を持たせることで、
衛星通信の通信費を風車のオペレーションコストとして支出することを想定している。加えて、フィリ
ピンでは全人口の 45%程度がインターネットにアクセス出来ない25環境（特に、離島や山間部などの所
謂デジタルデバイド地域と呼ばれるところ）で生活している。同国におけるインターネット通信は主に

24
25

調査団作成
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携帯電波によるものであるが、それら地域では携帯基地局の整備が遅れており、携帯電波が届かない。
そこで衛星通信を平常時には有料 Wi-Fi として周辺住民に提供することで、通信収入を得る。離島や山
間部は基幹送電網にも接続していない場合も多い為、風車を設置する環境とインターネットへのアクセ
スを必要としている地域は重複する場合が多いと想定される。または、フィリピンの離島地域では、避
難所と学校が同一拠点となっている場所も多いことが、今回の調査で判明した。この為、平常時には教
育に利用する方法も考えられる。スカパーJSAT ではコンテンツの作成も行っていることから、衛星通
信の知見と、コンテンツ作成の知見を合わせることで、良質な教育コンテンツを提供することが可能と
なる。そのためには、現地教育機関等との綿密な検討が必要となる。
これら、風車による売電収入と衛星による通信収入を複合することで、投資回収を早め、持続的な
ビジネスモデルを確立できる。
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E
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衛星通信

(1) ⾵⼒による売電収⼊
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×

平
時
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(2) 衛星による遠隔監視

(2) ⾵⼒による電源確保

災
害

(3) 台⾵時でも電⼒供給

(3) 台⾵時でも通信確保

図 20. 本事業のビジネスモデル26
3.5

現地政府ニーズとの合致

フィリピン政府は現在、国別適応行動計画(NAPA)を作成中だが、適応対策の主戦略は国家気候変動
枠組戦略(NFSCC)に、具体的な計画は国家気候変動行動計画(NCCAP)と国家防災計画(NDRRM)によって既
に示されている。NFSCC では「強くしなやかなインフラの導入を進め、気候変動に対応可能な社会をつ
くる」、「気候変動型の災害リスクを軽減する」ことを謳った 2 つの適応戦略が本事業の特徴に合致し
ている。具体的には、NCCAP 及び NDRRM にて以下の様な適応対策が必要と示されている。
①「強靭なインフラ」：NCCAP で具体的な行動指針が示されている。該当する指針は「人間の安全保
障」「気候変動対応型の産業や各種事業」「持続可能なエネルギー」の 3 点であり、風力という「持
続可能なエネルギー」を用い、「人間の防災・減災」のために台風という「気候変動に対応」しそ
れを活かす本事業の方向性は、まさに同国の行動指針が目指すものと合致している。

26
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②「災害リスク軽減」：防災に特化した NDRRM では「災害に強靭な情報インフラの整備」「迅速で
より良い復興」「監視システムに基づく災害前予測」といった指針が示されている。その点におい
ても本事業は、台風時でも安定的に発電し壊れないシステムである為、災害発生時だけではなく迅
速な復興にも寄与する。更に、通信衛星との連携により「災害に強い情報インフラの整備」、通信
衛星による気象データの収集・分析による情報発信と衛星の同時・広域性を利用した災害情報の伝
達により「災害前予測」が可能となるため、本事業は NDRRM の指針とも合致していると言える。
3.6

我が国が目指す適応ビジネスとの合致

2017 年 2 月に経済産業省より公表された「温暖化適応ビジネスの展望」では、世界の適応ビジネス
の潜在市場は 2050 年時点で年間 50 兆円と推計されており、大きなビジネスチャンスと捉えられている。
その中でも、日本が貢献できる適応ビジネスの有望分野として図 21 の 7 つが挙げられている。それら
7 分野は国連の「持続可能な開発目標（SDGs）
」の 17 ゴールとも高い関連性を有しており、今後の世界
的なビジネスの潮流においても同分野に適するサービスの提供が目指すべき一つの指標になると考え
られる。

図 21.日本企業が貢献できる適応の有望分野（左）と関連性のある SDGs 目標（右）27
本事業において提供されるマグナス風車と衛星通信を組み合わせたシステムは上記７分野の内でも
複数の分野に跨って価値を提供するものである。具体的には、台風でも発電するマグナス風車により「自
然災害に対するインフラ強靭化」、風力発電に適さなかった地域へ導入可能な風車技術による「エネル
ギー安定供給」への貢献、そして衛星通信による「気象観測及び監視・早期警戒」の実現が合致する。

27

経済産業省「温暖化適応ビジネスの展望」概要版より抜粋
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図 22.本事業の気候変動適応・緩和への貢献28
加えて、適応分野だけでなく、通常時は風力発電として再生可能エネルギーによる電力を供給する
ので、CO2 削減に寄与する緩和分野においても貢献できる。複数の適応分野において価値を提供するだ
けでなく、適応・緩和の分野横断的にも貢献するシステムとして我が国の目指す地球温暖化ビジネスの
展開とも本事業の方向性は合致するものと考えている。

28
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4

調査項目

本事業の調査方針として、現地における具体的な適応ニーズとマーケット規模の把握、現地政府の適
応政策の現状と課題、防災・災害情報提供サービス内容の決定、パートナーとの実証サイトの選定を予
定している。その為に、現地の適応課題の詳細確認を行った上で、本適応ビジネスがどのように対象国
へ貢献できるのか、さらに防災・減災に資する提供情報内容や必要な通信回線について調査・検証を実
施した。このような計画に伴い、予定していた調査項目は以下の通りである。
表 3. 調査項目29
調査項目

調査内容

調査方法

適応課題

①提案する適応ビジネスにより解決され

マスバテ島やその他ビサヤ東部、ルソン島東部

にかかる

る課題の現状分析

などの台風災害の頻発する自治体、NDRMMC、環

情報収

②適応計画、災害対策計画、事業環境及

境省気候変動室、その他関連省庁への実態ヒア

集・分析

び法制度

リング

ファイナ

適応課題の解決に資するプロジェクトへ

現地政府基金(People’s Survival Fund)、緑の

ンス手法

の現地政府及び国際機関からのファイナ

気候基金(GCF)、世界銀行や ADB 等が有する適応

の検討

ンス制度の概要と活用可能性の評価

プロジェクトへのファイナンス制度を調査

製品・技術

①提案製品の紹介活動を通じた優位性の

①エネルギー省、科学技術庁、環境天然資源省、

現地適合

アピール

ENR, NDRMMC、地方自治体、JICA、国際機関、環

性確認・分

②候補サイトの 5 か所程度から 1、2 か所

境 NGO 等への製品紹介

析、事業評 への絞り込みと、当該地域の台風被害、

②政府関係者へのヒアリング、風況データ収集

価手法の

風況データ収集

③製品へのニーズ合致確認

構築

③製品・技術のニーズ確認

④調査①②③をふまえ適応ビジネスの効果発現

④製品・技術による適応課題への貢献評

シナリオ作成、評価手法及び効果の定量化

価手法の構築
市場調

ビジネス展開に向けた提案製品の市場規

風力発電全体のポテンシャルと政策目標をふま

査・分析

模、シェア予測、販売チャネル通じた市

え、台風災害のバックアップ電源としての優位

場分析の実施。政策目標をふまえ、風力

性を有する提案製品に固有の SOM を把握する。

発電全体の Total Available Market、小
型風力発電機の Serviceable Available
Market、提案製品の Serviceable
Obtainable Market 分析を実施。
パートナ

比国における事業展開計画策定に向けた

省庁や、自治体、国際機関、NGO との協議を通じ

ー調査・分

提案法人の現地子会社等の進出プラン、

た候補パートナーの抽出と選定

析

販売パートナー、設置パートナー、メン
テナンスパートナーの選定

29
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5
5.1

進捗状況（調査項目ごとに）
適応課題にかかる情報収集・分析

5.1.1 フィリピン国における適応課題に対する取組み状況
本調査では、政府機関及び地方自治体とのミーティングを行った。適応課題に対する政策的アプロ
ーチ、電力・通信インフラ強靭化に対して以下の通り対応していることが判明した。
(1) 適応課題に対する政策的アプローチ
気候変動委員会(Climate Change Commission)
 同国の台風を含めた気候変動への適応策として、現在適応計画（Adaptation Plan）を策定中であ
る。Energy Security / Agriculture / Water Security が重点分野に指定されている。
 Adaptation Plan として、方向性などは議論されているものの具体的なハード面でのプロジェクト
は進行していないのが現状である。
 各地方自治体（Local Government Unit：LGU（以下、LGU)）の適応対策に向けて People’s Survival
Fund（以下、PSF）が Climate Change Commission(以下、CCC)の元に組成された。CCC は、大統領
府直轄の気候変動対策（緩和及び適応）の政策及び立案の責任を担う機関。4 人の Commissioner
で構成されており、同国の気候変動対策をリードする機関。Green Climate Fund（GCF）における
NDA（National Designated Authority、国家指定機関）にも指定されており、GCF におけるプロジ
ェクトを同国で実施する場合の窓口ともなる。
 PSF には現時点で 20 億ペソ（約 44 億円）にのぼる資金拠出がコミットされているが、資金申請を
行うには各 LGU が個別に Climate Change Action Plan を作成する必要があり、活用はまだ進んで
いない。
 CCC により各 LGU が PSF 資金へアクセス出来るようにキャパシティビルディングを目的としたセミ
ナーが各地で開催されており、調査団もビコール地方で開催されたセミナー@レガスピに参加した。
 各 LGU には Climate Change Action Plan 作成を担う担当者が配置されているが、主には NDRRM の
担当との兼務となっている模様。独自で Climate Change Action Plan を作成するのは困難である
為、資金にアクセスしたくとも活用出来ていないという現状をヒアリングした。

図 23. PSF セミナー@レガスピ
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フィリピン大学（University of Philippines）
 フィリピン大学の NOAH（Nationwide Operational Assessment of Hazards）プロジェクトからは
同機関が既に 8 地域の大学と協力しながら、450 の LGU に対して助言を行ない、Climate Change
Commission と協力しながら、各 LGU の Local Climate Change Action Plan の作成に関与している
との状況をヒアリングした。
 元々は科学技術省（Department of Science and Technology：DOST）下の研究プロジェクトとして、
PAGASA の気象予測等を分かりやすく伝える技術を開発する目的で同機関は資金提供を受けていた
が、今は DOST を離れて、フィリピン大学 Resilience Institute の下に属する機関として過去の
災害情報から得られたハザードマップを基に自治体の計画策定へ関与している。
 毎年 2 億ペソ（約 4.4 億円）の予算配分を政府から受けており、各 LGU が PSF 資金にアクセス出来
るように Local Climate Change Action Plan の作成に向けた支援を行っている。
(2) 電力・通信インフラ強靭化への取組み
国家災害リスク軽減管理評議会(NDRRMC)
 台風や地震災害が発生した場合、Immediate Response チームがまず現地に派遣される。台風襲来
時には電力と通信が遮断される場合がほとんどである為、可搬式発電機（ディーゼル）と衛星通信
セットを持参する。
 災害発生時には被災状況を素早く分析し、本部に伝える Rapid Damage Assessment and Needs
Analysis というプロトコルが整備されている。
 分析した情報を伝えるためのインターネット通信が必要。災害時の通信手段は電話及びテキストメ
ッセージに限られており、インターネット通信への改善が必要と認識している。
 電力の復旧については各地域の配電会社が対応する。配電会社は独立した企業であるため、復旧が
遅れる場合が多々ある。
内務自治省(Department of Internal Local Government)
 災害発生前には、
DILG から全国 81 の地方オフィスに向けてインターネット通信で情報を発信する。
PNP(フィリピン国家警察)を通じて全国の警察にも通達される。
 PAGASA や NDRRMC から予報は発信されるが、同時に短時間で防災情報を届ける手段がテキストメッ
セージのみ。テキストで情報を送れるが、最低限のデータに限られている。
 台風被災後には①道路の被害状況（地滑りや橋の崩壊）、②電力供給の有無、③食糧の過不足とい
った情報が正確に知りたい。今はテキストベースでのやり取りであるが、被災地の写真や動画が見
られれば考えうる援助の選択肢が増える。
 台風ヨランダ以降に全国の自治体向けに 20 台以上の衛星電話を配布したが、ほとんどが使われず
にいる。100 円/分と非常に高額であることに加えて、通信料は自治体持ち、しかもサービスを提
供するのがインドネシアの会社であり、通信料の支払いはインドネシアへの国際送金であり、非常
に煩雑なシステムであった。
 地方での災害通信には 2014 年に導入された HF ラジオでも行われるが、システム制約上、近隣自治
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体にしか連絡できない。
 災害が発生した場合、まず First Correspondent と呼ばれる第一陣が被害状況の収集に向かう。彼
らは通信用アンテナを持参し通信網を確保するが、通信容量に限りがあり、政府機関しか利用でき
ない。一般市民には開放しない。
 Republic Act “Free Mobile Disaster Alerts Act”において、通信事業者に対して無料で台風襲
来地域のユーザーに対して災害情報を届けるように求めているが、伝える情報の内容と不十分であ
るのと住民の知識不足により有効な避難には結び付いていない。
フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)
 風速・風向、気温や湿度、気圧、降水等のベーシックな気象要素を観測している。
 観測した情報はデータシートに纏めた上で、携帯の SMS で毎日地域の管区気象台に送信する。
 観測データの読み取りは 3 時間に 1 度。
 DOST(科学技術相)も STII (Science Technology Information Institute)という独自の発信チャネ
ルを持っており、そこからも情報を出している。
 テレビラジオを通じた情報発信は上の世代向け、若者へは HP, Facebook, Twitter などで発信を行
う。
 各観測所や自動観測装置(AWS)から収集する情報は携帯の SMS ベースであるので、忘失や遅延が多
発する。
 PAGASA 近代化計画(2016-2018)が自国予算で進行中だが、防災・気象情報における制度とわかりや
すさの向上は進んでいない。近代化計画には 10 億 PFP(22 億円)程度の予算がある。
5.1.2 フィリピン国気象防災情報の整備の現状
フィリピンは 1 年を通して災害に見舞われる。その被害を抑える為に様々な取り組みがなされている
が、その一つとして 2010 年 5 月に制定された「災害リスク軽減・管理法(Philippines Disaster risk
Reduction and Management Act of 2010)」(以下、DRRM 法)がある。DRRM 法では、災害管理の最高意思
決定機関を国家災害リスク軽減管理評議会(National Disaster Risk Reduction and Management Council:
NDRRMC)へと再編し、その活動の方向性が 2011 年の国家防災フレームワークにて決定された。また DRRM
法の成果を 2028 年までに達成することを明記した国家災害リスク削減・管理計画が 2012 年に策定され、
DRRM 活動は非常に活発となっている30。特に、DRRM 活動の優先事項の一つとして、LGU の能力の強化が挙
げられている。
しかしながら実際の気象災害に目を向けると、LGU の災害対策能力はあまり改善していない。
気象情報に関しては、PAGASA が 24 時間体制で観測、予報、情報提供を行い、気象防災の中核を担ってい
る。組織図を図 24 に示す。特に近年は災害による被害を軽減するために PAGASA と防災関係機関の連携
強化が強く勧められている。

30

JICA「フィリピン国災害リスク削減・管理能力向上プロジェクト最終報告書」
、2017 年 3 月
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図 24. PAGASA 組織構成図31
防災情報は図 24 に示したように、24 時間体制で PAGASA から下部組織に伝えられていくものの、情報
伝達に関しては問題が残る。インターネット通信の遅れているフィリピンでは、主に SMS での情報伝達
を行うが、忘失や遅延が多く見られるため、重要な情報の際にはインターネット・メール及び FAX での
送信も併用されている。
しかしながらインターネット・メールを下流配信する際には分轄作業が必要になるため、一般的には
SMS を下流配信するような慣例がある。このように伝達される情報は市/町レベルまでは内容が保たれる
が、村・地区レベルへの伝達内容は気象情報ではなく、避難準備等の内容が主になり、SMS の利用が多い。
またより緊急を要する場合には電話の連絡も行われるが、下流への伝達は迅速性を欠いたものであるこ
とに変わりはない。
このような情報伝達の他にも、内務自治省（DILG）の管理者情報共有、ラジオ・テレビ等、複数の伝
達ルートも存在している。また 2016 年には JICA 技術協力プロジェクト「気象観測・予報・警報能力向
31

PAGASA 資料を基に調査団作成
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上プロジェクト（通称 J-POW）」により促進された携帯電話・スマートフォンのサービスが開始されたが、
現地の通信状況に適さず普及は進んでいない。
5.2

ファイナンス手法の検討

ファイナンスに関して、国際的な金融機関・基金がフィリピンにおいて取り組む適応プロジェクト、特
に再生可能エネルギープロジェクトの調査を行った。結果を
表 4 に示す。
表 4. 国際機関の適応プロジェクト32
機関名

実績

Global Environment Facility (GEF)

Sustainable Energy Finance Program 等

Asian Development Bank (ADB)

150-Megawatt Burgos Wind Farm Project 等

Climate Investment Fund

Sustainable Energy Finance Program 等

Green Climate Fund

特になし

Climate Technology Centre and Network

特になし

UNFCCC

特になし

United Nations Development Programme (UNDP)

特になし

特に GEF の適応に関するプロジェクトが一番多く、ADB も大型の風力発電施設のプロジェクトに参加し
ていたことがわかった。しかしながら結果としては適応関連、かつ再生可能エネルギー関連のプロジェ
クトとなると、資金提供をしている機関は非常に少ないことが確認された。
前述した通り、フィリピン政府は共和国法（Republic Act）10174 において People’s Survival
Fund(PSF)という気候変動適応対策に特化した基金を設立させた。同基金は自治体や地域コミュニティを
対象としている。フィリピン国財務省（Department of Finance）が基金の管理をしており、前述した CCC
や DILG、国家経済開発庁（National Economic and Development Authority）等が基金拠出先を決める委
員会を構成している。しかしながら、前述した通り、基金へのアクセスは Local Climate Change Action
Plan を作成した自治体に限られており、活用は進んでいないのが現状である。
今後は、国際的な基金や PSF は民間資金との協調ファイナンスも目指しており、民間資金では補えな
いプロジェクトの一部を公的資金により補填する様な役割も期待できる。
5.3

製品・技術現地適合性確認・分析、事業評価手法の構築

同国政府機関や、地方自治体とのミーティングを行い、製品紹介、風況データ収集、製品へのニーズ
合致確認等を行った。今回訪問した地域は以下図 25 に示した地域であり、台風災害の発生リスクが高い
とされている地域を選んだ。気象条件としては太平洋（東）側からの風が比較的長期間で吹く為、同国
東海岸沿いが風車設置にも適していると言える。一方で、以下図 が示す様に 220km/時（約 62m/秒）以
上の風速が発生する地域、つまり台風による強風が起こる確率が高い地域も東海岸沿いである為、既存

32

調査団作成
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の風力発電機を設置することが難しいと考えられる。実際に現在同国内で稼働・計画されている風力発
電サイトを図 27 の様に並べてみると中央部もしくは西側が多いことが分かる。

第⼀回調査

第⼆回調査

2.Batanes

4.Rapu-Rapu

1.Catanduanes

3.Limasawa

図 25. 今回の調査対象地域と台風災害リスクマップ33

33

Manila Observatory “RISK TO TYPHOONS”

を元に調査団作成
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確率年＝100年
（100年に⼀度出現）

確率年＝50年
（50年に⼀度出現）

図 26. フィリピンにおける強風災害マップ34

Bangui Bay Wind
Power Project
51 MW

Mahato, Bangui Wind Farm
150kW remains broken
Caparispisan Wind
Power Project
81 MW

Ilocos Norte
(12)
Burgos I,
II
150 MW

Cagayan (5)
Pililla Wind Power
Project
54 MW

Pangasinan
(3)
Zambales&Bataan
(3)
Nabas Wind
Power Project
36 MW

● 稼働中
● 計画中
● 稼働停⽌中

San Lorenzo
Wind Power
Project 54 MW

図 27. フィリピンにおける風力発電マップ35

34

PAGASA, “Regional Severe Wind Hazard Maps”,
https://www1.pagasa.dost.gov.ph/index.php/2-uncategorised/3732-regional-severe-wind-hazard-maps
35
調査団作成
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マグナス式風力発電機は、既存風力発電機では補えない過酷な風環境下での普及をまずは目指してい
るものであり、同国の東側を中心に調査を行うことは競争優位性を最大限に発揮する為にも有効と考え
ている。訪問した地域、島の基礎情報、風況、アクセスなどを考慮した設置可能性を以下に述べる。



Catanduanes 島
Catanduanes 島では通信環境が良くないため、衛星通信基地局の需要は高いと考えられる。また、

Catanduanes 島から 3km ほど離れた小島の Palumbanes 島においても調査したところ、ディーゼル発電に
頼る発電状況に加え、電力供給が 8 時間と短いことが判明し、再生可能エネルギーへの需要があると考
えられる。島内に携帯基地局がないため、衛星通信の導入の需要も高い。Catanduanes 島においては、該
当自治体が避難所を整備している事例が少なかった為、災害時に電力と通信を供給する先を特定し、先
方と合意する必要がある。Palumbanes 島には避難施設が整備されていた。
表 5. Catanduanes 島基礎情報36
人口

約 26 万人(本島)、約 3000 人(Palumbanes 島)

発電状況

供給：14.6MW.需要：10MW.ディーゼル 4 箇所、水力 3 箇所 （本島）
供給：22kW.需要：22kW.ディーゼルのみ(発電コスト：23.5 ペソ/kWh) (Palumbanes 島)

電化状況

稼働時間:24 時間/日(本島)
稼働時間:8 時間/日 (Palumbanes 島)

台風被害状況

1 年を通して到来。最大瞬間風速 250〜300km/時（約 70〜80m/秒）。台風後 5 日〜1 ヶ
月程度の停電が発生する事態が頻繁に起こる。

電波状況

中心部でも 3G が繋がりにくい。郊外ではより繋がらない。災害用に 11 の町に衛星電話
配備。(本島)
島内に携帯基地局なく、ほとんど電波なし(Palumbanes 島)

風車設置サイト候補地として、以下の場所にて風況や設置のためのアクセスを調査した。
表 6. Catanduanes 島サイト候補地情報37
条

PAGASA

件

Virac レーダーサイト

風
況

36
37

KAYANDIT WRANCH Guinsaa

8～10m/秒
9〜4 月までは強い南東風、

10〜15m/秒

5〜8 月は弱い南西風

調査団作成
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Palumbanes 島

5〜7m/秒
強風が常に吹くわけではない

土
地

地方自治体と PAGASA の許可

政府所有地のため、政府許可

利

が必要。

のみで使用可能。

舗装された幹線道路に面し

山道を 30 分以上。機材輸送を

ており、工事機材や物資の搬

行うには道路建設の必要もあ

入にも問題ない。

り、アクセス性は懸念あり。

地方自治体の許可が必要。

用
ア
ク
セ
ス

中心島から 1 時間程度離れた小
島。輸送時と大型重機の搬入がネ
ック。アクセス性には懸念が多
い。

日本政府支援で建設された
そ
の
他

施設であり、相乗効果が期待
できる。PAGASA 職員が常駐。
レーダーデータのやり取り
があるので、衛星通信のニー

観光地であるため、政府や地
方自治体の許可を得る必要が
ある。

観光地であるため、政府や地方自
治体の許可を得る必要がある。

ズもある。

現
地
写
真

風況や設置に要するインフラなどを考慮に入れると、PAGASA Virac レーダーサイトが当該地域におい
て最も導入可能性が高い設置サイトと結論付けた。


Batanes 島
Batanes 州はルソン島から遠く離れた離島という立地条件から脱ディーゼル発電、再エネ導入を目指

している。再エネ率を 30%まで引き上げるのを目標にしており、その一環で 2005 年に可倒式風力発電を
導入したものの、台風等の影響により故障して以来、稼働していない。現在、太陽光設置の計画が進ん
でいるが、風況が良好である為、風力の導入可能性も高いと考えられる。また、2016 年に襲来した台風
の影響により携帯の基地局が壊れ、データ通信が不通の状況にある為、衛星通信に対する需要は高いと
考えられる。今後は観光客が年間 3 万人以上に増加するとも予測されており、島のインフラ整備は喫緊
の課題となっている。
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表 7. Batanes 島基礎情報38
人口

約 17,000 人

発電状況

供給：2.1MW. 需要：1.6MW.
可倒式風力発電(180kW)を 2005 年に稼働開始も、3 年で故障し以降停止中。

電化状況

稼働時間:24 時間/日(ただし、毎日 3 回以上は停電)

台風被害状況

台風襲来時は最大瞬間風速が 300km/時（約 80m/秒）。台風でレーダードームが倒壊。ま
た、台風時は発電が止まり、離島へはディーゼル燃料も供給できない。

電波状況

昨年の台風の影響で携帯基地局が壊れ、以来インターネットアクセス（3G / 4G）は島全
体でなし。衛星回線を使用して、通信環境を維持している企業もあり。非常時の衛星通
信以外にも通常時にインターネット通信への需要が高い。

風車設置サイト候補地として、以下の場所にて風況や設置のためのアクセスを調査した。
表 8. Batanes 島サイト候補地情報39
条
件
風
況
土

Mahato 風力発電所

Basco 周辺 1

Basco 周辺 2

Rolling Hills

Light House:Naidi Hills

5〜6m/秒
2 月が最も強く、4〜6 月が弱い。 常時 10〜13m/秒

8〜10m/秒

高台にあり風況は良い
国家電力公社（National Power

所有者は自治体。山間にあり、 所有者は自治体と中央省庁。

Corporation、以下 NPC）が管理

設置に適する平坦な土地が少

平坦な場所が多い。観光地で

している。

ない。

あり、景観に配慮が必要。

ク

15m 以上のプロペラ翼を搬入し

中心部から車で 20 分程度。舗

市街地から車で 5 分。道路の

セ

た実績がある。

装された道はある。

整備も良い。

送電線がない為、市街地への

市街地から近く、送電しやす

電力供給には新たに送電網を

い。観光名所の灯台と、旧米

整備する必要あり。

軍の通信基地建物あり。

地
利
用
ア

ス
そ
の
他

38
39

風況データや系統連携用の電線
も既に整備されている。
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調査団作成

Ⅳ－35

現
地
写
真

風況や導入の際のアクセス性、送電のためのインフラを考えると、Mahato 風力発電所と Light House :
Naidi Hills が最も導入可能性が高い場所であると考えられる。しかしながら、Batanes 島は保護地域に
指定されてあり、設置にあたっては中央省庁への許可申請が必要になる可能性が高い。


Limasawa 島
Limasawa 島では停電が頻発しており、電力供給の安定化に対する需要は高いと考えられる。また、イ

ンターネットアクセスに関しては、携帯電波がそもそも届かない地域が多く、また電波があったとして
も回線が遅いので、衛星通信の需要も見込まれる。被災時は最大で二週間島が孤立することもあり、物
資や燃料が届かないことも頻繁に起こった。
同島の年間予算は 3,800 万ペソ (約 8,360 万円)。そのうち、
60%は職員の給料、20%がインフラへの投資、5%が災害対策用に使われているとのことであった。
表 9. Limasawa 島基礎情報40
人口

6,300 人

発電状況

供給：520kW. 需要：213kW. ディーゼル発電機：4 台、更に 2 台を追加で導入予定。

電化状況

稼働時間:24 時間/日 (去年まで 18 時間/日)。停電は頻発。住民の電力使用量は少ない

台風被害状況

1984 年に最大規模の台風（最大瞬間風速 250km/時）が襲来。2014 年の台風では最大風
速 60〜100km/時。台風ルートは北側にずれつつある。台風ヨランダにより 2 週間以上の
停電、電波の不通が起きた。

電波状況

港では 4G 回線が繋がる。島で唯一のホテルでは Wi-Fi に接続が可能。一方で、自治体オ
フィスにはインターネットがなく、PC によるネットアクセスができない。台風時には 2
週間ほど携帯が不通となる場合もある。

風車設置サイト候補地として、以下の場所にて風況や設置のためのアクセスを調査した。

40
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表 10. Limasawa 島サイト候補地41
条

北緯 9°57’53”

北緯 9°54’36”

件

東経 125°3’41”

東経 125°4’22”

4〜5m/秒

1〜2m/秒

地

大部分は自治体所有であるが、

樹木が生い茂っていないフラッ

利

一部が私有地

トな土地

風
況

最高地点（座標不明）

3〜4m/秒

土
フラットな場所あり

用
ア

市街地から離れているが、給水

ク

ポンプがあるため、送電線が整

セ

備済み。道路も舗装はないが、

ス

幅は広い。

そ

給水ポンプが近くにあり、系統

送電線がない為、市街地への電力

2018 年から道路整備が行われる

の

と太陽光パネルにて電力が供

供給には新たに送電網を整備す

予定であり、アクセス性の向上が

他

給されている。

る必要。

期待できる。

アクセス道路も送電線も近隣に
ないが、携帯基地局は視認できる
距離にあり。

送電線も近くになく、インフラ整
備が必要。一番近隣のアクセス道
路からは徒歩で 30 分以上かか
る。

現
地
写
真

風況調査の結果、この時期はどの場所も十分な発電量が得られるほど風が吹かないことが判明した。
風車の導入可能性が高いのは 1 番目の給水ポンプに近いサイトであるので、引き続き風況データの取得
を目指す。


Rapu-Rapu 島
Rapu-Rapu 島は、今回訪問した島の中でも唯一電力供給が 16 時間と短い。更に、島内のインターネッ

ト環境は脆弱で中心部でも電波が通じない場所が散見されるだけでなく、中心部の反対側では全く電波
が通じない。通信事業者に電波状況の改善を自治体から要請しているが、実現していない。台風到来時
は島外の通信に頼ることになるので、衛星通信への需要は非常に高いと考えられる。

41
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表 11. Rapu-Rapu 島基礎情報42
人口

約 9,000 人

発電状況

供給：約 1,340kW、需要：475kW、ディーゼル発電機：6 台、更に 500kW を１台導入予定。

電化状況

稼働時間:16 時間/日 (8 時〜24 時). 昨年までは 12 時間、来年からは 24 時間稼働に移
行する。24 時間にしないのは夜間の電力需要がないから。

台風被害状況

台風襲来は 9〜12 月に多い。南西部は台風時に高潮の被害が多い。2005 年には 24 人が
台風で死亡。2016 年 12 月の台風(NINA）では島北岸が約 3 か月間停電した。4m の高潮も
観測された。

電波状況

中心地では３G によるインターネット接続が利用できる。島東端でも 3G が提供されるが
インターネット接続はなし。島北岸はエリア外（干潮時のみ隣島のスピルオーバーが拾
える場合があるとのこと）。台風被害により島内の通信サービスが不通となった際は、
役場から 500m ほど離れた埠頭の先まで行き対岸からのスピルオーバーを捉え島外と通
信するとのこと。役場において安定した通信を確保することは喫緊のニーズ(助役の話)。

風車設置サイト候補地として、以下の場所にて風況や設置のためのアクセスを調査した。
表 12. Rapu-Rapu 島サイト候補地43
条
件
風
況
土
地
利
用

南東部鉱山跡地

北西部突端

常時 4～5m/秒

2〜3m/秒

私有地。鉄系鉱山であったが、土壌・海洋汚染が
問題となり、2013 年より稼働停止中。現在の所
有者は韓国 LG

不明。船が接岸できない村へのアクセス道路沿
いにあり

ア

湾内の設備はコンクリートで舗装されており、大

太平洋側に面しており、波が非常に高い。輸送

ク

型のバージ船などが接岸できる港湾施設あり。山

する時間帯を選ぶ必要があり。直接輸送船が着

セ

の中腹まで鉱山使用時のアクセス道路が整備さ

岸できそうな所はほぼ無く、インフラ整備や輸

ス

れている。

送方法を考える必要あり。

系統連携用の電線も既に整備されており、発電設

高台には木々は少なく、草原に近い状況であっ

備もある。

た。電線は 2014 年に新設されたばかり。

そ
の
他

42
43
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現
地
写
真

以上の調査から、アクセスや送電線といった必要インフラを考慮すると、一番目のサイトである鉱山
跡地は比較的導入可能性が高いと考えられる。
上記の調査結果より、本報告書では Catanduanes 島及び Batanes 島は導入可能性が最も高い地域と結
論付けられる。プロジェクト実施に向けては、サイトの利用許可や建設に向けての申請が必要となるだ
けでなく、各島の現状やビジネス展開の可能性につき今後はより詳細に調査を行う必要があると考えら
れる。適応プロジェクトとして、今後は対象地域を絞った調査を行いたい。
5.4

市場調査・分析

フィリピンでは、National Renewable Energy Plan 2012-2030 において 2030 年までに再生可能エネ
ルギーを 1,548MW 追加導入することを目標に掲げている。その中でも風力発電は 38%（593MW）で最も割
合が高い。米国 National Renewable Energy Laboratory（NREL）により、風力発電のポテンシャルは 77GW
と示されており、これは中国の風力発電ポテンシャルである 75GW に匹敵すると言われている。この様に
風力エネルギーが豊富に存在する市場として、風力発電導入に向けた今後の動きが加速していくと考え
られるが、前述している通り風況の良い東側では台風の襲来リスクが高い為、既存風力発電が故障する
リスクが高くなる。その様な環境にある同国市場においては、マグナス式風力発電に対する需要が高ま
ることが期待される。今回の適応プロジェクトで導入する出力 10kW 機の小型風車に関しては、大規模な
ウィンドファームではなく、表 13 に示す 4 つのセグメントを顧客対象としている。セグメントにより抱
える課題や購買力が違う為、異なる戦略を立案している。
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図 28. 風力発電ポテンシャルマップ44
表 13. 顧客セグメント別の市場分析45
セグメント

産業用の非常時電源

携帯基地局

顧客

工業団地、工場

通信会社

年 4〜5 回の台風襲

送電網がない地域で

顧客の

来時に 3〜4 時間の

基地局の電源として

課題

停電が発生し、事業

ディーゼル発電を使

継続できない

い、高コスト

災害時停電時の事業
購入
メリット

継続、早期復旧
平常時コスト削減、
環境価値の創出

市場規模

44

46

920 基

公共事業用の独立電源

遠隔地での電力供給

現地政府・地方自治体、

遠隔地域の住民

国際機関等の支援
台風襲来時に電力供給
が停止し、被害の拡大、
復興の長期化

送電線が整備され
ず、電力が供給され
ない。電化遅れによ
る格差、機会損出

災害時燃料供給が途

災害時被害・避難情報

災害時災害の情報収

絶えても基地局が使

の伝達、避難時の電力

集、避難・被災情報

用可能

供給、早期復興

の伝達、早期復興

平常時コスト削減、

平常時ディーゼル発電

平常時電化による生

電波改善

の使用量削減

活水準向上、

不明

47

39,920 基

48,076 基48

National Renewable Energy Laboratory “Wind Energy Resource Atlas of the Philippines 2000”

45

調査団作成
46
対象国には 108 の工業団地があり、台風が通過する地域にその約 85%が集中している。各団地で 10 基導入するとすれば、約 920 基売上
138 億円の販売が見込める。
47
対象国内で台風災害に最も脆弱な自治体トップ 20 の住民が 1,996 万人、非常時の電源として 500 人に対して 1 基導入するとした場合、
39,920 基売上 5,988 億円の販売が見込める。
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金額

(138 億円)

市場の

高

成長性

経済成長の高さと外

理由

資産業誘致に積極的

5.5

（数千億円規模）

(5,988 億円)

7,211 億円

高

高

高

携帯普及率の上昇と

インフラ整備の最優先

2017 年までに 100 万

共に基地局増加、コ

課題、台風数と規模は

世帯を電化する目標

スト削減意欲高

年々深刻化

を掲げるが未達成

パートナー調査・分析

National Power Corporation（NPC）


NPC とフィリピンの実証事業に向けた候補サイト調査を行う協力協定書へ署名。



発電コストが 6.5〜7 ペソ/kWh を実現出来るならば、今すぐにでも購入したいという意向を確認し
たので、これを現地での普及を図るためのターゲット価格として検討していく。

Aboitiz Power Corporation


同社は同国でも最大規模の発電事業者であり、
2017 年中に保有発電容量は 4,000MW に達する見込み。



近年は再生可能エネルギー開発と電力取引、小売事業を強化しており、未着手ではあるが風力にも
興味がある。



同社いわく、電源開発としては最低 100kW が望ましい。



一方で、停電時の損害を含むため各発電所のバックアップ電源として 10kW は使える可能性はある。

48
対象国の未電化世帯数 250 万人(JICA 地方電化プロジェクト報告書より)、1 基で 52 世帯の電化が可能であるとすると、約 48,076 基売
上 7,211 億円の販売が見込める。
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6

評価指標（インプット、アウトプット、アウトカム等）

本事業を行うにあたり、我々は表 14 に示すような評価指標を設定した。本事業の目的は、地域の防災・
復興拠点をマグナス風車・衛星通信が中心となって作られることである。この効果をはかるための評価
指標として、インプット、アウトプット、アウトカムの三段階の指標をそれぞれ 3〜6 項目について設定
した。
まずインプット指標について、「災害時の安定的な電力供給」「災害時の衛星通信の提供」、「気象
センサーによる情報収集、分析」を設定した。これはマグナス風車の特性や、災害時の通信インフラの
現状を踏まえたものである。特にここのインプット自体での役割も大きいが、インプット同士が連携す
ることにより、より災害に強いインフラシステムの構築を図ることを目的としている。
次に、アウトプット指標として、災害発生前の対処としての「早期避難情報の発信」、「被害予測」、
発生中の対処としての、「医療電気機器の使用」、「避難情報の伝達」、「被災状況」、「安否の発信」、
災害発生後の対処としての「復興時の電力供給」を設定した。災害を 3 つのフェーズに分けた時にそれ
ぞれ現在のフィリピンに不足していると考えられる機能が、当事業のインプットによって補われる形を
想定している。
最後にアウトカム指標として、「災害情報インフラの構築」、「インフラ強靭化」、「災害リスクの
軽減」、「人間の安全保障」といった指標を全体像として設定した。各論的には、災害発生前に対応す
る「早期警報システムの構築」を実際のシステム構築の完成を目標として判断基準とし、災害時のアウ
トカムとして「被災による死亡者の減少」を置き、実際医療機器や避難情報の伝達が人命救助にどのく
らい影響するかを指標とする、また被災したのち、従来と比べてどれだけ早く復興したかという「早期
の災害復興」も設定し、災害時だけでなく災害後も強いシステムであることを確認していく。
こうした指標を通じて、マグナス風車と衛星通信による現地の災害への耐性向上への貢献度を測定し
ていく。
表 14. 評価指標49
イ ンプッ ト
災害時の安定
的な電⼒供給

評価指標

災害時の衛星
通信提供

気象センサー
による情報収
集、分析
NFSCC:国家気候変動枠組戦略

49

ア ウト プ ッ ト

ア ウト カ ム

現地政府の関連指標

電灯、空調、浄⽔器等 被災による死亡者数減少、イ
の避難時に必要な電気 ンフラ強靭化、⼈間の安全保
製品や医療機器が使⽤ 障、災害リスクの軽減
可能

NFSCC, NCCAP,
NDRRM

復興時の電⼒供給、緊 早期の災害復興、⼈間の安全
急援助の受け⼊れ
保障

NCCAP, NDRRM

避難情報の伝達

被災による死亡者数減少、⼈
間の安全保障、災害情報イン
フラ構築

NFSCC, NCCAP,
NDRRM

被災状況、安否情報の インフラ強靭化、⼈間の安全
発信
保障、災害情報インフラ構築

NFSCC, NCCAP,
NDRRM

早期避難情報の発信

早期警報システム構築、災害
リスクの軽減

NCCAP, NDRRM

被害予測、危険地域の 災害情報インフラ構築、災害
特定
リスクの軽減

NCCAP, NDRRM

NCCAP:国家気候変動⾏動計画

NDRRM:国家防災計画

調査団作成
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7

成果

本事業における成果の一つとして、ビジネスモデルの見通しがついたことが一つ挙げられる。台風被
害の大きい同国において、1. 台風時にも継続して発電可能なマグナス風車により台風襲来時から復興ま
で必要な電力を供給し続ける事で、災害発生時でも必要な情報や医療サービスへのアクセスを確保し、
また 2. 避難施設にはスカパーJSAT の衛星通信アンテナを設置することで、携帯通信塔が使えなくなっ
た場合にも衛星通信により外部との通信手段を確保する、二点を通じたビジネスモデルで、現地のニー
ズに合った強靭なインフラを構築できる可能性が高いことが判明した。具体的なビジネスモデルは図 29
のような形を想定している。
平常時には、現地で不足している電気と安定したインターネット通信へのアクセスを提供し、その利
用料金を取ることで利益を得る。この事業を通じて、現地住民の生活を改善するのみならず、安定した
通信インフラの提供による新たなビジネス機会の創出も可能となる。一方で、災害時には、現地政府か
らの被災情報などをもとに、住民に対して災害情報や事前警報などを届けることで、被害の縮小を図る。
また、災害後は、電気や通信設備の整った本事業サイトをハブとして復興支援を行うことを想定してい
る。

図 29. 本事業のビジネスモデル案50

50

調査団作成
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8
8.1

今後の事業の見通し
今後の事業展開のタイムステップ

今後の事業展望としてとして、図 30 に示すようなスケジュールでの展開を計画している。
2017 年：本適応ビジネスのマーケット規模・販売先の特定及び販売体制構築を行った。
2018 年：10kW 試験機を国内に 1 台設置し、稼働データの収集と量産機設計を完了させる。フィリピン
でも試験機の設置を開始し、台風時の稼働状況や発電量のモニタリングを行い、マグナス風
車の有効性を検証する。
2019 年：10kW マグナス風車の量産機販売開始。フィリピンでの現地販売会社の設立。
2020 年：フィリピン国内にて 100 台を販売する。現地生産体制を確立し、現地製造による価格低減を
図る。

図 30. 事業計画51
8.2 事業の他国への展開可能性
世界には、同国を除いても、強風地域のため故障リスクが高く風力発電がハッチできない地域が多
く存在する。現在我々は、台風災害の多い地域から実際に引き合いを多数受けており、表 15 に示す
国・地域を、今後の展開における重要市場と位置付けている。

51

調査団作成
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表 15. 今後の事業展開における重要市場52
国・地域
大洋州

理由

現状

パラオ、サイパン、パプアニューギ

米国のエネルギー系商社より、大洋州

ニア等は台風災害に見舞われる地域

地域での製品販売の打診あり。展開計

であり、尚且つ電力網も脆弱である。 画につき協議中。
バングラデシュ

比国同様に台風被害が頻発。災害に

在バングラ日本名誉総領事より、同国

対する脆弱性が最も高い国の一つ、

での設置に関する検討依頼あり。サイ

電化率も 62%と低い。

ト提供の申し出もあり。

比国同様に台風被害が頻発。災害に
ミャンマー

対する脆弱性が最も高い国の一つで
ある。

8.3

以前、運輸大臣より、衛星を使った防
災ソリューションの提案要請あり。現
在、気象レーダーデータ集信用に、ス
カパーJSAT の衛星が利用されている。

今後の課題

8.3.1 送電線の安定性に関するリスク
本事業では、台風でも発電できるチャレナジーのマグナス風車と気象情報を発信する際の通信を担
うスカパーJSAT の衛星通信アンテナにより、災害に強いインフラの開発を目指している。このような
仕組みは、避難所等の施設が発電機の近くにある、もしくは送電線に異常がなく、電力が正常に供給
されることを前提に検討している。一方フィリピンでは、台風襲来時に強風により送電線が断線する
ケースも考えられる為、避難所から離れた場所に風車を設置する場合には何らかの対策が必要となる。
そこで、今後の課題として、発電機設置場所から避難施設等までの送電の確保、具体的には図 31 に
示す送電線の地中化を検討する。

図 31. 地中送電線を用いた本事業のイメージ53
52
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無電柱化は現在、景観保護や防災の目的で取り入れられており、フィリピン国内においても実例が見
られる54。電線の地中化にかかる費用は、設置サイトから避難所までの距離を 5km、距離あたりの費用が
The Visayan Electric Company(VECO)のプロジェクトにかかる費用と同等の約 6000 万ペソ/km55だと仮定
して、3 億ペソ(約 6.6 億円)かかる計算となる。離島や山間部の遠隔地において送電線を地中化する費用
を民間資金で供給するのは
そこで、Green Climate Fund(GCF)を活用した無電柱化事業を提案したいと考えている。GCF は主に、
低炭素かつ気候変動リスクに強靭な持続可能な開発に向け、パラダイム・シフトを促すポテンシャルが
高いプロジェクト／プログラムに投資をしており、無電柱化事業は 1.台風の電力供給への被害を抑えら
れる点、2.本事業との組み合わせによる地中化電線は災害時の避難や災害後の復興にも大きく貢献でき
る点、で活用できる可能性が高いと考えている。より質の高いインフラ強靭化
8.3.2 現地生産、販売、アフターサービスにおける課題
本事業で提案されているマグナス風車は、日本国内に拠点を置くチャレナジーの製品であり、製造、
販売、アフターサービス等に関するリソースも当面は日本に集中することが予測される。しかし、今後
フィリピンを含め、本事業のアイディアを他国にて推進するには、現地における生産・販売体制の確保
や、アフターサービスの拠点が必要となる。本事業では、将来的なパートナー候補として現地電力会社
や現地政府とのミーティングを行なったが、今後も引き続きパートナー選定もしくは現地事務所の設置
などを検討し、海外事業展開に必要な足場を用意する必要がある。

53

調査団作成
Manila Bulletin, “Underground electric cable project approved”,
https://news.mb.com.ph/2017/01/31/underground-electric-cable-project-approved/ (2018 年 2 月 9 日)
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Aboitiz, “VECO begins next phase of underground cabling project”,
http://aboitizeyes.aboitiz.com/veco-begins-next-phase-underground-cabling-project/ (2018 年 2 月 9 月)
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1.

本事業の目的

(1) 背景
サンフォードは、サンラリーグループに属するアパレル企業である。サンラリーグループは社是とし
て、
「製品づくりの協力目標」として「消費者の立場になって価値ある商品を作りましょう」、
「社会への
協力目標」として「ファッションビジネスを通して社会に貢献しましょう」等の 4 つの協力目標を掲げ
ている。こうした協力目標の下、サンフォードは、サンラリーグループのティーンズ部門を担う中核企
業として、イオンやファッションセンターしまむらといった大手アパレル関連流通企業を通じて衣料品
を提供しており、日本全国に広がる流通網を活用した SDGs への貢献に取り組んでいる。
近年、アパレル産業においては、消費者が手に取りやすい価格で販売するだけでは十分ではなく、付
加価値を提供することが必要となってきている。例えば、ストーリー性を持った製品、安全性・透明性
が担保された製品に対するニーズが高まっている。ピープルツリーのような衣服のストーリー性を重視
したエシカルファッションブランドはもちろんのこと、ユナイテッドアローズや良品計画のような品質
やデザイン面からのこだわりを重視するファッションブランド、更にはイオンやファッションセンター
しまむらのような従来価格重視で製品を提供してきた流通企業までもが、ストーリー性を持った製品、
安全性・透明性が担保された製品を取り扱うことで、消費者のニーズに対応するようになってきている。
こうした状況を踏まえ、現在、サンフォードでは「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、特にそのなかでも「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。具体的には、化学肥料・農薬を用いない素材を原材料とした衣料
品を開発・生産し、生産プロセスを透明化することで、安全な製品を提供し、製品の購入を通じて多く
の消費者が気候変動適応課題の解決に携わっていける機会を設ける事業を戦略的成長事業と位置付けて
いる。

図表 1：サンラリーグループの中期計画における適応対策の位置づけ
サンラリーグループ社是

製品づくりの
協力目標

社会への協
力目標

・・・・・

サンフォード中期計画
戦略
テーマ

重点
領域

ファッションビジネスを通じたSDGsへの貢献

消費者の
健康促進

気候変動
適応対策

・・・・・

調査団作成
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図表 2：サンフォードのウェブサイトにおける SDGs に関する記載

(2) 本事業の目的
こうした状況下において、当コンソーシアムが提案する適応ビジネスでは、植林による洪水対策と農
業生産性の向上の両立に重点を当て、課題解決に取り組む。具体的には、NAPA の優先プロジェクトであ
る「Vegetation Planting for Flood and Windstorm Protection」を対応課題として設定し、事業を通じた課題解
決を推進する。
また、SDGs においては、気候変動に関する目標 13 に加え、貧困解決という観点で目標１、持続可能な
農業の推進という観点で目標 2、持続可能な森林の経営という観点で目標 15 に貢献すると考えられる。

2.

課題
当コンソーシアムの提案する適応ビジネスの対象国であるカンボジアは、アジアの中でも気候変動に

対して極めて脆弱な国である。maplecroft 社 Climate Change Vulnerability Index による脆弱性のランキング
によると、2012 年度には世界で 6 番目、2014 年度には 8 番目に脆弱度が高い国と評価されている。カン
ボジアには、気候変動に対する計画として、カンボジア政府によって「National Adaptation Programme of
Action to Climate Change(NAPA)」が 2006 年に策定され、それを基にアクションプランが推進されている。
特に洪水に関しては、重要な対応領域の一つとして捉えられており、実際にカンボジア国の中央に位置
する東南アジア最大の湖であるトレンサップ湖と、そこから流れるトレンサップ川とその河口を中心に、
周辺地域への被害が大きい。世界銀行のデータベースである Climate Change Knowledge Portal によると、
カンボジアは、1990 年～2015 年の間に、18 度大きな洪水に見舞われている。1 回の洪水で平均 71 万人
が被害を受けており、損害は約 7800 万ドルに達する。特に、川沿いの地域の洪水被害は大きく、同期間
の洪水により、累計約 1211 万人が被害を受け、損失は約 14 億ドルに達する。被害が拡大し続けている
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理由として、洪水の頻度が多くなっていることと共に、洪水被害に対する脆弱性が高まっていることが
あげられる。元々カンボジアはアジア地域において森林豊かな国であり、その森林によって洪水被害が
抑制されてきたが、近年では急速に森林が減少し、被害が増大している。具体的には、1965 年に 73%で
あった森林率（国土面積に占める森林面積割合）が 2015 年には 53.57%まで減少しており、1990 年から
2010 年にかけての森林面積の年間減少率は東南アジア各国で最大となっているなど、対象地における洪
水被害への脆弱性が高まる傾向が続いている。こうした状況下において、当コンソーシアムが提案する
適応ビジネスでは、植林による洪水対策と農業生産性の向上の両立に重点を当て、課題解決に取り組む。
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3.

課題解決の方向性

(1) 植林を通じた適応対策効果の増大
本事業の対応課題であり、NAPA の優先プロジェクトである「Vegetation Planting for Flood and Windstorm
Protection」は、カンボジアで頻繁に起こる洪水や台風によって生じる被害を、植林による暴風効果や災
害軽減効果・地盤強化による土砂災害の抑制を通じて減少することを目的としている。そして、カンボ
ジア国政府は目的の達成に向け、現在持続可能な森林経営の手法確立・普及促進に注力している。こう
した現地政府の方針に従い、本事業ではカンボジア農村部において有機土壌改質剤を用いた植林を通じ
てアグロフォレストリーを推進し、無農薬・化学薬品無使用のオーガニックコットンの栽培を行う。そ
して、栽培したオーガニックコットンを原材料とした衣料品の生産・加工、日本での販売について垂直
統合をした事業を推進する。
当コンソーシアムが事業の対象として選定をしたカンボジアのアンコールトム郡においては、既に大
阪の美容商材を販売するフロムファーイーストが経済産業省の支援の下、植林とアグロフォレストリー
の展開による洪水抑制と日本でのオーガニック美容商材の販売を推進してきており、植林による洪水抑
制効果が高いことも既に調査を通じて実証されている。他方で、洪水抑制効果向上のためには事業実施
地域の拡大が必須であり、フロムファーイーストとアンコールトム郡政府は、取り組みの拡大のために
他の企業との連携拡大を模索している。サンフォードは、両社の考えに共感し、適応対策効果増大のた
めの取り組みに参画することとした。既に、フロムファーイーストを通じて、アンコールトム郡との協
力関係が構築されており、新たに植林対象となる土地として、郡保有地の 6ha に関する売買契約を済ま
せている状況である。
なお、植林に関する本事業の推進上のポイントは 3 つある。一つは、土壌改質剤を活用することであ
る。当コンソーシアムが活用する土壌改質剤は忠海セラミックス／カキ殻でつくった粉末である。すな
わち、化学肥料ではなく、天然成分であるため、収穫量向上を実現するだけではなく、連続して撒き続
けても土壌・環境被害がなく、土地を活性化させるため塩害も起きない。この有機土壌改質剤を活用す
ることで、カンボジアの農業生産性の向上、農地・森林回復、原材料調達価格の引き下げによる製品利
用者の拡大を行う。
二つ目のポイントは、コンソーシアムメンバーの IKTT（クメール伝統織物研究所）がこれまで実践し
てきたアグロフォレストリーという手法の活用である。アグロフォレストリーは、作物を生産しつつ、
同じ畑に木を植えて森を育てるという手法である。この手法を用いることで、木の根が土壌流出を防ぐ
だけではなく、木を育てることで落ち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。また、洪水抑制効果のある樹木とオーガニックコットンのような換金作物を共に栽培する
ことができるため、洪水抑制効果と事業性の両立をすることができる。IKTT はこれまで桑の木をアグロ
フォレストリーにより栽培し、絹織物を作り販売してきた。これまでの経験で培ってきた経営手法は、
現地政府からも、国際的にも高く評価をされている。IKTT を設立した森本喜久男氏は、その実績により、
2004 年には世界の代表的な社会起業家に与えられるロレックス賞の受賞、2007 年にはノロドム・シハモ
ニ国王への接見の栄誉を受け賜り、日本国政府から平成 26 年度外務大臣表彰を受ける等、国内外の機関
から数々の表彰を受けている。また、IKTT が販売する絹織物は品質が高く、ポールスミスのような世界
的な一流ブランドからも高く評価をされており、ポールスミス本人が定期的に IKTT を訪問している。
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IKTT と連携することで、質の高いオーガニックコットンを効率的に栽培することが可能となる。
三つ目のポイントは、植生の専門家による植生計画に基づく植林の実施である。既に、現地にて FOLK
Landscape Architecture, Inc.代表の三島由樹氏とフロムファーイーストが連携し、現地での植生調査の実施、
及び現地の植生を考慮した洪水に強い植物群落の構成の検討が行われている。これにより、保全すべき
現況植生の特定、現況植生・洪水抑制を目的とした植生・オーガニック原材料を得るための植生とを一
定の割合にてモザイク状に混在させた土地利用計画のモデル案が作成されている。こうした検討結果を
ベースとし、オーガニックコットンの栽培における植生の階層構造の決定・詳細な植生計画に従った植
林の実施を行うことで、洪水抑制効果を最大化するとともに、効率的なオーガニックコットン栽培を実
現する。
(2) 循環型ビジネスモデルの構築による植林の持続可能性の向上
本公募事業のビジネスモデルは、カンボジアで植林し、洪水抑制を行うとともに、アグロフォレスト
リーにより栽培したオーガニックコットンを用いた衣料品を日本市場に向け販売し、日本市場で得た利
益を、より広範囲の植林へ再投資していくという循環型のモデルである。

図表 3：本事業の循環型ビジネスモデル

オーガニックコットンを用いた
衣料品

オーガニックコットン
【 原材料栽培・ 栽培支援】

IKTT
農業従事者

【 原材料栽培支援・ 製造】

日本の消費者

サン フ ォ ード
土壌改質剤、種・肥料等

代金
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本ビジネスモデルの具体的な構成は図表 3 の通りとなる。まずサンフォードが土壌改質剤をシェムリ
アップ近郊の農村を管理している現地 NGO である IKTT に無償提供をする。その後、IKTT が土壌改質
剤を用いたアグロフォレストリーにより、植林とオーガニックコットンの栽培を実施する。サンフォー
ドは農業従事者よりオーガニックコットンを購入し、衣料品を製造、日本市場で高付加価値製品として
販売を行う。そこで得た利益を、土壌改質剤や栽培植物の種、栽培に関わる人件費等に再投資をし、植
林面積の拡大を行い、安定的な原材料の供給体制を確立させる。図表 4 は事業化時に販売予定の製品の
概要を示したものである。
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図表 4：事業化時に販売予定の製品の概要

商品名

2019年生産数（枚）

製品原価（円）

対象

原材料

Men's Tシャツ

400

2,000

成人男性

オーガニックコットン

Lady's Tシャツ

800

2,000

成人女性

オーガニックコットン

子供服

800

1,500

8～15歳の子供

オーガニックコットン

トドラー服

800

1,500

3～7歳の小児

オーガニックコットン

リカバリーウェア
（パジャマ）

800

2,750

成人男性/女性

オーガニックコットン
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価格に関しては、高付加価値製品として設定する。近年、サンフォードの主要取引先であるイオンや
ファッションセンターしまむら等の店舗において、価格の安さを売りにした製品だけではなく、安全性
を売りにした製品に対するニーズが高まってきている。オーガニックコットンを用いた衣料品はそのニ
ーズを満たす製品である。安全性を付加価値とした製品においては、価格の引き下げは安全性に対する
信頼性をも低下させてしまい、逆に製品としての競争力を下げてしまう。そのため、価格競争性を高め
るためには、競合する製品群と同等の価格を維持しながらも顧客に対する付加価値を高めるといった手
法が有効である。
事業化時に販売する製品は、競合製品と同等の価格を設定しながらも、他社にはない二つの付加価値
を顧客に提供することにより、価格競争性を高める。一つ目は、
「自然染色技術の活用」である。オーガ
ニックコットンは通常のコットンと異なり、染色時においても化学薬品の使用が制限されている。その
ため、自然染色のための高度な技術が必要となる。本コンソーシアムでは、IKTT がカンボジアの伝統織
物であるクメール伝統織物の技術として、カンボジア国政府やポールスミス等の世界的なアパレルメー
カーから高く評価された天然染色の技術を有している。そのため、本コンソーシアムのオーガニックコ
ットンを使用した衣料品は、化学薬品を使用した以上の色合いを出すことが可能であり、製品の品質面
での競争優位性を持っている。
二つ目は、
「社会価値の付加」である。具体的には、製品の販売価格の 1 割をカンボジアの農地・森林
回復、カンボジアの農業従事者の農業生産性拡大支援のための費用に回す。SDGs や、気候変動適応対策
に関するストーリーを店頭の顧客と共有することで、口コミ効果による普及を促すことができる。既に
フロムファーイーストが先行して進めているオーガニック美容商材の販売において、口コミによる販売
ネットワークが急速に拡大しているため、フロムファーイーストとの事業提携を通じ、これまで構築し
てきた「みんなでみらいを」ブランドを活用した製品としてオーガニックコットンを使用した衣料品を
販売し、円滑な事業化を実現する。
次に、事業化までのスケジュールと事業化後の計画については、本事業では、製品の販売開始時期を
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2019 年と想定している。2018 年度中に販売準備を行う予定だが、その際には既存のオーガニックコット
ン栽培事業者から原材料を調達し、製品を試験製造・販売することで、消費者のニーズ調査や製品に合
わせた販売手法の検討、事業化に向けた潜在顧客の掘り起こしを行う。今年度調査を通じた製品の販売
網の確立、販売手法の確立を踏まえ、2019 年度に本事業を通じて栽培・収穫したオーガニックコットン
を用いた製品を販売するが、その際には生産量の問題から自社店舗（百貨店、スタジオ兼店舗、インタ
ーネット）を販売チャネルとして活用し、主に既存顧客を中心とした潜在顧客に対して販売を行う。十
分な収量が確保できる 2022 年からは通常事業での契約先であるイオン、ファッションセンターしまむら
等の大手量販店での拡販を開始し、2023 年にはさらに既存取引先 50 社に拡販をしていくことを想定して
いる。従って、2018 年度は試験販売開始、2019 年から一部販売網での事業化開始、2022 年度から本格的
な事業化開始となる。
図表 5：試験販売を行う予定のオーガニックコットンを使用したシャツ

図表 6：今後の販売計画
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Men's Tシャツ

販売準備

販売開始

販売

販売

大手量販へ拡販

量販店へ拡販

Lady's Tシャツ

販売準備

販売開始

販売

販売

大手量販へ拡販

量販店へ拡販

子供服

販売準備

販売開始

販売

販売

大手量販へ拡販

量販店へ拡販

トドラー服

販売準備

販売開始

販売

販売

大手量販へ拡販

量販店へ拡販

リカバリーウェア
（パジャマ）

販売準備

販売開始

販売

販売

大手量販へ拡販

量販店へ拡販

販売時の流通網

大手量販店に提案する程の生産量が無い為、自社店舗（百貨
店、スタジオ兼店舗、ネット）での販売

大手量販店（イオン、
大手スポーツ量販
しまむら他）に販促開
店、量販店/チェーン
始
ストア（弊社取引先
しまむらはバース
50社他）に販促
ディ（子供服）

調査団作成
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2019 年を一部販売網での事業化開始時とした際に、5 年間の事業収支計画を図表 7 に示す。

図表 7：収支計画

プレオーガニック

オーガニック

2018

2019

2020

2021

2022

2023

面積

テスト栽培

1ha

3ha

4ha

10ha

20ha

生産枚数（枚）

0

3,600

10,000

13,000

30,000

60,000

売上予定（円）

0

7,200,000

20,000,000

26,000,000

45,000,000

72,000,000

原価（円）

0

5,040,000

14,000,000

18,200,000

15,000,000

30,000,000

販管費（円）

4,000,000

6,000,000

13,500,000

17,000,000

30,500,000

54,000,000

利益（円）

-4,000,000

1,200,000

6,500,000

9,000,000

14,500,000

18,000,000
調査団作成

2018 年度は試験栽培・試験販売のため、販管費のみを計上している。その後、2019 年度の一部販売網
での事業化開始により、単年度黒字は達成できる予定であり、2020 年度には累積黒字も達成できる見込
みである。また、2023 年度には年間で 7200 万円程度の売上、1800 万円程度の利益を上げられる見込み
である。なお、オーガニックコットンは 3 年間の栽培期間を経て初めてオーガニックコットンとなり、
それまではプレオーガニックコットンというカテゴリの製品として販売することとなる。プレオーガニ
ックコットンはオーガニックコットンの国際認証取得準備期間中のコットンを指し、既に日本でも伊藤
忠商事が国連 UNDP のビジネス行動要請 (BCtA) のプログラムとして推進し、ユナイテッドアローズ等
の店舗での販売も行われ、国内での認知度が高まっている。

(3) 実施体制と本事業を推進する際の本コンソーシアムの強み
本事業の実施体制は以下のとおりである。代表団体はサンフォードが務め、事業企画・事業推進全般、
本調査の統括を担う。また、一緒にコンソーシアムを形成する現地パートナーを IKTT が務め、植生調査、
栽培手法・現地加工体制の確立、自然染色技術を用いた製品開発検討、対象地拡大の検討、現地政府と
の連携可能性の検討を担う。また、協力団体として、サンラリーグループ内企業として子供服の販売を
担当するビーボックス、アンコールトム郡における適応対策効果増大に向けた助言と日本市場での販売
における「みんなでみらいを」ブランドの共有を担うフロムファーイースト、アンコールトム郡におけ
る対象地の拡大に関する検討を担うアンコールトム郡が事業の推進に協力する。
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図表 8：実施体制（コンソーシアム形式）
関係事業者
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

代表団体

再委託先

協力団体
協力団体

協力団体

サンフォード

実施内容・役割
事業企画・事業推進全般、本調査の統括

IKTT（クメール伝 植生調査、栽培手法・現地加工体制の確立、自然染色技術を用いた
統織物研究所）

製品開発検討、対象地拡大の検討、現地政府との連携可能性の検討

ビーボックス

サンラリーグループ内企業として子供服の販売を担当

フロムファーイー アンコールトム郡における適応対策効果増大に向けた助言と日本市
スト
アンコールトム
郡

場での販売における「みんなでみらいを」ブランドの共有
アンコールトム郡における対象地の拡大に関する検討

調査団作成
本コンソーシアムの強みは、提案するビジネスの立ち上げや事業拡大の実現性の高さにある。サンフ
ォードの主要取引先は、イオングループ、しまむら等の大手流通企業であり、こうした既存の販売網を
活用することで、事業拡大を円滑に推進することができる。
こうした事業上の強みだけではなく、適応効果の拡大に必要な現地ネットワーク、現地の植生や農業
に関する知識・経験をコンソーシアム内で豊富に有していることも大きな強みである。特に本コンソー
シアム内での現地パートナーである IKTT が有する実績は本コンソーシアムが提案するビジネスの立ち
上げを円滑にするものである。IKTT の創設者である森本喜久男氏は、シェムリアップの郊外に伝統の
森という村を作り、失われていく森や伝統織物技術の復興を行った人物である。既に 200 人以上が住む
村では有機自然栽培等が行われており、農業・伝統織物技術の指導体制が整っている。
また、既に伝統の森周辺地域において適応事業を推進している阪口竜也氏が経営するフロムファーイ
ーストもサンフォードの事業提携会社として協力団体に加わっており全面的な協力を得られる状況に
ある。そのため、本事業においても、この強みを最大限に生かすために、伝統の森周辺地域から事業を
開始し、活動エリアを拡大していく計画である。
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4.

調査項目
本公募事業においては、事業の実現可能性を把握するために、以下の 6 つの調査を行う。
(1) 適応課題の現地調査に基づく詳細な植生計画の策定
これまで同地域において、適応事業を推進してきたフロムファーイーストと IKTT の適応課題に関す

る現地調査結果として洪水被害の実態や洪水被害に対する植林の被害抑制効果を共有してもらうととも
に、本事業の対象地域における差異を確認するための現地調査を行う。特に、植生計画について、オー
ガニックコットンの栽培に適したアグロフォレストリーを実施するため、前述した植生の専門家である
三島氏の協力の下、植生計画を作成する。
(2) 栽培手法・加工方法・輸入経路・製造方法の確立
実際に、IKTT の指導の下、現地の農業従事者によるオーガニックコットンの栽培を開始する。また、
オーガニックコットンの一次加工に関しては現地加工を想定しているため、現地加工体制の確立を行う。
一次加工後は、ベトナムのホーチミンの既存提携工場における生産を行うことを想定しているため、原
材料のカンボジアからベトナムへの輸出経路・手続きの確認を行う。最後に、オーガニックコットンは
製造プロセスにおいても化学薬品を用いないための工夫が必要となるため、製造する際の製造方法の確
立を行う。
(3) オーガニックコットン認証取得に関する検討
オーガニックコットンには、GOTS（グローバル・オーガニック・テキスタイル・スタンダード）のよ
うな国際認証や、日本オーガニック＆ナチュラルフーズ協会による国内認証等の複数の認証制度が存在
するため、各認証取得の必要性と取得する認証制度の選定、認証取得方法の確認・実施を行う。
(4) 現地政府との連携内容の具体化
現地政府とは、既に連携をしているものの、今年度の調査結果を踏まえて、今後の事業拡大計画と、
拡大時の対象地選定に関する検討を行う必要がある。また、今後国際機関と連携していく際には、現地
政府の主体的な活動が必要となってくるため、その具体的な内容に関しても検討を行う。
(5) 国際機関との連携可能性の模索
フロムファーイースト・IKTT による既存の取り組みとの協働により、国際機関との連携可能性の模
索、具体的には事業拡大に向けた緑の気候基金(GCF)や地球環境ファシリティ(GEF)等の活用を検討する。
既に対象エリアでは、GEF6 における重要領域として持続的な森林経営が設定されており、活動推進に関
わっている UNDP からは積極的な連携を要望されている。また、GEF 執行機関であるコンサベーション
インターナショナル(CI)においても、既に同国内他地域における森林保護の取り組みをカンボジア国内政
府との連携推進しているため、日比保史日本代表を通じて連携可能性を検討する。
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(6) 販売手法・事業計画の検討
今年度は、先述したとおり、自社店舗（百貨店、スタジオ兼店舗、インターネット）での試験販売
を通じて販売手法の確立を行う。その中で通常の販売促進活動に加え、口コミを主とした販売促進活動
方法の確立を行う。具体的には、既存の「みんなでみらいを」ブランドの製品に対する顧客ロイヤリテ
ィが高い顧客を中心にコミュニティ形成を行い、口コミ効果を向上する。上記の結果をもとに事業計画
の見直しを行う。
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5.

進捗状況（調査項目ごとに）

(1) 適応課題の現地調査に基づく詳細な植生計画の策定
本事業推進のために必要な植生計画の策定に向け、対象地の現地調査を行った。まず、本事業の植生
計画としては、本事業における重点領域である洪水対策という適応対策効果を向上するため、本事業の
主製品となる無添加のカラー剤・石鹸を製造するためのオーガニック原材料になる植物だけではなく、
洪水抑制効果の高い植物を中心とする複合的な植生計画を策定する必要がある。
これまで IKTT と協力会社であるフロムファーイーストは、既往研究や関連文献を通じた調査、対象地
における植生計画の基本方針についての検討、植生調査の実施を行ってきている。本年度の現地調査と
しては、まず上記の検討結果を踏まえた植生計画の考え方が今回の対象地に適合するかどうかを確認す
ることが必要となる。
まず、IKTT と協力会社であるフロムファーイーストが、FOLK Landscape Architecture, Inc.代表の三島由
樹氏と共に整理した植生計画の考え方は以下のとおりである。
・洪水抑制を目的とした植生エリアと、オーガニック原材料を得るための植生エリアを、対象地の現
存植生を生かしながら、一定の割合にてモザイク状に計画する。
・現況植生の適正な理解に基づく、現況植生を最大限活用したモザイク状の土地利用を計画すること
で、エリアにおける洪水抑制能力の偏りをなくし、洪水への脆弱性を改善させる。
・保全すべき現況植生の基準は、
「独立した大木および周囲（特に北側）の植栽」、
「落葉・常緑樹の混
交林」とする。
・林床の植栽が未発達な部分に関して間伐を行い、植生の階層構造を形成・維持する。
・オーガニック原材料を得るための植生エリアにおいても、高木だけでなく可能な限り低木ならびに
地被植栽を整備することで、土壌の流出を抑制するとともに、当エリアの雨水浸透率の向上を目指す。
従来は途上国において、森林を全く手つかずで保全をするのか、土地を切り拓き開墾するのかのどち
らかを選択する場合が多かったと推測される。しかしながら、それゆえに、土地保有者は森を切り拓く
ことで木材を換金すると同時に、換金作物を耕す開墾地を得るという行動をとることが多かった。それ
が今日の洪水被害の増加につながったのである。そのため、上記の通り、本事業における植生計画にお
いては、洪水抑制効果を重視したエリアと収入源となる植生や作物を重視したエリアを混在することで、
森林の保全をしながら、土地保有者の収入限確保を実現することが特徴となる。具体的には、図表 10 に
示すとおり、植生の階層構造が相対的に未発達のエリアを中心に開墾エリアを設定し、それ以外の場所、
特に「独立した大木および周囲（特に北側）の植栽」、「落葉・常緑樹の混交林」が存在するエリアを保
全地域として設定する。
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図表 9：植生計画の考え方

調査団作成
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図表 10：植生計画の考え方を踏まえた植生計画のイメージ

調査団作成
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本事業の対象地は、これまで郡が保有していた土地 6ha である。IKTT の伝統の森から車で 15 分程度
の場所に存在するため、定期的な管理が容易な場所にある。また、アンコールワットから 1 時間かから
ないという場所にあるため、近年リゾート地としても注目を集めてきており、カンボジアの経済成長と
共に地価が向上しつつあるエリアに位置する。これまで郡は保有をするだけで活用がなされていなかっ
た地域であるものの、周辺には軍が保有していない土地も多く、このまま放置しておくことで、将来的
にはホテル建設や農業地域の拡大のために森林が切り拓かれていってしまう恐れがある。そのため、協
力団体であるアンコールトム郡と相談したうえで、本対象地での事業推進を決定した。
図表 11 に示すとおり、対象地は東に広がる森の縁にあり、比較的植生の階層構造が未発達のエリアが
多い土地である。しかしながら、実際に対象地を訪れるとバナナの木等をはじめとし大木が点在し、そ
の周辺のエリアにおいては植生の階層構造が存在している。従って、こうした現存する植生を活かしな
がら、対象地の東に広がる森林が拡大していくためのエリアとする植生計画を立案することが必要とな
る。
図表 11：本事業の対象地の空中写真

調査団作成
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図表 12：対象地における階層構造が未発達なエリア

11 月に実施をした現地調査においては、保全対象とする「独立した大木および周囲（特に北側）の植
栽」
、「落葉・常緑樹の混交林」が存在するエリアの把握と、水源地の把握を行った。なお、結果につい
ては、三島氏に共有をし、考え方の変更がないことを確認するとともに、今後、現地にて改めて詳細な
植生調査を行うまでは、対象地において最も階層構造が未発達な道路沿いのエリアにおいてオーガニッ
クコットンの試験栽培を行い、栽培実施可能性の確認を行うための開墾に留めておくことを決定した。
水源地の把握においては、対象地と対象地の東に広がる森の境目のエリアに水源地があり、十分な水
量を確保できることを確認した。オーガニックコットンの栽培には大量の水が必要となり、水源が確保
できるかどうかが本事業の推進において対象地が適切な土地であるかどうかを判断する一つの要となる。
こうした観点から、対象地が適切な土地であることを改めて確認をした。今後、この水源地から栽培対
象地域に水を引っ張ってくるための灌漑施設をどのように設置するのかについて、詳細な植生調査の実
施と変更して検討を進めていくこととする。
また、現地調査において、対象地で開拓対象とするエリアに関しては、整地費用として、250 ドル/ha
かかることを確認した。本調査において対象地でのオーガニックコットン栽培の実施可能性を見極める
ための試験栽培として、80 個の苗を約 0.5ha に植えることとし、そのエリアでの整地をまず行った。
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図表 13：対象地における試験栽培選定エリア

図表 14：対象地に存在するバナナの木
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試験栽培のエリアとしては、先述したとおり、対象地において最も階層構造が未発達な道路沿いのエ
リアを選定し、試験栽培を行うこととした。試験栽培結果については、後述することとする。
図表 15：対象地に存在する水源

なお、カンボジアの気候下におけるオーガニックコットン栽培は通常以下の通りのスケジュールで行
われる。試験栽培の結果を踏まえ、以下のスケジュールに沿って栽培を行うかどうかを判断する。
5 月：土作り・苗を植える
6 月：雨季が始まる
7 月〜10 月：雨季本番（雨季にコットンは大きく成長）
11 月、12 月：収穫
(2) 栽培手法・加工方法・輸入経路・製造方法の確立
栽培手法・加工方法・輸入経路・製造方法の確立においては、①IKTT の伝統の森敷地内での苗の栽培、
②IKTT の敷地内で既に栽培済みのオーガニックコットンの収穫とその加工試験・品質確認、③対象敷地
内での試験栽培、④ベトナムの工場での受け入れ体制の確認を踏まえた製品製造方法の検討、の 4 段階
で行った。
① IKTT の伝統の森敷地内での苗の栽培
IKTT と相談のうえ、対象地にてオーガニックコットン栽培を試験的に行うために、まず IKTT 内で 80
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個の苗を育て、その苗を用いて対象地内での試験栽培を行うこととした。苗の栽培は順調に進んだため、
準備した苗を用いて試験栽培を行う。
図表 16：試験栽培用に育てた苗

② IKTT の敷地内で既に栽培済みのオーガニックコットンの収穫とその加工試験・品質確認
IKTT では、敷地内にて 2 年前からオーガニックコットンを栽培しているため、それを収穫し、IKTT
の紡績技術を用いて糸を紡ぎ、布を織ることで、日本で販売する際の品質が担保できるかどうかを確認
した。また、染色についても、アーモンド等から抽出される天然染料を用いて、糸をむらなく、きれい
な色に染めることが出来るかどうかも確認し、オーガニックコットンの色合いとしての品質も十分であ
るかどうか確認した。
まず、IKTT の敷地内でのオーガニックコットンの栽培経験より、コットンの場合、IKTT 内で織物の
原材料として栽培している桑の木よりも多くの水量が必要になるという栽培上の問題点が明らかとなっ
た。この問題点に対して、IKTT の敷地内において、従来採用していなかった点滴灌漑の仕組みを導入す
ることとなり、実際に敷地内での活用を開始した。点滴灌漑とは、節水しながら、栽培に必要となる水
量を十分に確保するための灌漑方法であり、チューブに穴をあけることで、点滴と同様に水滴を用いて
水遣りを行うことが出来る手法である。従来、IKTT では、雨季は雨水を活用し、乾季には図表 17 の写
真のように、如雨露を用いて、如雨露の水を足で広げることで水遣りを行っていた。
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図表 17：IKTT 敷地内でのオーガニックコットン栽培の様子

図表 18：IKTT 敷地内に設置した点滴灌漑
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このやり方を図表 18 のように点滴灌漑に変えることにより、対象地において灌漑施設設置のためのコ
ストを抑えつつも、十分な量の水量を確保することが可能であることを確認した。
その後、実際にオーガニックコットンの収穫を行い、IKTT の紡績技術を用いて、糸を積み糸状の素材
を作り、天然染料を用いて染色し、二色の素材を準備した。そして、その二色の素材を用いて、布を織
りあげた。こうして出来た布に関して、現地調査において、その色合いや肌触り、丈夫さ等の観点から
品質の確認を行い、従来製品の素材として用いていたコットンと比較をしても、高い品質の素材になっ
ていることを確認することが出来た。
図表 19：IKTT 敷地内でのオーガニックコットンの収穫
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図表 20：IKTT 内での紡績技術確認

図表 21：収穫したオーガニックコットンを糸状にした素材の品質確認
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図表 22：糸状の素材の織機への設置

図表 23：糸を染めるための機材
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図表 24：オーガニックコットンを織って作った布

③ 対象敷地内での試験栽培
対象敷地内での試験栽培として、先述したとおり、本調査において対象地でのオーガニックコットン
栽培の実施可能性を見極めるための試験栽培として、80 個の苗を約 0.5ha に植えることとし、そのエリ
アでの整地をまず行うこととした。試験栽培のエリアとしては、対象地において最も階層構造が未発達
な道路沿いのエリアを選定し、試験栽培を行うこととした。
11 月の現地調査後に IKTT による整地作業、オーガニックコットンの苗の植え付け、水遣りを含めた
栽培管理を行い、1 月の現地調査時に栽培状況を確認した。試験栽培においては、土壌の条件が IKTT 敷
地内とは異なるため、その影響があるかどうかを確認する必要があったが、実際に栽培を進めるにおい
て、ほとんど IKTT 敷地内の栽培と違いがないことが分かった。そのため、今後、この試験栽培を継続し
て進めるとともに、改めて対象敷地内での栽培エリアを確定し、栽培量を増加していくこととした。
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図表 25：試験栽培用に整地したエリア

図表 26：試験栽培で育ったオーガニックコットン
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④ ベトナムの工場での受け入れ態勢の確認を踏まえた製品製造方法の検討
他方で、課題として抽出されたのは、日本で販売する際に必要となる製品の原材料として十分な量の
オーガニックコットンを確保するための栽培を行うためには時間がかかるという点、また同じように大
量のオーガニックコットンの加工を IKTT の職人たちだけで提供できるのかといった点である。
そのため、IKTT と相談し、少量のコットンでも製品化することが出来るミサンガを商品のラインナッ
プに加えること、そして、当初の生産体制としてはこれまでサンフォードの製品を委託生産してきたベ
トナムの紡績企業に依頼し、徐々に IKTT 内での生産体制を拡大していくというステップを踏むことを決
定した。
従って、本調査においては、1 月にベトナムの紡績企業を二社訪問し、IKTT で栽培されたコットンの
品質を確認してもらい、その糸を使用してミサンガ・T シャツを工場生産できるかを確認した。また、ミ
サンガについては、生産する際に糸に撚りをかけて強度を増す必要がある為、少量でも生産可能かを交
渉した。結果として、二社とも、割高とはなるが、サンフォードの他の商品生産を発注していることも
あり、前向きに検討してもらえることとなった。具体的には、試験的に 4 月に約 100 本生産を依頼する
こととなった。
(3) オーガニックコットン認証取得に関する検討
オーガニックコットンには、GOTS（グローバル・オーガニック・テキスタイル・スタンダード）のよ
うな国際認証や、日本オーガニック＆ナチュラルフーズ協会による国内認証等の複数の認証制度が存在
する。こうした各種認証制度について、取得する必要があるかどうか改めて IKTT と協力企業のフロムフ
ァーイーストと検討を行った。結果として、本事業では、上記のような認証を取得せず、独自基準を設
ける必要があるという結論に至った。その理由として、既存の認証においては、繊維以外の基準が厳格
でなく、染料・助剤等については化学薬品を用いることが許容されており、本事業に採用するには不十
分と判断したものである。本事業で生産しようとしている製品は残留物ゼロの製品である。しかしなが
ら、既存の認証については、残留物ゼロを義務化しておらず、残留物が残っている製品も認証を取得す
ることが出来る。従って、より高い基準を独自基準として設定する必要があると考えた。
その際に、参考にする取り組みとしては、業界は異なるがスターバックスとコンサベーションインタ
ーナショナル(CI)のパートナーシップによって生まれた C.A.F.E. (Coffee And Farmer Equity) プラクティス
である。スターバックスも既存のフェアトレードの基準を満たしたコーヒーを取り扱うことがスターバ
ックスの強みを生かすことにはならないと考え、独自基準を作り、その基準を満たした倫理調達を行う
こととし、現時点ではスターバックスが調達する豆の 99％がその基準を満たしているという状況にまで
至っている。C.A.F.E. (Coffee And Farmer Equity) プラクティスと名づけられた購買ガイドラインの指針は、
労働環境の改善、児童労働の規制をはじめ、土壌侵食や汚染防止などの生物多様性の保全に対する取り
組みを含めた包括的かつ測定可能な基準となっている。
こうした取り組みを衣料業界版で取り組んでいくために、その実施可能性についてコンサベーション
インターナショナルジャパンの日比保史代表へのヒアリングを実施した。結果として、協働で基準を策
定していくことは可能ではあるが、スターバックスにおいても基準策定よりも実際に継続してモニタリ
ングを行っていくことが推進のための大きな課題になっていることが明らかとなった。そのため、今後、
コンサベーションインターナショナルジャパンと共に基準作りに取り掛かるとともに、モニタリングに
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かかる労力を抑えるための手法としてドローンや AI 技術の積極的な活用も検討していくこととなった。
(4) 現地政府との連携内容の具体化
現地調査にてアンコールトム郡の郡長と打ち合わせを実施した。対象地における課題の現状の確認を
行い、IKTT の対象地と同様のアグロフォレストリーによる洪水抑制効果の有効性について確認した。郡
としても非常に重要なプロジェクトだという認識を持ち、成果にも期待していることが確認できた。な
お、本事業はカンボジアの国全体に広げていくことも重要だという認識を示され、他の郡で活動をする
際に必要となる州レベルでの合意形成について支援してくれることを確認した。
図表 27：アンコールトム郡長との今後の連携の在り方の確認

(5) 国際機関との連携可能性の模索
国際機関との連携可能性という観点においては、GEF や GCF の活用可能性を検討するために、その両
方のエージェントとして登録がされているコンサベーションインターナショナルとの連携可能性を検討
した。具体的には、コンサベーションインターナショナルジャパンの日比保史代表に対して接点を有し
ている金沢工業大学 地方創生研究所 SDGs 推進センター長の平本督太郎氏を通じてサンフォードとの連
携可能性があることを確認してもらった。また、コンサベーションインターナショナルジャパンがカン
ボジアですでに推進している森林経営のプロジェクト、ダイキン工業の CSR プロジェクトの二つのプロ
ジェクトとの連携の可能性があるということが明らかとなった。
そのため、今後、試験栽培期間を終え、対象地での栽培を実施した後に、アンコールトム郡との相談
を踏まえて、他地域での展開を行う際に、コンサベーションインターナショナルジャパンの既存プロジ
ェクトとの連携可能性を、カンボジアオフィススタッフを交えて検討していくこととなった。
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(6) 販売手法・事業計画の検討
既存のオーガニックコットンを用いた製造した T シャツの試験販売を「みんなでみらいを」のオンラ
インショッピングサイトを通じて実施した。また、ギフトショー・ヨガフェスといった大規模な展示会
において試験販売を行った。同時に独自技術を組み合わせた製品の開発に向けて、機能性アンダーウェ
アをベルガードと組んで試験販売を行った。
結果として、オンラインショッピングサイト、ギフトショー・ヨガフェスでの試験販売は顧客からの
評価が高く、商品としての需要の高さの確認と、販路の獲得を進めることが出来た。
機能性アンダーウェアについては、オリンピックの 1000 日前イベントにて、試験販売の機会を得るこ
とができ、更にメンズアパレルメーカーオギタヘムトの展示会での試験販売により、販売代理店 30 社か
らの興味・関心を得ることが出来た。
こうした結果を踏まえ、オーガニックコットンの衣服については、T シャツだけではなくオーガニック
コットンと機能性アンダーウェアに織り込んだ独自技術の繊維を組み合わせ介護用衣服の開発を行うこ
とを検討することとした。また、フロムファーイーストの「みんなでみらいを」ブランドを用いた顧客
確保について、今後クラウドファンディング Makuake と連携を検討することとした。
上記調査結果を元に、事業計画の見直しを行った。その結果については、
「8．今後の事業の見通し」
にまとめて記載する。
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6.

評価指標（インプット、アウトプット、アウトカム等）
本事業に関する事業評価手法は図表 28 のとおりである。
本事業評価手法は、
カンボジア政府の「National

Adaptation Programme of Action to Climate Change」の「VEGETATION PLANTING FOR FLOOD AND
WINDSTORM PROTECTION」に設定されている事業評価指標を元に作成したものであり、カンボジア国
内の政策にも合致する評価手法となっている。例えば、NAPA の long-term outcomes は、①「Damage to
property and agricultural crops reduced」
、②「Fuelwood and other non-timber forest products provided」
、③
「Poverty reduced」の 3 つの指標で構成されているが、①②は上記表のアウトプット指標である「調達対
象となる農作物量」
・
「面積当たりの収穫量」
、③は農業従事者の所得に対応している。指標を NAPA に完
全に一致させることも可能だが、現時点では事業評価手法の汎用性を重視し、NAPA の指標との紐付けを
明確にしておくことに留め、現地政府との連携時に再度指標を統一化するかどうかを検討する。
また、上記の考えから策定した事業評価手法に新たに SDGs の指標との連携を強めるために一部の指標の
見直しを行った。本事業は、SDGs においては、気候変動に関する目標 13 に加え、貧困解決という観点
で目標 1、持続可能な農業の推進という観点で目標 2、持続可能な森林の経営という観点で目標 15 に貢
献すると考えている。現在これらの目標毎に設定が検討されている指標案を参考にどのような観点から
事業評価手法を改善すべきかを検討した。結果として、目標 13 については「13.1.2

10 万人当たりの災

害による死者、行方不明者、及び被災者数」
、目標 1 については「1.1.1 1 日 1.25 ドル 国際的な貧困ラ
インを下回って生活している人口の割合」
、目標 2 については「2.3.1 農業/牧畜/林業企業規模の分類ご
との労働単位あたり生産額」
、目標 15 については「15.2.1 持続可能な森林管理における進捗」について、
同時にモニタリングが出来るような指標にするために一部指標の見直しを行った。見直しを行った結果
が図表 28 となる。SDGs との連携を強めるために設定した指標については【】にて、上記指標の番号を
記載している。
図表 28：事業評価手法
インプット

アウトプット
調達対象となる農作物量

訓練した農業従事者数

農業従事者一人当たりの農
作物量【2.3.1】

土壌改善剤を活用した農地
の面積

面積当たりの収穫量

評価指標

アウトカム
農業従事者の所得

【1.1.1】
持続的な農業が可能な農
地面積
洪水によって所得が減少
した農業従事者の人数

土壌改善剤を活用した植林
地帯の面積

植林面積

【13.1.2】
アグロフォレストリーが
可能な森林面積

【15.2.1】
調査団作成
なお、この事業評価手法に関しては、森林経営に関連する他の適応事業はもちろんのこと、農業生産
性向上に関連する他の適応事業での活用が可能であると想定され、汎用性は高いと考えている。
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7.

成果
本年度の成果としては、洪水対策効果の向上を目的として IKTT と協力団体のフロムファーイーストが

策定した植生計画の考え方に従ってオーガニックコットンの試験栽培を行った。また、実際に現地での
加工試験等も行い、素材の品質確認等も行うことが出来た。こうした状況を踏まえて、改めて本事業の
適応効果の側面から目標設定を行った。
現時点で目標として設定ができるのが、今後植林していく面積である。本事業の検討により、2023 年
までに 20ha の実施を可能にすることを目標とした。
IKTT のこれまでの経験を踏まえると、1ha の植林を拡大しアグロフォレストリーを実施していくこ
とにより、少なくとも 5 人の農業従事者が洪水の被害抑制効果の恩恵を受けることが出来ると考えられ
る。このことから、2023 年までに 100 人の農業従事者が洪水の被害抑制効果の恩恵を受けることが出来
るようになることを目標とする。

8.

今後の事業の見通し
今回の調査結果を踏まえて、今後事業計画の見直しを行った。事業計画の概要は以下のとおりである。
図表 29：製品ラインナップの修正案
商品名

2019年生産数（枚）

製品原価（円）

対象

原材料

ミサンガ

720

1,500

男性/女性

オーガニックコットン

リカバリーウェア

420

2,750

成人男性/女性

オーガニックコットン

Men's Tシャツ

0

2,000

成人男性

オーガニックコットン

Lady's Tシャツ

0

2,000

成人女性

オーガニックコットン

子供服

0

1,500

8～15歳の子供

オーガニックコットン

トドラー服

0

1,500

3～7歳の小児

オーガニックコットン

調査団作成
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図表 30：販売計画の修正案
2018

2019

2020

2021

2022

2023

ミサンガ

販売開始

販売

販売

販売

販売

大手量販へ拡販

リカバリーウェア

販売準備

販売開始

販売

販売

販売

大手量販へ拡販

Men's Tシャツ

販売準備

販売開始

販売

Lady's Tシャツ

販売準備

販売開始

販売

子供服

販売準備

販売開始

販売

トドラー服

販売準備

販売開始

販売

販売時の流通網

自社店舗（百貨店、スタジオ兼店舗、ネット）での販売

専門店、個店へ販促開始

大手量販店（イオン、
しまむら他）に販促開
始

調査団作成
図表 31：事業計画の修正案

2018

2019

2020

2021

2022

2023

面積

テスト栽培

1ha

3ha

4ha

10ha

20ha

ミサンガ

300

720

1,920

2,880

3,600

7,200

リカバリーウェア

0

420

1,200

1,400

2,400

3,000

Men's Tシャツ

0

0

0

0

200

400

Lady's Tシャツ

0

0

0

0

400

800

子供服

0

0

0

0

400

600

トドラー服

0

0

0

0

400

600

生産枚数合計

300

1,140

3,120

4,280

7,400

12,600

売上予定（円）

1,470,000

7,266,000

20,088,000

26,572,000

47,060,000

76,140,000
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また、今後の課題としては、以下の 5 点があげられる。
1) 植生調査を踏まえた植生計画の策定と栽培の本格展開
今回の調査結果を踏まえ、改めて 6ha 全体の植生計画を策定し、その後 6ha 敷地全体を活用したオー
ガニックコットンの栽培を開始する。なお、その際、点滴灌漑の導入により、必要最低限の水量を活用
した栽培を展開する。
2) ミサンガの試験製造とテストマーケティングの実施
IKTT 内で収穫したオーガニックコットンを用いてミサンガをベトナムの委託工場、IKTT 内で同時に
試験製造を実施し、日本においてテストマーケティングを行い、品質やデザインの改良を行う。
3) 独自基準の策定
コンサベーションインターナショナルジャパンと共に、自社の目指す製品に適した独自基準の策定を
検討する。
4) 地球環境ファシリティ(GEF)及び緑の気候基金(GCF)への申請を見据えたコンサベーションインター
ナショナルの既存プロジェクトとの連携可能性の検討
本事業の対象地における本格栽培の状況を踏まえ、更にアンコールトム郡の了解を得たうえで、横展
開として、カンボジア内でコンサベーションインターナショナル(CI)がすでにプロジェクトを推進してい
る対象地にて、本事業の取り組みが横展開可能かどうかについて、同カンボジアオフィス担当者と共に
検討する。
5) 適応の観点からの成果のモニタリング
実際に対象地において洪水が起こった際に、成果指標に関するデータ収集の手法を行い、適応対策効
果を検証する。また、あわせて、上記独自基準のためのモニタリングを行うために、IoT や AI を用いた
効率的なモニタリング手法の検討を行う。
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