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より良い暮らしのためのより良い政策

成長、投資、低炭素への移行

成長政策と気候変動対策の組み合わ
せ
*諸国は、経済の方向性を温室効果ガス排出量が少なく、気
候変動の影響に極めて強靭な開発経路へと方向転換すること
と、力強い包摂的な経済成長とを同時に達成することができ
る。

気候と調和した成長を達成するには、効率的で費用対効果の
高い気候変動対策にもとづく、低排出かつ強靭な投資を支援す
る成長促進的な財政及び構造改革を推進することが政府に求
められる。

気候変動対策に調和的な開発経路は、経済及び健康面で短期
的な恩恵をもたらすばかりでなく、気候変動による物理的、経済
的損害を抑制することで、今世紀後半に向けた力強い包摂的
な成長の土台となる。

気候変動は明らかに喫緊の課題である。しかし、この課題に対
処することで、気候変動対策上の緊急課題を国家の成長と開
発戦略の中心に据えることになり、成長の新たな源泉を創出す
る好機にもなる。年の*ブリスベンサミットで打ち出され
た「％の*'3引き上げ」という公約の達成期限（年）が迫
る中、このような包摂的で低排出かつ気候変動に対して強靭な
（FOLPDWHUHVLOLHQW）成長計画を採用することが、*の成長目
標を定め直す好機となる。
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持続可能な成長のための条件の創出
世界経済は、規模、質のいずれにおいても*諸国の市民が望んでいる成長を生み出していな
い。世界各国の政府は、成長の再活性化、生活の向上、気候変動対策というつの緊急課題に
直面している。
所得増加にとって重要な生産性向上は、多くの国
においてこの数年低下し続けている。多くの場合、
生産性向上の鈍化と関連して格差が拡大しており、
成長の恩恵をどのように分配するかについての再
考を迫られている。多くの先進国では、継続する
失業問題や年金、健康、教育面の期待に対しどの
ように応えるかが、問題となっている。一部の経
済圏においてはこうした状況が社会の高齢化によ
り増幅されている。開発途上国と一部の新興経済
国はより活発な人口動態の恩恵を受けているもの
の、多くの国々は投資の質と規制に懸念を抱いて
いる。G20諸国の首脳は2016年のコミュニケにおい
て、短期的に総需要を後押しし、強靭な長期の成
長見通しの土台づくりを行うためにも、
「金融、財
政、構造政策のあらゆる手法を単独または集合的
に利用する」必要があるとの認識を示した。


多くのG20諸国にとって最優先課題は自国経済を
再活性化することであるが、その成長の質こそ死
活的に重要である。短期的に生活やウェル・ビー
イングの改善を図るためには、成長は、全ての人々
が恩恵を実感できるよう、包摂的である必要があ
る。過去2世紀の経済成長により、世界中の多くの
人々が、富とウェル・ビーイングの目覚ましい増
加という恩恵を受けた。長期的にウェル・ビーイ
ングを改善し続けていくには、成長の源泉は経済
的、社会的、環境的に持続可能である必要がある。
これまでは増加する人口のニーズに応えるため、
自然資本を活用することで成長を遂げてきたが、
そのためには豊富に存在する化石燃料をベースに
した技術が主に用いられてきた。化石燃料が安価
であったのは、その社会的、環境的コストがほと
んど考慮されていなかったためである。

気候変動による潜在的な損害の規模は、我々の将
来のウェル・ビーイングや我々が依存している生
態系――特に、気候変動への耐性が低い開発途上
国の社会――に大きなシステミックリスクをもた
らすものである。こうした最悪のリスクを避けよ
うとするならば、速度、規模ともに前例のない経
済転換を成し遂げる必要がある。気候変動に対す
る脆弱性を緩和するためには、適応や強靭性に対
する計画立案や投資も極めて重要である。
各国政府は、パリ協定でも「持続可能な開発のた
めの2030年アジェンダ」でも、気候変動は持続可
能な開発及び貧困軽減にとって本質的に重要であ
るという認識を示した。各国はパリにおいて、気
候変動の悪影響に対する適応能力を強化しつつ、
世界の平均地表気温の上昇を2℃未満に抑えるな
ど、気候変動に対するグローバルな対応策を強化
するとともに、その上昇を産業革命前比1.5℃に抑
える取り組みを行うことで合意した。


気候変動：成長のシステミックリスク
現在の成長モデルが自然環境に及ぼす影響は、今
や持続的成長の土台を脅かすものとなっている。
特定地域での環境汚染により改革の機運はますま
す高まってきているものの、気候変動を含む環境
への圧力はもはや特定の地方や地域にとどまらず、
世界全体の開発にとって深刻な課題となっている。

2  気候への投資、成長への投資  統合報告書




大半の国はパリ協定に基づき国レベルでの行動計
画を提案しているが、これらを全部合わせてもパ
リ協定の長期目標を達成するには不十分である。
2030 年 ま で の 「 各 国 が 自 主 的 に 決 定 す る 貢 献
(NDC)」は前向きな一歩であるが、NDCが完全に
履行されても、温暖化は3℃前後に達し、甚大な混
乱や経済的損害をもたらす。NDC目標の意欲の高
さが不十分である理由は様々であるが、一般に、
気候変動対策の経済的、社会的コストが多額に上
ると考えられていることや、他国が自国並みの厳
格な気候変動対策を実施しなかった場合の自国の
競争力低下が懸念されていることなどが理由とし
て挙げられる。パリ協定の「強化された透明性枠
組み」にもかかわらず、これらの懸念は消えてい
ない。さらに、政治情勢や投資回収期間が長いこ
とも、低排出開発の長期的な恩恵と、より安価だ
が高炭素の選択肢の短期的（だが究極的には持続
不可能な）恩恵とを競わせることになっている。
気候変動の将来的な損害は遙か先の出来事のよう
に思われてきたため、早めに十分な対策を推進す
る理由にはなりにくく、短期的な利益が優先され
る傾向にあった。しかし、気候崩壊の脅威は、時
間的にも空間的にも従来型のリスク管理問題では
ない。短期的なコストは多くの場合特定の地域に
とどまるが、対処を怠れば、将来的には特定の地
域だけでなく世界全体でに恩恵が得られなくなる。

現在の計画ではパリ協定
の目標に届かない
3℃前後の温暖化は、現在の「各国
が自主的に決定する貢献 1'& 」が
全て完全に履行されても進み、甚大
な損失をもたらす可能性が高い。

包摂的かつ気候と調和した成長
『気候への投資、成長への投資』は、どうすれば
気候変動対策が、長期的な成長と万人のウェル・
ビーイングを確保しつつ、短期的に包摂的な経済
成長を創出し得るかを示している。各国政府が結
束して低炭素経済への「決定的移行」を実現する
ように行動すれば、力強い成長を構築できるだけ
でなく、気候変動による将来の経済的損害を回避
することもできる。そのためには、気候変動対策
と整合的な成長促進政策と、低炭素インフラ及び
技術への投資を動員するために調整された一連の
政策とを組み合わせる必要がある。
近代的なインフラへの投資は経済成長の重要な土
台であるが、金融危機以降、投資不足が一般化し
ている。エネルギー、上下水道、廃棄物管理、交
通サービス、通信は経済活動の土台であり、
「持続
可能な開発目標」（SDGs）を達成する上でも極め
て重要である。多くの先進経済国は公共インフラ
投資の赤字に苦しんでおり、成長を害している。
大半の新興経済国は、増加する人口に対し、誰も
が近代的サービスを利用できるようにするための
大規模投資を必要としている。
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各国は現在、根本的な選択に直面している。各国
は将来の世界全体のウェル・ビーイングを支援す
る類いのインフラ投資を行うのか、それともそれ
を深刻に損なう類いのインフラ投資を行うか、と
いう選択である。インフラ投資は、成長の源であ
るだけでなく、将来のGHG排出と資源の効率性を
決める重要な要素である。それを例えば発電所の
種類を通じて直接的に、そして例えば交通システ
ムと都市計画を通じて人々の行動に影響を与える
ことによって間接的に決定するものである。正し
い選択をするためのチャンスは極めて小さい。イ
ンフラ需要は世界経済とともに拡大していく。し
たがって、投資対象となる大半のインフラとその
物的資産の寿命の長さを考えると、将来のGHG排
出量は向こう10年の投資選択により確定されるこ
とになる。インフラの新設や改良に投資すること
は現在の成長を確保する上で重要な部分であるが、
正しい種類のインフラに投資することが、持続可
能な成長の実現に不可欠である。気候変動リスク
を管理し、長期の持続可能な成長を実現するため
に、インフラ投資は低炭素でエネルギー効率が高
く、かつ気候変動に対して強靭な投資である必要
がある。
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絶好の機会
現在の経済情勢――例えば大半の国では実質金利
が低い――は多くの国の政府に、パリ協定の目標
達成に道を開きつつ成長を再刺激するべく、正し
いインフラに投資する好機を提供している。各国
政府は構造改革、実効的な気候変動対策を組み合
わせ効果的な行動を確実なものとするため様々な
規制枠組みの間の整合性を徐々に向上させていく
必要がある。気候変動対策と成長促進政策を一体
化することで、低炭素インフラ・技術・サービス
市場の拡大、市場における気候変動対策の明確性
向上・信認強化、イノベーション及び効率化への
インセンティブ強化など、数多くの経済的機会が
もたらされる。G20がブリスベンサミットにおける
「2％のGDP引き上げ」公約を再吟味し、成長を押
し上げる取り組みを強化する準備に入っている中、
以上に述べた機会等は今日的な意義を有している。
現状、G20諸国における2％引き上げ目標は半分未
満しか達せられていない。各国で必要とされる政
策介入の時期と政策構成は、それぞれの開発にお
いて優先される課題とどのくらい気候変動リスク
にさらされているかによって大幅に異なる。

G20諸国は各国の経済構造と開発度の違いを認識
し、先頭に立って気候変動と成長に関する取り組
みの両者を一体化していく絶好の立場にある。G20
諸国は世界全体のGDPの85%、CO2排出量の80%を
占めるだけでなく、イノベーション、貿易、開発
金融を通じて世界の他の国々に多大な影響を及ぼ
している。またG20全体として、低炭素経済への移
行をリードしている。G20諸国は世界全体の風力発
電設備容量の98%、太陽光(PV)発電設備容量の97%、
電気自動車シェアの93%を占めている(IEA, 2017)。
GHG排出量の削減策や様々な政策間の優先順位は
国により異なるが、G20は低炭素成長への移行の先
頭に立ち、世界全体の移行を加速させる技術のコ
スト低減やベストプラクティスを創出できる。例
えばPV発電のコストは主要市場では2010年以降
低炭素経済への移行は、その経済自体が包摂的な
約80%減少している。G20諸国が先導的な役割を果
ものでなければ成功しない。気候変動対策と整合
的な成長政策を政治的に実施可能にするためには、 たさなければ、移行が有効になるか不透明である。
それが一般家庭と企業の両者に及ぼす影響を考慮
する必要がある。円滑に機能する税及び福祉制度
に加え、対象を絞り込んだ措置を講じることで、
気候変動対策が貧困家庭に及ぼす恐れのある逆進
的な影響を相殺することができる。過去の産業構
造の転換に関する経験に照らせば、炭素集約度が
高い活動に依存している労働者や共同体は、移行
にかかわる計画立案に早い段階から積極的に関与
すべきである。リストラや工場閉鎖が起こり得る
場合には、当局は透明性を心がけるとともに、関
連する企業、部門、共同体と連携して、経済的に
持続可能な代替策を用意し、政策措置に対する政
治的、社会的支持を得るべきである。低炭素経済
に向けた技術及びビジネスモデルの転換に指針を
示す上では、明確な政策シグナルを送ることも極
めて重要である。

より良い成長のための協調
成長政策と気候変動対策を組み合わせた場合の恩
恵は、協力する国々が増えるほど大きくなる。各
国が同時に行動することで、気候変動に対する解
決策に規模の経済が生じ、学習効果から得られる
利益が拡大し、技術コストの低減が加速し、新技
術の普及を促す。また、同時に行動することで、
炭素価格制度や炭素規制に直面していない国の競
合企業が有利になるという、企業側の懸念も軽減
することができる。
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気候変動対策と成長促進
的な改革を組み合わせた
場合の成長押し上げ効果＊
*の年の*'3を 2.5％ 押し上
げる。気候変動による経済的損失の回
避分まで含めると、押し上げ効果は

4.6％に上昇する。
＊図表を参照。
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気候と成長のための「決定的移行」
現在のグローバルなマクロ経済環境は、経済成長を押し上げつつ、速やかに気候変動対策を講
じる機会を提供している。低金利により財政余地が増していることで、各国政府は、将来の財政
状態を危険に晒すことなく、より柔軟に支出を選択できるようになっている。比較的財政余地が少
ない国においても、経済成長の強化と包摂的かつ低炭素な開発との整合性を図るために税と支
出の構成を最適化する機会は存在する。
成長を強化するための多くの政策は、低炭素排出
経路への移行を後押しすることもできる。同様に、
低炭素インフラへの投資を刺激するための措置を、
成長に役立てることもできる。経済成長と低炭素
への移行はともに、新技術の開発及び普及と、低
炭素で生産性の高い経済活動への効率的な資源再
配分に依存している。したがって、技術の普及を
活性化し、資源の再配分を円滑化する政策は、経
済成長と気候変動両方の目的に沿うものであり、
費用対効果の高い低炭素への移行を確保すること
ができる。こうした措置は混乱を招くこともある
が、そうした影響は、成長の恩恵を広く行き渡ら
せることにより、また、新たな経済的機会（教育、
職業訓練）へのアクセスを改善し、十分な社会的
セーフティネットを労働者に提供する政策を通じ
て、相殺することができる。

気候変動を抑えつつ成長に弾みをつける
ための決定的移行
本報告書で提示されているOECDの新たなモデル
分析作業はIEA(2017)に依拠し、経済改革と野心的
な気候変動対策を統合的かつ相乗効果的に組み合
わせることで、どのように長期的な気候変動目標
の達成に必要な投資を動員しつつ、経済成長に弾
みをつけることができるかを示したものである。
結果が示す通り、このような「決定的移行」を各
国が共同で行った場合、温暖化を50%の確率で2℃
未満に抑える経路に至る現在の政策経路に比べ、
長期的なGDPをG20平均で2.8%押し上げることが
できる（図表1、右図）。重要なのは、正味の成長
押し上げ効果は短期的にもプラスだということで
ある（左図）。
このモデルの成長押し上げ効果は、低炭素かつ気
候変動に対して強靭なインフラへの投資、気候と
整合的な非エネルギーインフラに資金供与する追
加的な財政措置、資源配分を改善する成長促進的
な改革政策、技術展開、グリーンイノベーション
の組み合わせによりもたらされたものである。


  

成長政策と気候変動対策を組み合わせた場合の恩
恵は、エネルギー価格上昇、規制強化、耐用年数
以前に座礁資産化する可能性のある高炭素資産な
どの影響を相殺して余りある。大半の国では、炭
素税収は公的債務の削減に充てられると想定され
る。したがって、このモデル分析における一連の
政策による総合的なマクロ経済的便益には、大半
の国の公的債務の対GDP比の大幅な低下も含まれ
る。

気候変動の損害回避が追加的な便益をもた
らす
気候変動による損害の回避というプラスの影響の
推計を考慮すれば、2050年の正味のGDP押し上げ
効果は、各国政府が更なる対策を講じない場合に
対して4.7%へと上昇する。経済的損害については
ある程度までモデル分析のベースラインにすでに
取り込まれているが、気候変動による損害は、経
済モデル分析に取り込むことが困難な要素を通じ
て、経済成長やウェル・ビーイングにはるかに大
きな脅威をもたらしかねない。沿岸地域の洪水や
異常気象事象の発生頻度及び強度の増大など、こ
れらの甚大で非線形かつ予測不可能な経済的損害
の影響は極めて大きくなる可能性がある。現時点
における気候変動対策に調和的な成長の長期的な
恩恵をより現実的に捉える上では、モデル分析の
結果をより完全な被害額の推計により補完するこ
とが重要である。さらに、排出削減対策を講じな
い場合には、更なる大規模損害が本モデル分析の
予測期間の先の2050～2100年に見込まれる。推計
によれば、気候変動対策を講じない場合の2100年
までの年間GDPコストの予測の上限は世界全体で
10～12%となる。
決定的移行による影響は各国の経済構造により異
なるであろうが、化石燃料の輸出国でも、政策が
適切であれば、損失を相殺し、経済成長を押し上
げることができる。これは（モデル分析から得ら
れた）重要な知見である。なぜなら、気候変動対
策では通常、化石燃料輸出活動における生産や雇
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気候と成長のための「決定的移行」

より野心的な気候シナリオの推進

用の低減など、化石燃料輸出国に経済的負担を強
いることが見込まれるからである。しかし、適切
に管理された成長促進的な改革や先を見越した財

温暖化を2℃未満に抑えるだけではパリ協定の目

政政策と並行して、炭素税収を賢く再循環させれ

標を達成することはできない。「2℃を大きく下回

ば、決定的移行において、これらのコストは軽減

る」と「1.5℃に抑える努力」の意味するところを

することができる。その結果得られる成長押し上

正確に定義するのは難しいが、より野心的なシナ

げ効果は、座礁資産やエネルギー価格上昇の影響

リオについては温暖化を2℃未満に抑える確率を

をはるかに上回る。結果が示す通り、G20経済各国

より厳格な対策によって50%から66%へと引き上
げた場合ということで本レポートでは定義する。

の2050年までのGDP押し上げ効果は、損害の回避

このシナリオは、G20の議長国であるドイツに併せ

分を含めずに、2～3％となる。

図表．決定的移行において気候変動対策と経済改革を組み合わせた場合のG20の成長押し上げ効果
（2℃未満達成確率50%）＊
*平均、ベースラインに対する*'3差、％
2021年

2050年






















図表．より野心的なシナリオにおいて気候変動対策と経済改革を組み合わせた場合のG20の2050年の成長押し上げ効果
（2℃未満達成確率66％）＊
＊
 *平均は、*諸国（欧州連合を除く）のを占める一部加盟諸
国の加重平均。「脱炭素化向け純投資」は、℃未満気候目標の達成に必
要な特定の投資の効果を含む。
「財政措置」は、気候に優しい非エネルギー
インフラ及びソフトインフラ（教育及び研究など）への追加投資を含む。
投資合計は全ての国の公共投資の増加（*'3の）と一致する。緩和
政策の結果として投資引き揚げに陥った国はこの投資引き揚げ分を穴埋
「2(&'製品市
めすると想定。ここでモデル分析されている構造改革は、
場規制指数」を用いて推計された、経済的柔軟性及び資源配分を改善す
るための措置パッケージを含む。イノベーションは、℃未満シナリオの
達成に必要な研究開発費の増加（シナリオ）及び*'3の％に相当
する研究開発費の増加（シナリオ）を含んでいる。座礁資産は,($
の推計による。規制環境は、より柔軟な規制環境における移行コストの
削減分を含む。損失に関して、ここに提示されているシミュレーション
は、頻度、深刻度、場所の予測が困難なために異常気象などによる損失
を除いた、潜在的損失の一部のみを含む。1RUGKDXV  の損失関数を
用いて、気温上昇関連の世界全体の損失をモデル分析した。
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*平均、ベースラインに対する*'3差、％











移行を先送りすると
費用は高くつく
対策が年まで先送りされると、
％の*'3損失が生じる

て提出されたIEAの報告書に提示されており、本分
析はそれに基づいている(IEA, 2017)。OECDの新た
なシミュレーションによれば、このより野心的な
GHG排出削減シナリオは経済成長の強力な土台に
もなり得るもので、2050年のGDPをG20平均で約
2.5%押し上げるが、この押し上げ幅は気候被害の
回避分まで考慮すれば約4.6%へとさらに高まる。
野心的な成長促進的改革をイノベーションや国に
よっては炭素税収の再循環と合わせて実施すれば、
エネルギー価格の上昇や座礁資産から生じうる損
失を上回ると考えられる（図表2）。ただし、この
シミュレーション結果には慎重な判断を要する。
必要な経済変革は極めて迅速かつ大幅になるため
予測が難しく、このシナリオのマクロ経済的影響
についてはモデル分析が困難だからである。これ
らの変革には、一部の化石燃料集約型エネルギー
活動の座礁化、世界の建築物に対する大規模投資、
輸送システムの抜本的変革などが含まれる。低炭
素経済への移行の経済的側面を変え得る資源効率
の高い循環経済や新たなビジネスモデル、技術革
新などの重要な進展がこの先どの程度生じるかな
どもこのシナリオでは考慮していない。

主要国による決定的対策

気候変動対策の国際的な調整が不十分だとしても、
積極的に対策を講じる国々は、主導国間の連携を
通じて気候変動対策と成長政策を組み合わせた場
合の恩恵を享受し、時間とともに他の国々に対し
てその恩恵を示すことができる。上述の対策が成
長に恩恵をもたらすことや、その政策が低GHG製
品に対する需要を推進し、イノベーションに弾み
をつけることが考えられるため、これらの主導国
の経済が総合的に見て競争優位性において劣る可
能性は考えにくい。主導国は、汚染減少による健
康改善など、対策の短期的な副次的恩恵も享受す
る。一方、積極的に対策を講じる国々は、経済の
大規模な構造変革に備える必要があるかもしれな
い。特に、炭素集約型部門の企業の中には、あま
り政策が厳しくない国へと移転する企業も出てく
るかもしれない。こうした場合、労働力の適切な
移行を確保するための措置だけでなく、構造改革
を並行して進める必要が高まる。このシナリオで
は、その収入を賢く用いる炭素価格制度など、費
用対効果の高い脱炭素化政策の重要性が一段と高
まる。主導国グループ以外の国々は、炭素集約型
対策先送りのコスト
産業の分野である程度の短期的な競争優位を得ら
れるものの、後に座礁資産の増加に直面する可能
排出量削減対策を先送りすると多額のコストも生 性が高い。さらに、気候リスクの高まりなど、こ
じる。各国は気候変動の脅威が長期的であること、 れらの国々が他国に課す負担はますます明瞭化し、
気候変動対策が経済、物流、競争力に及ぼす影響 国際地政学上の様々な問題に、より広範な影響を
という短期的なリスクに対する政治的抵抗などの 及ぼす可能性がある。
理由で脱炭素化を先送りしがちである。しかし先 
送りしても、いざ対策を講じる段階になってから 国際情勢の如何にか関わらず、成長促進的な政策
移行のコストが増えたり、突発的な調整を迫られ と気候変動対策の適切な組み合わせは、統治構造
たりするだけである。後になってより厳格な政策 や経済構造、社会構造に応じて、国ごとに異なる。
が導入されれば、それまでに建設された高炭素イ 以下のセクションでは、まず、各国の特徴が排出
ンフラに影響が及び、経済全域で座礁資産が増加 削減経路やインフラの選択にいかに影響するかに
することになる。推計では、2025年以降になって ついて、次に、構造改革と気候変動対策の異なる
から気候変動対策を加速する「対策先送りシナリ 組み合わせが各国の様々な状況に照らして、いか
オ」の場合、決定的移行と比較すると、10年後の に成長の引き金になり得るかについて、分析する。
GDP損失はG20平均で2%となり、化石燃料の純輸
出国ではさらに大きくなる。この損失は先送りさ
れた移行の開始直後に発生し、金融市場が不安定
化するとさらに増幅される可能性がある。最大の
不確実性は座礁資産の規模である。座礁資産の測
り方について更なる研究が必要である。
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決定的移行のための
経路及び優先課題

パリ協定の長期的な気温目標は、長期的に地表大気中に放出される長寿命*+*の一定量に
換算することができる。この世界全体の「炭素予算」は、最善の提示方法として、気温目
標の解釈の仕方、*+*濃度に対する気候の反応度合い（気候感度）、二酸化炭素以外の*+*
排出量の役割などに関する不確実性を反映し、一定の幅を持って示される。所与の（純）
炭素予算に合致する総*+*排出量の水準は、全体予算の枠内に正味排出量を維持するため
大気中から排出量が除去される前に一時的に上限を超えられるようにする、「負の排出
QHJDWLYHHPLVVLRQV 」技術に関する想定にも左右される。世界全体の炭素予算と両立する
経路は国ごとに異なる。

推計によれば、2℃未満維持の可能性66％と両立す
る、2015年から温暖化ピーク時までの世界全体の
炭素予算は590～1240 GtCO2であり、これは現在の
ペースでの化石燃料関連CO2排出量の約15～30年
分にあたる1。炭素予算内にとどまるには、決定的
移行により創出される世界全体の排出量経路が、
以下の3点を満たす必要がある。

約度は高止まりしているからである。したがって、
各国政府が更なる対策を講じなければ、経済成長
が上向くに従い、世界全体のCO2排出量は再び増
加に転じる可能性が高い。

□ 世界全体の排出量がピークを迎える時期を可能

パリ協定の緩和目標は極めて厳しいものである。
電力供給を脱炭素化し、エネルギー効率を高め、
電力の需給管理を改善するためにスマートグリッ
ド（次世代送電網）やスマートストレージを展開
し、交通や建築物など他のエネルギーのエンド
ユース（最終利用）を電力化するためには、エネ
ルギー部門を大幅に転換させる必要がある。しか
し、エネルギー部門は低炭素への移行の筋書きの
一部を占めているにすぎない。農業、林業、その
他の土地利用が総GHG排出量の4分の1近くを占め
ており、そのうちの約半分は農業からの排出であ
る。土地利用部門は、GHG（畜牛や稲から排出さ
れるメタンや、肥料の使用から発生する窒素酸化
物などを含む）の排出源であると同時に（林業や
土壌中の炭素ストックから発生する）CO2の吸収
源でもあるので、エネルギー関連排出量向けに残
さなければならない炭素予算に大きく影響する。

な限り前倒しする。
□ その後の GHG 排出量が急速に減少する。
□ 今世紀後半の正味の GHG 排出量はほぼゼロか、
マイナスとする。

世界全体の排出量のピーク時が後ろにずれ込むほ
ど、炭素予算内にとどまるためにその後必要とな
る排出量削減のペースは速くなる。ピークの排出
量があまりにも多かったり、ピーク時があまりに
も後ろにずれ込んだりすると、野心的な緩和目標
を達成するための選択肢は失われてしまう可能性
がある。前述にように、対策を先送りするとコス
トも増加する。さらに、2030年までに世界全体の
排出量のピークに達することができなければ、世
界の平均表面温度の上昇を、1.5℃はおろか、2℃未
満に抑えることも不可能となる。この点は特に重
要である。というのも、エネルギー起源の世界全
体の総CO2排出量はこの3年間横ばいで推移して
いるものの、*全体の一次エネルギーのCO2集
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低排出経路

℃未満を維持するための
世界全体の炭素予算

適応経路は重要な計画立案ツール
適応もパリ協定の核心部分を占めている。大幅な
排出量削減策は、気候変動による影響の強度を弱
めることにより、適応の必要性を薄れさせる。し
かし、大幅な気候影響はすでに固定化されてい
るので、適応や強靭性のための計画立案や投資
は極めて重要である。気候変動に対する脆弱性は、
地理や所得、ガバナンス、開発に関する選択など
により、各国の国内でさえ部門ごとに大いに異な
る。社会経済的なトレンドや国境をまたぐ影響も
重要である。

エネルギーの&2集約度（&2トン／WRH73(6）

様であり、また、地方及び地域の気候変動予測は
不確実性を伴うため、何らかの時点において適応
の必要性に包括的に対処することは可能ではな
化石燃料関連の&2 排出量が現在の
いし、望ましいことでもない。
「適応経路（adaptation
ペースでa年続くと予算は尽き
pathway）」は、短期的及び長期的なリスクを削減
る。排出集約型インフラの固定化を避け
する喫緊の計画立案及び政策決定を行うために構
るには今後年が極めて重要である。
 築し得るものである。これらの適応経路は、経路
依存性や極めて重要な決定ポイントを特定し、柔
軟かつ将来を見据えた意思決定アプローチを創出
温暖化を2℃未満に抑える世界全体の経路をモデ する手段を提供する。国家的な適応計画は、気候
ル分析した大半のシナリオでは、全てのGHGの排 変動について説明したり、強靭化投資を指示した
出量を削減するだけでなく、今世紀後半に「正味 りするうえでの、国及び地方公共団体の意思決定
（ネットベース）の負」の排出を実現することも 者の能力を高めることができる。適応戦略関連の
必要となる1。土地利用及び森林は、再森林化、森 手法には、国家的な気候変動リスク評価、各種
林伐採回避、炭素ストックとしての土壌の保存及 指標、大型インフラプロジェクトの綿密な評価
び回復などを通じて、GHGの純排出源から純吸収 などが含まれる。
源へと移行しなければならない。農業も、人口の
増加による食料需要の増加を満たしつつGHG効率 各国の経路
を高める可能性を持っているが、これを現できる
かどうかは人口統計や食事嗜好、作物収量面の技 低排出経路、適応経路とも各国に特有のものであ
術進歩などにかかっている。エネルギー関連のCO2 る。この点は、ともにCO2排出量の重要な決定要素
排出量は、先進的なバイオ燃料導入や、炭素回収・ である、現在のエネルギーのCO2集約度及びGDP
貯留（CCS）設備を導入した発電所においてバイ のエネルギー集約度がまちまちであることからも
オエネルギーを利用することによっても削減する
明らかである。図表3の線は、本報告書が依拠して
ことができる。CCSは「負の排出」をもたらす手
段になり得るが、そのために必要な技術は商業的 いるIEAの2℃未満66％シナリオの経路に乗るため
規模においては関連のいずれのアプリケーション に必要とされるGDP当たりCO2排出量の水準をも
でもまだ実証されていない。土地を巡る競合や、
食料需要を満たし、炭素ストックを保全し、生物 図表3．G20諸国の2014年の炭素集約度及びエネルギー集約
多様性を保護しつつ、十分なバイオマスを生産で 度と2050年への経路
きるかどうかについても、懸念が残っている。

現時点において下す決定が、国際的にしろ、そう
でないにしろ、気候変動に対する将来の脆弱性に
影響を及ぼす。しかし、気候変動への脆弱性は多

*'3のエネルギー集約度
（7)&／*'3、WRH／千米ドル、年333ベース）
注：*諸国（欧州連合を除く）平均は、年の統計データ及び年、年、

したがって、本報告書が依拠しているIEA(2017)の想定はこの点において
保守的であることに留意が必要である。

年、年の,($℃未満％シナリオ予測。等値線は、&2集約度とエネルギー
集約度の他の実施可能な組み合わせを示す。一次エネルギー総供給量（73(6）／最終
エネルギー総消費量（7)&）は一定との想定に基づき推計。7RH＝石油換算トン。

出所：,($「ワールド・インディケータ」及び,($℃未満％シナリオ予測に基づいて
推計。
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決定的移行のための経路及び優先課題

たらすこれら2つの決定要素の、2030年、2040年、
2050年の組み合わせを示している。図表3はG20諸
国の2014年の位置もプロットしており、各国がパ
リ協定の目標達成に向けて最も適切な経路を選択
する際の、出発点や直面している課題の違いを
はっきりと示している。
各国のCO2の排出量経路は、それぞれの状況の違
いに応じて異なったものとなる。図表4は、IEA2℃
未満66％シナリオに基づく2050年までのCO2排出
量の経路を新たに評価したもので、G20平均だけで
なく、先進経済諸国と新興経済諸国グループの平
均も示している。2010年を排出量の起点とする評
価では、世界全体のCO2排出量は2050年までに約
80％減少する。先進経済諸国では最初から排出量
が急速に減少し始め、2050年までに極めて低い水
準へと収斂することが見込まれる。しかし、新興
経済諸国の経路は全く異なる。上位中所得諸国で
はグループ全体として、現時点から緩やかに減少
し、やはり2050年までに低い水準へと加速するこ
とがわかる。低位中所得諸国ではその経済的、人
口統計的発展段階を前提として、2025年頃まで排
出量が増加し続け、その後緩やかに減少して再び
2010年の水準になることがわかるる。

様々な政策の妥当性を理解するには、エネルギー、
工業、土地利用その他のGHG排出源の相対的重要
性を考慮して、低排出経路がどのように各国のエ
ネルギー部門及び非エネルギー部門の両者に適用
されるかを理解する必要がある。共通の特徴を有
する国のグループは、成長政策と気候変動対策の
組み合わせに関する計画立案に際し、政策策定に
関する分析を共同で実施することで大きな便益を
得られるだろう。

図表．所得グループ別の排出量経路
エネルギー関連&2排出量指数
年＝

高所得諸国
上位中所得諸国
低位中所得諸国
*平均＊

これらのシナリオは、見込まれる各国の経路が多
様であることを示すばかりでなく、経済的繁栄を
損なわず、かつ求められる排出量のピークを前倒
しするためには、経済成長と排出量削減を両立し
得る政策（気候変動対策実施支援を含む）が重要

注：データの制約により、*諸国にはアルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、

であることも示している。新興市場（中所得）経

トルコは含まれていない。
出所：,($（）及び2(&'の推計。

済諸国の場合は特にそれが重要である。
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クリーンで強靭なインフラに
対する投資の拡大
インフラ投資は、低排出かつ気候変動に強靭な経路への決定的移行の一環として、経済成
長を下支えする上で極めて重要であるが、インフラの現在の水準と種類では不十分である。
多くの先進国ではインフラの質が低下し、一部の国では公的資本ストックが減少し、開発
途上国ではエネルギー及び基礎的公共サービスへのユニバーサルアクセスを実現するため
のインフラ投資の強化が必要とされている。低排出かつ気候変動に強靭なインフラに対す
る投資の拡大を下支えする国家的なインフラ計画は、進展しているものの、の改善が求め
られている。

図表．G20諸国のインフラの質及び基礎的サービスへの
アクセス、所得グループ別
インフラ
全体の質
インターネット
利用者数（人口
100人中）

電力供給
の質

良質の
水源への
アクセス
（全人口に
占める
割合）

道路
の質

良質の
衛生施設へ
のアクセス
（全人口に
占める
割合）

鉄道
の質

電力へのアクセス
（全人口に占める
割合）
高所得諸国

港湾の質
航空輸送の質
上位中所得諸国

低位中所得諸国

出所：:()（）及び世界銀行（日付不明）（年月にアクセス）に基づいて著
者らが作成。

  
  

インフラの質及びその結果としての基礎的サー
ビスへのアクセスは、所得国グループごとに大
幅に異なっており、それらは成長及び開発の質
に影響を及ぼしている（図表5）。開発途上国の
場合、気候及び人口に関わる課題を考慮する以
前に、成長を持続させ、急速な人口増加や都市
化により生じる基礎的ニーズを満たすために、
未曽有の規模のインフラ投資が必要となる。本
報告書のOECDによる新たな推計によれば、気
候変動対策を考慮しなくても、2016～2030年に
約95兆米ドルのインフラ（エネルギー、交通、
水、電気通信）投資が必要となり、これは年間
約6兆3,000億米ドルに相当する。輸送はこの投
資ニーズの43%、エネルギーは34%を占めるが、
その60～70%は新興経済諸国によるニーズとな
る。
新たな推計はまた、インフラが2℃未満66%シナ
リオと整合的な水準に達するためには、今後15
年の投資ニーズが年間6兆9,000億米ドルに達す
ることを示している。この場合、インフラ投資
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図表．低炭素の未来のための年間インフラ投資
ニーズ及び燃料節減
世界全体の推計額（a年の年平均、
兆米ドル（年換算）
）
インフラ投資

参照事例

2℃未満66％

化石燃料支出
（輸入価格ベース）

参照事例

2℃未満66％

交通

水及び衛生

発電及び送配電

電気通信

一次エネルギー
サプライチェーン

エネルギー需要

へと大規模に振り替えるとともに、経済のエネ
ルギー効率を高めるための需要側の投資を今後
数年間大幅に増やす必要がある。
低排出経路に乗るには短期的に投資を拡大する
必要があるというのは明らかであるが、その正
確な額は依然として不確かである。他のモデル
分析作業（IEA, 2016）によれば、長期的に（2050
年まで）見ると、投資ニーズの総額は通常シナ
リオの場合より低炭素シナリオの場合の方が少
なくなる可能性が高い。これには、特に都市部
における低炭素交通へのモーダルシフト（交通
手段の転換）により、必要とされる自動車数と
駐車場スペースが減少することによる節減が含
まれる。長期的に見ると、化石燃料依存度の低
い世界になれば、必要とされる港湾容量や石
油・ガスタンカー、石炭輸送用の後背地鉄道な
ども減少する可能性が高い。他方、デジタル化
やエネルギーシステムのスマート化により、電
気通信システムへの追加的な投資ニーズが生じ
る可能性がある。G20諸国は、自国の低排出開発
戦略関連の実際のインフラ投資ニーズに対する
理解を深める必要がある。

大半の既存のエネルギー及び輸送インフラは、
化石燃料が安価で潤沢に存在していた世界向け
出所：エネルギー需給は,($（）、道路及び鉄道インフラは,($（D）、空港及び
に設計・建設されたものである。インフラの耐
港湾は2(&'（）、電気通信は0F.LQVH\（:RHW]HOHWDO）。水及び衛生の推計
額は、%RR]$OOHQ+DPLOWRQ（）、0F.LQVH\（:RHW]HOHWDO）、2(&'（）
用年数が長いことを考えると、今後10～15年に
の推計額の平均。
適切なタイプのインフラに投資することを怠る
の総額は参照事例の上記推計額より約10％多く と、世界をGHG集約度の高い開発経路に固定化
なる（図表6、左図）。これは、交通、上下水道、 するか、さもなければ多くの資産を座礁化させ
エネルギー供給及び使用に関連するインフラ投 る恐れがある。また、環境破壊だけでなく、金
融システムを不安定化させ、経済成長の可能性
資である。
を害する、深刻で恐らく不可逆的なリスクを伴
追加的な資金コストは全体として少なく、2030 う可能性もある。上述のように、本格的な決定
年までの燃料節減が年間1兆7,000億米ドルに及 的移行の開始時期が遅れれば遅れるほど、エネ
ぶことにより、長期的には相殺される可能性が ル ギ ー 部 門 そ の 他 の GHG 集 約 度 が 高 い 活 動 に
高い（図表6、右図）。これは、健全な低排出経済 とって、移行はより難しく混乱を伴うものとな
る。低炭素経路へ向かうことは、インフラ投資
成長への論拠をさらに強化する。
を加速し、経済成長及び開発を短期的に後押し
エネルギーインフラに焦点を絞ると、低排出経
路の達成にはエネルギーの使用及び生産方法の
根本的転換が必要となり、そのためにエネル
2℃未満を維持するために
ギー部門向け投資を29%％増やす必要がある（図
必要な投資
表6、上位3階層）。IEA2℃未満66%シナリオの場
今後年の間の新規インフラ向けは
合、2050年までに電力の95%を低炭素化し、新車
の70%を電化し、既存の建築物ストックを全て改
年間兆億米ドル。
修し、工業部門のCO2集約度を現在より80%低く
気候問題を考慮しない場合の年間イ
する必要がある(IEA, 2017)。これを達成するには、
ンフラ投資ニーズ（兆億米ドル）
よりわずか％増加するだけである。
エネルギー供給向け投資を低炭素な代替選択肢
注：参照事例シナリオは、各国政府が更なる気候変動緩和策を講じないと想定。
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し、交通渋滞や人口過密、大気汚染、エネルギー
アクセスといった積年の問題を軽減する機会を
もたらすのである。

インフラプロジェクト・パイプラインの
透明性強化
長期的な計画立案は低炭素への移行にとって極め
て重要な第一歩であるが、G20諸国には、こうした
計画を投融資可能な低排出インフラプロジェクト
へと転換する能力も求められている。G20首脳は
2014年、世界全体の投資及びインフラ不足に対処
する上では各国のインフラプロジェクトのパイプ
ライン（建設計画）が重要であるとの認識を示し
たが、それでも、大半の国は、インフラ投資パイ
プラインに関する明確で透明性の高い情報が依然
として欠けている。インフラ整備計画及びニーズ
の可視化は、民間投資家の信認を得る上で優先課
題であり、極めて重要である。現在の投資計画が
公表されている場合でも、しばしばエネルギー部
門に限定されており、総じてGHG排出を緩和し、
適応を下支えするというパリ協定の約束と整合し
ていない。さらに、G20諸国は、輸出信用や公的金
融を通じて、パリ協定との整合性が求められる他
の国々のインフラ開発に対しても大きな影響力を
有している。
G20諸国における発電所の現在の既存設備容量及
び現在の建設予定に関する新たな分析 2によれば、
再生可能エネルギー向け投資への転換は始まって
おり、今後15年間続いていく可能性が高い。これ
は世界全体の建設中設備容量の3分の2は再生可能
エネルギー技術に関するものであることからも分
かる。これは、IEAの2℃未満66%シナリオにより
求められている水準に近い（図表7、右図）。この
心強い傾向にもかかわらず、建設中プロジェクト
の 20% 以 上 は 依 然 と し て 石 炭 発 電 所 で あ る 。
416GWの石炭発電所が着工前の開発段階にあり、
543GWの石炭発電所が開発保留中なので、この数
字はさらに大きくなる可能性がある。こうした傾
向が続けば、パリ協定に規定されている気温目標
は達成できなくなる。
イノベーションは、低排出成長を達成する上で重
要な役割を果たす。現時点で利用可能な技術を用
いて直ちに大きな成果を上げることは可能であり、

また必要であるが、低炭素への転換を完全に果た
すには、広範なイノベーションと新たなインフラ、
技術、ビジネスモデルの展開が必要となる。重工
業は、様々な技術の新たな組み合わせにより、食
料需要を持続可能な形で満たしつつ正味（ネット
ベース）の負の排出を実現する必要があるだけで
なく、プロセス排出量を緩和し、化石燃料依存度
を低減させるブレークスルー技術も必要となる。
変動性のある再生可能エネルギー源のシェア拡大
を円滑に進めるためのエネルギー貯蔵の急速な進
歩など、エネルギー部門のイノベーションも重要
である。上述のように、構造改革は、こうしたグ
リーンイノベーションを円滑化し、それにより経
済成長を促進する上で、重要な役割を果たすこと
ができる。
図表．発電所の現在の設備容量及び現在の建設予定と2℃
未満66％シナリオで求められる設備容量との比較
技術別の稼働発電所、
総設備容量に占めるシェア

技術別の設備容量追加
総建設中設備容量に占めるシェア

■石炭 ■石油 ■ガス ■原子力 ■再生可能エネルギー
出所：ⅰ）*諸国の建設中の石油及びガスについては3ODWWV:(33（）、ⅱ）*

 建設予定プロジェクトを分析するための十分な情報を入手できるのは、
アンケート調査や商用データベースが、稼働中、建設中止、公表済み、
着工前段階、建設中の設備容量に関する情報を追跡している電力部門の
みである。
  
  

諸国の建設中の石炭については*OREDO&RDO3ODQW7UDFNHU（）、ⅲ）*諸国の建設
中の原子力については,($（）、ⅳ）*諸国の建設中の再生可能エネルギーについ
ては,($（E）、ⅴ）,($の℃未満％シナリオによる世界全体の設備容量追加につ
いては,($（）に基づく著者らの分析。



クリーンで強靭なインフラに対する投資の拡大   15

成長促進的な改革、気候変動対
策及び整合的な投資条件の一
体化
決定的移行のために必要な投資を動員するため、各国政府は成長促進的な構造改革を整合
的な気候変動対策及び投資政策環境により支える必要がある（図表）。低排出インフラへ
の投資を動員するための最も効果的な政策の組み合わせは、公共投資及び民間投資それぞ
れの寄与度など、各国の事情により異なる。

より高い成長、より包摂的な成長を促進する構造
改革－製品市場の競争を高める措置、雇用へのア
クセスを円滑化する措置、技術の向上を図る措置
など－は、低炭素経済への移行を支え得るもので
あり、気候及び成長のための決定的移行の重要な
一部である。2050年までの低炭素経路により含意
されている迅速なインフラ・技術・産業転換を実
現するためには、資源再配分を迅速化するととも
に、技術普及を加速化する必要がある。さらに、
最も大きな打撃を受ける炭素集約度の高い産業の
労働者を移行期を通じて支援するために、労働市
場の再活性化も必要となりうる。
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これらのニーズに応える手助けとなる成長促進的
な改革は、経済活動の生産性を高め、新規参入者
が新たな機会を活用し得ることにも繋がる。再配
分を容易にすることは、低炭素技術への投資を増
やし、長期的な生産性の向上をもたらす研究開発
(R&D)その他の知識資本への投資を押し上げるこ
とにもなる。そのためには、製品市場、金融市場、
労働市場、住宅市場の改革が必要となる。要する
に、現状維持、あるいは段階的移行にとどまる政
策では、気候の観点からも、経済の観点からも、
不十分なものとなる恐れがあるということである。

図表．気候及び成長のための十分に調整された政策枠組みを構成する3要素

整合的な
投資環境

成長促進
的な構造
改革

気候変動
を対象とした
政策

移行の土台としての強力かつ整合的な
気候変動対策

気候変動対策の包摂性や累進性を高める契機とな
る。

炭素価格制度は、生産者及び家計を低炭素・成長
志向型の行動と投資に誘導する強力で費用対効果
の高いツールとなり得る。しかし、炭素価格はこ
れまでのところ低水準となっている。特に、明示
的な炭素価格に加え、エネルギー税を炭素価格に
換算した「実効炭素価格」(effective carbon rates)で
見るとそれは顕著である。現在、G20諸国内の大半
のCO2排出は全く価格付けされておらず、価格付け
されている場合でも、91%はCO21トン当たり30
ユーロ（1トンのCO2排出から生じる最少の社会的
費用に関する保守的な推計額）未満となっている。

化石燃料補助金は依然として広く行われており、
負の炭素価格シグナルとして働くことによって、
CO2や汚染物質の排出量増加をもたらす。2014年の
G20諸国全体の化石燃料補助金は、消費関連が
3,540億米ドル、生産関連が180億米ドルに上った。
これらの補助金は政府にとって多額の財政支出と
なる。例えば、補助金改革に乗り出す前のメキシ
コとインドネシアでは、化石燃料補助金の財政負
担は、メキシコの場合で対GDP比1.4％、インドネ
シアの場合で4.1%にも達していた。これらの補助
金の受益者の大半は中所得層と高所得層であり、
逆進的な性質も有していた。一般に、化石燃料補
助金改革については、実施前にエネルギーサービ
スを改善したり、貧困層向けの支援措置を導入し
たりすることにより、政府は改革をより受け入れ
られやすいものにすることができる。

炭素価格が存在する場合でも、インフラ投資への
その影響は、価格シグナルが企業や家計向けの移
行支援措置や適用除外措置により弱められている
といった理由により、多くの場合、限定的かつ間
接的なものにとどまっている。また、炭素価格制
度から得られる公的収入の使途を適切に定めない
と、炭素価格制度の実効性が損なわれたり、政治
的に受入られにくくなる可能性がある。他方、炭
素価格収入を賢く利用すれば、他の税の縮減や貧
困層の負担の軽減などにより、財政状況を改善し、
  

炭素価格制度が国の気候変動対策の核心に据えら
れる場合でも、しばしばその国の事情や政治的妥
協により、制度設計は不完全なものとなり、情報
の非対称性、行動様式の変化などの非価格障壁、
新税や増税への社会的反対などの要因の影響を受
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炭素価格は十分に
高くない
けやすくなる。したがって、炭素価格制度は、投
資インセンティブ、規制と基準、情報政策、低炭
素イノベーション向け措置など、他の政策手段に
より補完することが必要となりうる。ただし、政
策間の相互作用については、注意深く評価する必
要がある。

より広範な投資条件を低排出かつ強靭な
投資向けに調整する
気候変動対策の実効性を高め、決定的移行におけ
る低排出経済成長に一層資するようにするために
は、気候変動対策が運用されるより広範な政策環
境を、気候目標と十分に整合させる必要がある。
何十年にもわたり化石燃料に基づく経済成長を支
えるために整備されてきた既存の政策枠組みは、
意図せぬ形で、炭素価格制度から発せられる低排
出投資のシグナルを弱めてしまう場合があるから
である。政策の齟齬は、投資、競争、貿易、租税
など、多くの政策分野で特定することができる。
第一の優先課題は、発電の公平な競争条件を整え
るなど、成長促進的な改革について低炭素成長と
整合的なものとすることである。さらに、低排出
かつ気候変動に強靭なインフラへの投資及びイノ
ベーションを事業として成り立ちにくくさせる政
策や規制を特定し、修正する必要がある。例えば、
適切に設計されていない支援制度や国内の天然資
源賦存状況に関する不正確な地図は、再生可能エ
ネルギーに対する投資の魅力を損なうことになり
かねない。土地利用と交通の整合性のない計画立
案は、特に都市部における炭素集約度の高いイン
フラや行動の固定化をもたらす可能性がある。
一部の土地利用政策も気候目標と政策齟齬を来す
可能性がある。この衝突を解決することは、土地
利用上の優先課題とのバランスをとりつつ、土地
利用部門の低排出経路への貢献を最大化する上で
極めて重要である。例えば、農業投入財補助金、
価格維持方策、農産物関連の関税及び補助金、さ
らに、場合によっては作物保険料に対する補助金
も、しばしば、より排出集約度の高い慣行を助長
したり、適応技術への投資を阻害したりする（た
だし、政策設計が持続可能性目標と整合している
国もある）
。また、共有地への自由なアクセスによ
る土地の劣化も例として挙げられる。
（私有や長期
リースを増やすための）土地保有制度改革や伝統
的制度及び土地利用権の持続可能性を強化するこ
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現在、CO2排出量の60％は価
格ゼロであり、30ユーロ以上に価格付
けされているのは排出量の10％に満た
ない。価格付けは、化石燃料補助金な
ど、気候変動対策と齟齬を来している政
策によりさらに妨げられている。G20諸
国の2014年の化石燃料補助金は、消費
関連が3,540億米ドル、生産関連が180
億米ドルに上った。

とは、劣化した地勢の回復や土地の劣化防止への
民間投資を促し、ひいてはより多くのCO2を貯留す
る助けになり得る。

公共インフラの選択及び調達
中央政府レベル及び地方政府レベルの公共調達は、
経済全体において重要な役割を果たしている（先
進国の場合は平均でGDPの13%、新興経済国の場
合はしばしばもっと高い）
。これは、低排出かつ強
靭なインフラを含め、成長促進的なインフラ投資
にとっては特に重要である。公共調達は、革新的
な低GHG産業資材及びインフラを選択するための
市場を創出することもできる。調達判断基準の中
で、ライフサイクルCO2排出量に対する価格付けを
行うことにより、排出量削減への競争を促進する
ことが可能となる。こうした潜在的可能性を解き
放ち、調達をパリ協定の目標に沿ったものにする
ためには、公共調達機関を強化する必要がある。
気候変動に対する強靭性、特にインフラの強靭性
を強化するための取り組みは、それぞれの国や地
方に特有の事情を考慮する必要がある。一般に、
実施すべき適切な措置を決める最善の位置にいる
のは、インフラの所有者や事業者である。しかし、
公共部門はインフラ投資の現在の方向性を、経済
及び気候関連のショックに対する強靭性を強化す
るという目標に沿ったものにすることや、環境を
整え適応への民間投資を促すことを通じて、重要
な役割を果たすことができる。適切に設計された
規制枠組み、気候リスクや外部経済への価格付け
に関する情報及び政策調整の改善は、所有者、事
業者、金融機関による適切な強靭化投資を促進し
得る。

包摂的・累進的かつ企業に
恩恵をもたらす移行
気候変動対策が全般的な経済成長や福祉に恩恵をもたらし得る場合でも、大半の国は野心
的な政策改革を実施する上で政治的課題に直面している。現在の高*+*排出社会における
既得権益者及び既存事業者は、政府が決定的かつ一貫した行動を採ることを妨げる可能性
がある。決定的移行においては、特に化石燃料や電力部門における特定の資産は価値を喪
失し、経済的に座礁するため、雇用面に影響が出る可能性がある。雇用全体への影響は軽
微なものになる可能性が高くても、*+*集約度の高い活動の業態転換や技術変更に伴い、
雇用転換が生じる。
大半の国の経済は、化石燃料その他のGHG集約度
の高い諸部門と「込み入った関係」にある。これ
は、これまでの経済発展に対するそれらの部門の
大きな貢献を反映している。化石燃料生産国では
なくても、税収、金融市場、年金基金、雇用は、
程度の差はあれ、GHG排出活動に依存しており、
強力な気候変動対策を実施しようとすれば、政府
は大きな葛藤を抱える可能性がある。政府が気候
変動対策に対して省庁横断的かつ分野横断的なア
プローチを採らない限り、この「込み入った関係」
により、気候変動対策は二律背反的なものとなら
ざるを得ない。

脱炭素化及び適応経路の明確化は、GHG集約度の
高い活動からの移行による構造的帰結を政府が予
期し、備え、周知する助けになる。これにより、
資産価値の破壊は最小限に抑えられるはずである。
鉄鋼の世界的過剰生産能力など、景気循環その他
の要因と関連した変動は、政府が産業界に転換へ
の準備をさせることを可能にする。

低炭素への移行から最も大きな打撃を受ける労働
者のために機会を創出することが、極めて重要で
ある。移行が雇用に与える全体的な影響は軽微か
もしれないが、全ての部門や活動にわたる再配分
が必要となり、一部の部門においてはそれが大規
各国政府はかつて、一部の重工業の近代化及び事 模なものとなる。労働組合は移行により様々な課
業再構築について学ばざるを得ない状況に置かれ 題が生じることを認識しており、労働者が「公正
ていた。その経験は、GHG集約度の低い社会への な移行」－環境的及び社会的に持続可能な雇用、
移行を進める上で、影響を受ける企業やコミュニ 部門、経済を計画し、そこに投資する先制的措置
ティへの関与などについての参考となりうる。造 を含む移行－において一定の役割を果たすべきこ
船部門や鉄鋼部門に適用されている措置には、基 とを唱えている。気候変動対策に調和的な経済発
金や特定目的の補助金（事業再構築投資への支援、 展にとっては、労働者の再訓練及び移動を予期し、
閉鎖への支援など）の創設、特別立法、財政措置 円滑化する適切な計画の立案と、政府、雇用主、
労働者間の積極的な社会対話が極めて重要である。
などが含まれる。
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低炭素への移行は家計にも直接的な影響を及ぼす。
エネルギー供給コストが少なくとも短期的には上
昇し、家計は新しい効率的な機器やインフラに切
り替えるための移行コストに直面する可能性があ
る。炭素価格制度の導入などによって、家計はエ
ネルギー単価の上昇にも直面しうる。これらの変
化は逆進的なものであり、貧困世帯が最も大きな
打撃を受ける可能性があるが、目的を適切に定め
た炭素税収の再活用によりこの影響は相殺するこ
とができる。多くの国では、エネルギーアクセス
の改善と価格引き下げのニーズが、低炭素エネル
ギーの導入を円滑化するための政策選択に強く影
響する。一部のG20諸国やその他の国々で始められ
ている化石燃料補助金改革は、どうすれば政府は
エネルギー価格の上昇を補償し、逆進的な影響を
回避することができるかを示している。

影響力が絡んでくる。利害関係の繋がりや多様性
に対する理解を深めることは、政府が、多くのニー
ズに対処し、企業、諸機関、市民社会、政府各省
庁にわたり、行動を支持する勢力を結集させる政
策決定を行う助けになり得る。これにより、貧困
軽減や包摂性など、他の喫緊の優先政策課題を疎
かにすることなく、移行をより持続可能なものと
することができる。このような幅広い参画を、低
GHG開発戦略を策定する際の指針を決める国内プ
ロセスに、その不可欠の要素として、取り入れる
べきである。

結局のところ、パリ協定の目標を達成する可能性
を高めるためには、政治経済上の考慮を、
「各国が
自主的に決定する貢献(NDC)」を実施するための
国内戦略策定プロセスの早期に取り入れることが
極めて重要である。さらに、低排出かつ気候変動
しかし、低炭素経済が全てのアクターを包含し、 に強靭な成長への「全政府的」アプローチの追求
全てのアクターに機会を提供しなければ、移行の も、政府が高炭素部門及び活動と「込み入った関
成功はおぼつかない。移行は、中央・地方政府か 係」にならないようにする助けになり得る。
ら民間部門、労働者、市民に至るまで、あらゆる
人々に影響を及ぼし、これらの様々な利害関係や
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決定的移行のための
資金の動員
低排出かつ強靭な経路を追求するために必要とされる投資フローを動かすためには、整合
的な気候変動対策とそれに適合した投資枠組みが極めて重要であるが、それだけでは不十
分である。必要な資金を動員するためには、インフラファイナンス向けの多様な金融商品、
効率的なリスク配分及びリスク緩和手法の活用、低炭素投資向けの公的金融機関、気候リ
スクを正確に評価する金融システムなども必要である。
低炭素エネルギーインフラを含む、インフラのプ
ライベートファイナンスは過去10年間で様変わり
している。再生可能エネルギープロジェクトは、
プロジェクトファイナンスの仕組みを通じて、よ
り多様な資金調達プールにアクセスできるように
なっており、年金基金などのエクイティ投資家や
時にはプロジェクト債なども対象となっている。
同時に、銀行は不良債権や規制の厳格化などの課
題に直面しているため、機関投資家による投資や
資本市場といった補完的な資金調達源を開拓する
必要に迫られている。低排出への移行には、低排
出かつ強靭なインフラのために必要とされる民間
投資資金の動員に向けて、残存する障壁を克服す
るための取り組みを大幅に強化する必要がある。
新たなモデルやパートナーシップは、伝統的な金
融アクターの役割の変化やそれぞれの強みを活用
し、低炭素インフラ向けの資金調達を拡大してい
る。例えば、銀行と公益事業体の、あるいは開発
金融機関と機関投資家の協力強化は、再生可能エ
ネルギーや建物及び産業のエネルギー効率化な
ど、低排出経路の主要な要素のための資金調達を
円滑化する大きな可能性を秘めている。
ガバナンスや規制の弱さ、通貨変動、国内資本市
場の欠如などによる、インフラ資金調達関連の現
実的ないし想定上のリスクは引き続き民間投資を
阻害しており、特に新興経済国においてそれは顕
著である。低排出インフラ向け投資関連の特定の
リスク及びリターンに対する理解を深める必要も
ある。これらのリスクはしばしばアセット・クラ
スとしてのインフラに関連したものであり、伝統
  

的に、期間の長さや初期費用の多さ、さらに、政
治、規制、マクロ経済、事業などに関わるリスク
や最近では気候変動リスクなども、その特徴とし
て挙げられる。
先の経路分析の箇所で述べたように、技術及びイ
ノベーションが極めて重要な役割を果たすにもか
かわらず、クリーン技術への新規のベンチャー
キャピタルファイナンスは減少しつつある。現在
の投資モデルは、必ずしもクリーン技術が必要と
する資本集約度や長い開発期間に沿ったものでは
ない。政府は、エネルギー効率化及び低排出イン
フラ分野の研究開発ファイナンスのための官民協
力の強化やビジネスモデルの改良により、特に初
期段階や商用化の際のクリーン技術向け投融資の
ボトルネックを解消する必要がある。

低排出インフラ向け
投融資の強化
年以降、インフラ分野におけるプ

ライベートファイナンスの（兆
億米ドル）は再生可能エネルギー
向け。
大手多国籍開発銀行 0'% によるインフ

ラファイナンスの約は低排出かつ
気候変動に強靭なインフラ向けの支援。
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様々なリスク緩和及び「ブレンド」ファイナンス
のアプローチが開発されているが、それらを強化
する必要がある。保証、信用補完、通貨ヘッジ、
より多様化している保険商品などのツールは、
様々なアクターのリスクを緩和したり、リスク配
分を改善したりする助けになる。また、グリーン
ボンドや証券化ローンなどの金融商品も、インフ
ラプロジェクト向けの信頼できる長期の資金調達
基盤を確保する助けになる。プライベートファイ
ナンスの呼び込みに焦点を当てたブレンドファイ
ナンスモデルは、公共投資を最適化しつつ、イン
フラ向け民間投資を脱リスク化し、動員すること
ができる。

に関する情報開示の改善、民間投資を動員する取
り組みの刷新などにより、インフラ投融資を、特
に輸送及び水部門（図表9）において、低排出経路
により一層沿ったものとする余地がある。MDB及
び二国間金融機関には、その目標を達成するため、
強力なマンデートが必要である。また、各国と連
携し、意識の向上を図るとともに、譲許的な気候
ファイナンスへのアクセスを活用しつつ、低排出
かつ気候変動に強靭なインフラに対する需要を喚
起する必要がある。特に新興国及び開発途上国に
おけるファイナンスを強化するためには、MDB、
二国間アクター、NDB間の協力や共同的取り組み
を強化する必要がある。

開発銀行（一国単独及び多国間）及び開発金融機
関(DFI)は、官民の橋渡し役として極めて重要な役
割を果たし、各国が持続可能な低炭素開発経路に
乗る助けになる。国の開発銀行(NDB)はG20諸国に
普及しており、その一部は低排出かつ気候変動に
強靭なインフラ向けに投融資する取り組みを始め
ている。多国籍開発銀行(MDB)及び二国間DFIは、
野心的な気候関連投融資を行うとともに、インフ
ラ向けに多額の投融資を実施しつつ、民間の気候
投資を動員する取り組みも強化している。MDBは、
株主である政府を通じて多額の資金を活用すると
ともに、海外で開発された知識、専門的ノウハウ、
イノベーションを動員することができる。それで
もまだ、MDBは、気候関連投融資が投融資全体に
占めるシェアの引き上げ、投融資全体の炭素影響

各国政府も、グローバル金融システムが、気候リ
スクをより正確に評価し、低排出かつ気候変動に
強靭なインフラ向け投資へと移行していくよう導
くために協力する必要がある。金融システムがパ
リ協定及び持続可能な開発目標に沿う方向へと幅
広く転換できるようにするためには、気候変動の
影響及びリスクに関する情報開示及び報告を充実
させる必要がある。政策は、金融システムの全域
にわたり、気候変動リスク管理の主流化及び気候
変動リスクの開示に基づく効率的な資産価格評価
に重点的に取り組む必要がある。金融安定理事会
(FSB)による取組みの進展にもかかわらず、公的金
融機関は依然として出遅れており、G20各国の対応
もまちまちである。

図表．MDBの気候関連インフラ向け投融資のシェア及びインフラ向け投融資の総額（10億米ドル）
、部門別、
2013~15年の平均
エネルギー

エネルギー

輸送及び
保管

輸送及び
保管

水供給及び
衛生

水供給及び
衛生

通信

通信
気候関連

非気候関連

注：本グラフは、次の0'%から2(&'開発援助委員会 '$& に報告されたデータに基づく。アフリカ開発銀行 $I'% 、アジア開発銀行 $'% 、欧州復興開発銀行 (%5' 、欧州投資
銀行 (,% 、米州開発銀行 ,'% 、イスラム開発銀行 ,V'% 、世界銀行グループ :%* （国際金融公社 ,)& も含む）。プロジェクトの気候関連部分は、「共同0'%気候ファイナンス追
跡手法」に基づく、緩和、適応、あるいは緩和及び適応の両者を対象としたもの。0'%の投融資は譲許的支援及び非譲許的支援の両者を含む。
出所：2(&''$&統計システム。
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主な政策提言

Main policy messages

上述の分析は、G20諸国が低排出で気候変動に強靭な経路へと確実に移行し、経済を方向転換しつつ強
力で包摂的な経済成長を創出するために採用できる、幅広い政策上の優先課題を示している。
構造改革と広範な国家開発戦略に環境上の責務を統合し、力強く持続可能でバランスの取れた成長を目
指す上での基本的な柱である我々の物理的環境の役割をそこに反映させる。
□ 生産性と経済活動の両者を押し上げ、低排出で気候変動に強靭な経済を下支えする構造改革政策を実
施する。資源再配分の容易化、技術開発及び普及の迅速化、労働市場の活性化、企業の参入及び退
出を円滑化する措置を実施する。
□ 財政政策には、経済成長を復活させ気候変動対策に調和的な投資をしているというシグナルを強化する
潜在的可能性があることを認識し、国家財政政策を見直し、最大限利用して、低排出で気候変動に強靭
なインフラ投資と、気候に重点を置いたR&Dなどのソフト投資を増やす。
□ 適切な評価基準と分析ツールの開発を継続して、気候変動の影響と対策を講じない場合のコストを経済
政策の設計と実施に組み込み、より持続可能な長期成長モデルへと移行する。
□ 低排出で気候変動に強靭な成長を全政府的アプローチで追求し、特にインフラ部門における投資環境
全体で気候目標に対する障壁と政策不整合に対処する。その出発点として、OECDの『低炭素経済移行
のための政策調和（Aligning Policies for a Low-carbon Economy）』を用いる。
□ 「持続可能な開発目標」を達成する上で不可欠な食料安全保障、貧困の軽減、人の健康とウェル・ビー

イングとの関連で、気候変動と生物多様性保全との相互依存性に対する理解を深め、その管理を改善
する。
パリ協定の完全実施に向けた集合的・各国の取り組みを加速させる。
□ 国際協力の深化とより意欲的な行動と支援を促すためのモニタリング、報告、評価や、集合的進捗に対
する確たる評価など、パリ協定における世界全体の実施状況確認・遵守メカニズムの確立に共同で取り
組む。
□ 長期的な低排出開発戦略の経験を集めて共有し、「各国が自主的に決定する貢献」（ＮＤＣ）と短期的な
対策をこれらの戦略と一貫させる。これらの戦略は、気候目標及び経済発展目標に統合的に対処し、投
資ニーズの規模と性質についての期待を形成するとともに座礁資産の最小化を支援すべきである。
成長を持続可能なものにするには、包摂的でなければならないことを認識し、低排出で気候変動に強靭な
経済に向けた移行を推進する政策を社会的に進歩的なものにする。
□ （低排出への）移行が持つ社会的、経済的意味合いを、より効率的に政策と計画の立案に組み込む。影
響に晒される労働力、共同体、地域を特定し、地方の能力を評価し、影響に晒される労働力の再訓練な
どの対応措置を講じることで、各部門の事業再編を支援する。

主な政策提言
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気候変動に対する強靭性を高めるため、柔軟で将来を見据えたアプローチを意思決定に採用し、地方、地
域レベルでの気候変動の影響を巡る不確実性を考慮して、これらのアプローチを頑健なものとする。
□ 長期の低排出開発戦略と調和し、短期的行動と脱炭素という長期目標との折り合いをつけたインフラプ
ロジェクト・パイプラインを、気候変動に強靭なインフラへの投資に切り替える手段として構築する。
□ インフラプロジェクト間のデータ格差を是正し、例えば、G20のグローバルインフラハブ（GIH）やOECDの
支援を受けて、投資ルートに関する情報を改善する。
□ 空間計画基準や技術基準といった、インフラの気候変動に対する強靱性を高める特定の政策と規制を
導入する。例えば、気候リスクを審査し、調達手続きを含む公共投資に組み込む。
経済の全域にわたり気候変動緩和の潜在的可能性を実現する。
□ 燃料助成の段階的廃止に期限を設けるなどして、燃料の無駄遣いを促進する非効率的な化石燃料補助
金の改革を急ぐ。改革の基礎として、例えばピアレビューを通じて、国際比較可能な補助金情報の対象
をより多くの国と支援の種類に拡大する。補助金改革に成功した進歩的な実例を共有する。
□ 炭素価格制度の対象範囲を拡大し、影響と排出量削減の進捗状況を追跡し、実効的な炭素価格制度の
政策経験を共有して、柔軟で将来を見据えた政策決定に情報を提供する。最低炭素価格、漸進的価格
引き上げ、排出量取引制度との連携といった分野での共同行動を模索する。
□ 農業、森林、その他の土地利用部門における巨大な気候変動緩和ポテンシャルを活用する。森林その
他の生態系の既存の炭素貯蔵量を保全、拡大する。正味（ネットベース）の森林減少と森林劣化を回避
する。土壌（特に有機土壌）の管理を改善する。新技術と持続可能な実践の開発と普及への投資を増や
すことにより、農業部門における緩和を刺激する。窒素肥料の効率的、効果的な使用を促進し、過剰使
用を制限する。
□ 公共調達を活用して低排出インフラに投資し、先行市場の創設を通じて産業及びビジネスモデルのイノ
ベーションを誘発する。例えば、気候関連の判断基準を公共調達の決定プロセスに組み込む。
□ 「ミッションイノベーション」のような国際的共同取り組みを通じて、研究、開発、実証の取り組みを実施、
強化して、産業及び道路交通、海運、航空部門におけるGHG排出削減に不可欠な技術、エネルギー貯
留技術及び「マイナス排出」技術を飛躍的に進歩させる。
移行のための資金を動員する。
□ 多様なリスク軽減ツール、改良された環境リスク分析、多様な金融商品及びモデルを有効活用を進め、
低排出で気候変動に強靭なインフラへの民間投資を動員する取り組みを拡充する。
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□ 金融規制と金融慣行間で生じ得る政策齟齬の評価及びそれへの対処、気候変動リスクに対する市場の
価格付与能力の向上、気候変動が金融安定性にもたらすリスクの評価により、グローバル金融システム
を気候変動対策とより整合的なものにする施策を講じる。
□ 多国間、二国間、一国単独を問わず、全ての開発銀行及び金融機関に対し、低排出インフラ及び気候
変動対策への取り組みを支持するために目標と行動計画を設定し、気候変動のリスクの情報開示を改
善し、民間投資を動員する取り組みを強化し、特に脆弱国において気候変動に対して強靭なインフラを
整備するための政策・設計枠組みを引き続き支援していくよう、呼びかける。
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