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平成28年度気候変動適応効果可視化事業の概要

平成28年度事業

案件形成のロードマップ

適応のストーリー作り
FS調査

（市場・制度調査、実施体制構築、
ビジネスモデル構築等）

スケールアップ・
資⾦⽀援の獲得

 気候変動の国際交渉において適応分野の重要性は増しており、緑の気候基⾦（GCF）の適
応への活⽤など、適応⽀援が活発化。適応をビジネスチャンスととらえる動きも広がりを⾒せている。
 途上国における適応事業への我が国の貢献可能性、また、⼤型案件の発掘、資⾦⽀援策の

拡充、横展開するためのビジネスモデル等、我が国の取り組みの在り⽅に関する調査及び検討を
実施し、「温暖化適応ビジネスの展望」を策定した。
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事業（１）適応分野における
市場規模・事業規模調査、適応
ビジネスの在り⽅検討、「温暖化
適応ビジネスの展望」策定等

① 適応分野における市場規
模・事業規模調査（市場規模、
有望分野、グッドプラクティス事例
集作成）
② 委員会による検討

事業（２）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
① FS調査案件の公募
② 案件の選定・採択
③ 採択案件の実施委託及び執
⾏管理、調査⽀援

事業（３）我が国の取組の国
際・国内発信
① 国際発信（アジア太平洋適
応ネットワークでの発表、COP22
でのサイドイベント開催等）
② 国内発信（国内フォーラムの
開催）

⼈材育成、普及・啓発
案件組成・拡⼤



 2008年、Carbon Disclosure Project (CDP) の調査結果で、FT500企業*1の
うち、気候変動をイノベーションや新規ビジネスの機会ととらえている企業が82%と、
リスクととらえる企業79%を上回った。

 2015年、Caring for Climate (C4C)*2はレポート”The business case for 
responsible corporation adaptation”で、気候変動がもたらす新たなビジネス
チャンスを挙げ、企業は適応をビジネス機会ととらえ、戦略を打ち⽴て、コミュニティや
投資家、消費者、株主からの信⽤を獲得するためアピールすべきと⽰唆。

今後は、現実に起こっている気候変動によるバリューチェーンへの悪影響、経済損失の
拡⼤への対応策が必要であり、その対応策がビジネスチャンスとなる。

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

確⽴、拡⼤を⽬指す
3. 適応対策を講じ、リスクを軽減することで、ビジネスの継続性が⽣まれる

* 1 FT500: フィナンシャルタイムズが毎年発表している全世界上位500社の時価総額ランキング
* 2 Caring for Climate (C4C): UN Global Compact、UNEP、UNFCCCによるジョイントイニシアティブ 5

リスクからチャンスへ

*1 UNEP ”The Adaptation Finance Gap Report 2016”
http://web.unep.org/adaptationgapreport/sites/unep.org.adaptationgapreport/files/documents/agr2016.pdf 
*2 為替換算レート＝100円／ドル
*3 UK Department for Business Innovation and Skills “Adaptation and Resilience (Climate Change) (A&RCC) 2011/12, July 2013” 
https://www.gov.uk/search?q=Adaptation+and+resilience+climate+chage+A%26RCC 
*4 為替換算レート＝155円／ポンド

※2016年5⽉調査時点

適応ビジネスの潜在的市場規模は
2050年時点で年間最⼤50兆円

国連環境計画（UNEP）*１は、気温上
昇を産業⾰命前から2℃に抑えた場合、
途上国で適応にかかる年間コストは
2025年〜2030年に14兆円~ 30兆円
（1,400億ドル~ 3,000億ドル）、
2030年~ 2050年に28兆円~ 50兆円
（2,800億~5,000億ドル）*2と推定。

世界の適応・強靭化製品・サービス
市場における⺠間企業の売上⾼は

年間約11兆円

英国政府*3は、2011 ~ 2012年にお
ける世界の適応・強靭化製品・サー
ビス市場における⺠間企業の売上⾼
は約11兆円（687億ポンド）*4と
算定。また、適応における⺠間企業
の売上⾼を推計し、５年間で約7％の
ビジネスの拡⼤を予測。
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海外の適応市場規模調査



順
位 国名 2010/11

売上げ
2011/12

売上げ
成⻑率

%
シェア

（2011/12）
%

1 ⽶国 14,317 14,812
（2兆3千万円） 3.5 21.6

2 中国 8,552 9,040
（1兆4千万円） 5.7 13.2

3 ⽇本 4,267 4,389
（6,800億円） 2.8 6.4

4 インド 3,876 4,110
（6,370億円） 6.0 6.0

5 ドイツ 2,664 2,970
（4,600億円） 11.5 4.3

6 フランス 2,274 2,314
（3,590億円） 1.8 3.4

7 英国 2,111 2,125
（3,290億円） 0.7 3.1

8 イタリア 1,841 1,937
（3,000億円） 5.2 2.8

9 ブラジル 1,653 1,799
（2,790億円） 8.8 2.6

10 ロシア 1,718 1,773
（2,750億円） 3.2 2.6

他43ヵ国 23,387
（36,000億円）

合計 65,772
（10兆円）

68,656
（11兆円） 4.4

 世界のA&RCCの売上げ*の90%以上を53ヵ国が占めており、これら53ヵ国について記載されている。
 2010/11年は658億ポンド（約10兆円）、2011/12年は687億ポンド（約11兆円）。

順位 国名 2010/11
売上げ

2011/12
売上げ

成⻑率
%

シェア
(2011/12)

%
13 インドネシア 993 1,115 12.4 1.6
15 韓国 1,083 1,041 -3.9 1.5
17 台湾 603 686 13.7 1.0
18 タイ 585 656 12.1 1.0
25 フィリピン 475 543 14.2 0.8
26 パキスタン 458 437 -4.6 0.6
32 バングラデシュ 333 328 -1.6 0.5
34 ⾹港 290 312 7.6 0.5
37 マレーシア 270 289 6.8 0.4
39 ベトナム 265 269 1.8 0.4
51 シンガポール 135 146 7.7 0.2

表1  53ヵ国の売上げ*のうち、上位10か国（百万ポンド） 表2  53ヵ国中に含まれるアジアの国（百万ポンド）

図1 A＆RCC国別売上げシェア53ヵ国中
上位10か国（2011/2012）
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英国による適応・強靭化(A&RCC)製品
およびサービス市場分析︓国別売上げと成⻑率①

* 売上げとは、各国企業が国内外で売上げたA&RCCに係る製品およびサービスの収⼊から、⼀部売上げが発⽣した国での収⼊を調整した数値を⽰す。
出典︓”Adaptation and Resilience (Climate Change) (A&RCC) 2011/12”July 2013, DBIS, UK GovernmentよりMUMSS作成

* 売上げとは、各国企業が国内外で売上げたA&RCCに係る製品およびサービスの収⼊から、⼀部売上げが発⽣した国での収⼊を調整した数値を⽰す。
出典︓”Adaptation and Resilience (Climate Change) (A&RCC) 2011/12”July 2013, DBIS, UK GovernmentよりMUMSS作成

 英国政府は、世界の適応市場における企業の売上げ*を調査し、成⻑率を予測している。
 上位53ヶ国の2010~2011の売上げ合計は65,772百万ポンド（10兆円）、

2011~2012は68,656百万ポンド（11兆円）。
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英国による適応・強靭化(A&RCC)製品
およびサービス市場分析︓国別売上げと成⻑率②



出典︓”Adaptation and Resilience (Climate Change) (A&RCC) 2011/12”July 2013, DBIS, UK GovernmentよりMUMSS作成

 「気候変動マネジメント」と「環境ファイナンス」部⾨の伸びが⼤きい。
「気候変動マネジメント」には、河川・堤防管理や気象観測サービスが含まれる。
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英国による適応・強靭化(A&RCC)製品
およびサービス市場分析︓セクター別売上げと成⻑率

⽇本企業の海外における適応活動の分野別及び地域別内訳

 企業による開⽰情報（年次報告書、CSR報告書、統合報告書、企業ウェブサイト等）で
確認できる活動を対象とし、UNFCCC Private Sector Initiativeにおける適応の類型を
参考に適応と推定される活動を選定した*。
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＊⼀つの企業が複数の活動を実施、また、⼀つの活動が複数の分野あるいは複数の国にまたがる場合がある。

⽇本企業による既存の適応活動の整理



⾃然災害に対するインフラ強靭化

エネルギー安定供給

⾷糧安定供給・⽣産基盤強化

保健・衛⽣

気象観測及び監視・早期警戒

資源の確保・⽔安定供給

気候変動リスク関連⾦融

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、
⽇本の⺠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。

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

【関連性の⾼いSDGs】

⽇本の⺠間企業が国際的に貢献しうる適応分野とは何か︖
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適応の有望分野の特定

平成29年度気候変動適応効果可視化事業の概要

事業（１）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
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聘
⑥ メールマガジン発⾏、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

事業（２）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（採択済）
① FS調査案件の公募
② 案件の選定・採択
③ 採択案件の実施委
託及び執⾏管理、調査
⽀援

事業（３）我が国の取組の
国際・国内発信
① 国際発信（COP23での
サイドイベント開催等）
② 国内発信（国内フォーラム
の開催、業界紙・雑誌等への
寄稿、セミナーでの講演等）

表彰制度の創設、効果の⾒える化の指標の適⽤、資⾦スキームとの連携実現、
推進体制のフル運営開始
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平成29年度事業

⼈材育成、普及・啓発
案件組成・拡⼤

平成30年度以降（案）

適応のストーリー作り
FS調査

（市場・制度調査、実施体制構築、
ビジネスモデル構築等）

スケールアップ・
資⾦⽀援の獲得

案件形成のロードマップ



適応貢献の可視化（平成28年度〜29年度）

⽇本の⺠間企業が国際的に貢献しうる適応貢献の可視化はどのようにするべきか︖

 適応活動、持続可能な開発⽬標（SDGs)、仙台防災枠組2015-2030等の指標や
ターゲットと関連づけることにより、適応貢献の可視化することを検討。
例︓持続可能な開発⽬標（SDGs）グローバル指標、ビジネス指標等

我が国が気候変動の影響に対応する適応分野で貢
献していく上で、企業としての国際的な事業を通じた貢
献の成果について効果の⾒える化を図ることは重要で
はないか。

企業のモチベーションを向上させ、適応課題の解決へ
⼀層の貢献を促進していくため、既存の「持続可能な
開発（SDGs）」に係る指標などを基に関係機関と
連携して、貢献度の指標等を構築し、当該指標を⽤
いて特定された優れた適応事業に対して表彰制度等
を適⽤することが、必要ではないか。

「温暖化適応ビジネスの展望」*から抜粋
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* 経済産業省「温暖化適応ビジネスの展望」
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/ondanka_platform/kaigai_tenkai/pdf/005_10_01.pdf

適応
分野 適応課題 企業名 持続可能な開発⽬標（SDGs）

災害による建築物等のインフラへの被害 清⽔建設株式会社

⾼潮や海⾯上昇による⽣活環境への影響 ⼤成建設株式会社

停電等による災害被害の増⼤ パナソニック株式会社

従来作物の栽培環境の変化 Dari K 株式会社

増加する⼭⽕事による動植物への影響 シャボン⽟⽯けん
株式会社

⾼温化及び⽔害の増加による感染症増加 住友化学株式会社

洪⽔等による被害の増加 ⽇本電気株式会社

⽔質の悪化と⽣活への影響と健康被害 ヤマハ発動機株式会社

異常気象による⾦銭的損失の増加 損害保険ジャパン
⽇本興亜株式会社

適応ビジネスのグッドプラクティスの抽出

詳細は、経済産業省「適応グッドプラクティス事例集」（2016年11⽉）参照
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/ondanka_platform/kaigai_tenkai/pdf/003_06_02.pdf



適応課題 災害による建築物等のインフラへの被害

企業名 清⽔建設株式会社

活動概要

気候変動による、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。

SDGs

（平成28年度版事例集より）⽇本企業による適応活動 ①

経済産業省「適応グッドプラクティス事例集」（2016年11⽉）参照
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/ondanka_platform/kaigai_tenkai/pdf/003_06_02.pdf

「シミズ海外ハザード評価システム」
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（平成28年度版事例集より）⽇本企業による適応活動 ②

適応課題 停電等による災害被害の増⼤
企業名 パナソニック株式会社

活動概要

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。

SDGs

ソーラーストレージ

住⺠の⽣活にもたらされた明かり（エチオピア）

16

出典︓経済産業省「適応グッドプラクティス事例集」（2016年11⽉）
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/ondanka_platform/kaigai_tenkai/pdf/003_06_02.pdf



適応課題 ⾼温化及び⽔害の増加による感染症増加
企業名 住友化学株式会社

活動概要

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）から世界で初めて⻑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。

SDGs 「オリセット®ネット」で喜ぶ⼦供

⽣産現場

（平成28年度版事例集より）⽇本企業による適応活動 ③
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出典︓経済産業省「適応グッドプラクティス事例集」（2016年11⽉）
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/ondanka_platform/kaigai_tenkai/pdf/003_06_02.pdf

適応課題 洪⽔等による被害の増加
企業名 ⽇本電機株式会社

活動概要

気候変動により、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。危険地域に対する洪⽔発⽣前警報の発
出を通じて被害の軽減に貢献することが、気象観測お
よび監視・早期警戒分野の適応策となる。

SDGs

（平成28年度版事例集より）⽇本企業による適応活動 ④

リアルタイムシミュレーション

アラート機能
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出典︓経済産業省「適応グッドプラクティス事例集」（2016年11⽉）
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/ondanka_platform/kaigai_tenkai/pdf/003_06_02.pdf



適応課題 ⽔質の悪化と⽣活への影響と健康被害
企業名 ヤマハ発動機株式会社

活動概要

気候変動による⽔害の増加は⽔源の汚染を拡⼤させる。
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。

SDGs

⽔の浄化前・後

安全な⽔を飲む⼦供たち（セネガル）

（平成28年度版事例集より）⽇本企業による適応活動 ⑤
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出典︓経済産業省「適応グッドプラクティス事例集」（2016年11⽉）
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/ondanka_platform/kaigai_tenkai/pdf/003_06_02.pdf

適応
分野 適応課題 企業名 持続可能な開発⽬標（SDGs）

洪⽔や⼟⽯流による斜⾯災害 川崎地質株式会社

気象条件に脆弱な電⼒システム 株式会社九電⼯
気候変動の影響による農地及び穀物⽣産量

の減少 味の素株式会社

海⾯上昇がもたらす塩⽔浸⼊による農地等の塩害 株式会社ユーグレナ

異常気象による地域の⽣態系や農業への悪影響 フロムファーイースト株式会社

⼲ばつ等がもたらす⽔不⾜による⾷糧⾃給率の低下 株式会社カワシマ

⼲ばつに伴う砂漠化進⾏による農地及び⾷糧の減少 東レ株式会社／
ミツカワ株式会社

降⾬や気温のパターンの変動による伝統的な農業へ
の影響

⼀般財団法⼈リモート・
センシング技術センター

⼲ばつ等による⽔不⾜や地下⽔の塩分濃度の上昇
等による⽔環境の悪化 旭硝⼦株式会社

洪⽔による農作物への被害、汚染された⽔による感
染症等の健康被害

オプテックス株式会社／
富⼠通株式会社

少⾬時の⽔不⾜による農業⽣産量への影響、豪⾬
時の洪⽔被害の深刻化 積⽔化学⼯業株式会社

適応グッドプラクティス事例集の拡充

平成28年度事例集より、さらに11例を追加 20



主な項⽬（案）

はじめに〜気候変動がもたらす新たなビジネスチャンス〜
1. 温暖化への適応とは
2. 途上国における適応ニーズの⾼まり
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ビジネスの事業活動例途上国における

適応ビジネスの事業構築例
6. 適応ビジネスへの⽀援制度
おわりに

参考資料・ウェブサイト⼀覧

ビジネスガイドブックの作成

企業のための

温暖化適応ビジネス⼊⾨

平成30年2⽉

 「適応対策とは何か」、「どのような適応事業の事例があるのか」、「⾃分たちの技術・製品
は途上国の適応策に貢献し得るのか」など、今後、新たに途上国での適応ビジネスの展開
を検討される企業の疑問に答える⼊⾨書を作成。

 平成30年2⽉23⽇（⾦）開催の国内フォーラム（都内）にて、発表予定。
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国内セミナー及び個別相談会

 適応活動に係る普及・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、
経済産業省殿の他事業、JETRO、JICA、他省庁の環境関連事業等の既存の取組と連
携して開催。

22

開催⽇ 主催 イベント名 登壇者

29年7⽉4⽇ ⽇本貿易振興機構
(JETRO) 太平洋諸島ビジネスセミナー 経済産業省

29年7⽉28⽇ ⽇本貿易振興機構
(JETRO)

アフリカ・ビジネス・セミナー︓
ハイファイブズと⺠間向け⾦融スキーム 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

29年9⽉13⽇ 地球環境センター
(GEC) ⼤阪JCMネットワークの会員向け勉強会 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

29年10⽉18⽇ 国際協⼒機構
(JICA)

2017年度課題別研修
「気候変動への適応」コース

経済産業省
三菱UFJモルガン・スタンレー証券

これまでに開催した国内セミナー



実現可能性調査（FS）の公募・採択済み

代表企業・団体名 事業名 対象国

株式会社坂ノ途中
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）

ラオス

イー・アール・エム⽇本株式会社 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 インド

SOMPOリスケアマネジメント
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

株式会社チャレナジー
⾵⼒発電と衛星通信を活⽤した気候変動に伴い増加する
災害に適応可能な電⼒・通信インフラの強靭化に関する実
現可能性調査

フィリピン

サンフォード株式会社 森の再成プロジェクト カンボジア

 平成24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に向けた実現可
能性調査」を実施。これまでに32件を採択

平成29年度実現可能性調査（FS）採択案
件
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適応に関する国際発信
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平成28年度事業におけるCOP22での国際発信活動の様⼦

 COP23 （2017年11⽉、ドイツ・ボン）への参加

① “RESILIENCE AS A BUSINESS:  How the Private Sector Can Turn 
Climate  Risk into Business and Investment”︓⽶州開発銀⾏と共催イベントを開
催予定

【⽇程】 2017年11⽉10⽇（⾦）午後5:30-午後8:00
【会場】 ヒルトンホテル・ボン

②「動き始めた⺠間セクターによる適応への貢献」と題したサイドイベントを開催予定
【⽇程】 2017年11⽉15⽇（⽔）午後2:30-午後4:00
【会場】 COP23会場内 ボン・ゾーン ジャパンパビリオン



適応に関する国内発信

平成28年度事業における国内フォーラム「途上国の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」開催の様⼦
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 国内フォーラムを開催予定
• 先進的な⽇本企業の適応ビジネスへの取組みの紹介
• 適応貢献の可視化に係る指標構築やインセンティブの在り⽅に係る検討成果の紹介
• 「企業のための温暖化ビジネス⼊⾨」の公表
• 実現可能性調査（FS）の成果発表 他
【⽇程】 2018年2⽉23⽇（⾦）午後（時間調整中）
【会場】 千代⽥区⼤⼿町1-9-2 ⼤⼿町フィナンシャルシティ グランキューブ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 会議室

2. クリーン・エネルギー・ファイナンス部のご紹介
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 排出権に係るコンサルティングを通じて、海外の温室効果ガス削減プロジェクト開発を⽀援
 クリーン開発メカニズム（CDM）・共同実施（JI）
 ⼆国間クレジット制度（JCM）

 適応を含む気候変動分野全般、気候変動ファイナンス、ESG投資等、幅広い領域における調査・コンサルティング・講演等を実施

 専⾨コンサルタントが約15名在籍
 東京を本拠に、タイ（バンコク）、インドネシア（ジャカルタ）に専属コンサルタントを配置

 排出権に係る先駆的コンサルタントとして有数の実績
 京都議定書発効前の2001年からCDMに取組んできたパイオニア
 CDM︓登録件数は⽇系企業トップ、⽅法論開発は⺠間企業としてグローバルトップ
 ⽇本政府のJCM実現可能性（FS）調査でもトップクラスの関与件数

クリーン・エネルギー・ファイナンス部の特徴とサービス概要

 環境ビジネスの海外展開⽀援
 クリーン開発メカニズム（CDM）や⼆国間クレジット制度（JCM）の推進を通じて培った海外事業案件の組成ノウハウを駆使し、環境

ビジネスにおける海外展開を⽀援
 2016年より、経済産業省事業を通じた、温暖化適応ビジネスに係る⽀援も開始

 ビジネスに資する気候変動分野全般に関する国内外制度動向等の調査・⽀援
 気候変動対策に係る国際交渉、技術移転、国内動向等の情報の提供
 気候変動ファイナンス（緑の気候基⾦、グリーンボンド等）に係る情報の提供等
 ESG投資の主に“E（環境）” の動向に係る情報の提供

 講演活動、メディア対応、政府審議会委員就任、⼈材育成活動
 国際的イベント、政府機関・⺠間企業・⼤学向けセミナー等で多数講演
 ⼤学・⼤学院における気候変動問題等に関する講義
 ⼤学院からのインターンシップ受⼊れ
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CDM︓排出権の売買を前提とした国連による国際的な市場メカニズム
JCM︓⽇本政府による補助⾦制度（排出権の国際取引不可）

＜活動の例＞
・省エネルギー対策

・再⽣可能エネルギーの普及拡⼤
・CO2の吸収源対策
・CO2の回収・貯蔵

＜活動の例＞
・渇⽔対策

・治⽔対策、洪⽔危機管理
・熱中症予防、感染症対策
・農作物の⾼温障害対策

・⽣態系の保全

緩和策
温室効果ガスの排出削減と吸収源の対策

適応策
影響への備えと新しい気候条件の利⽤

気候変動対策

当
社
の
⽀
援
機
会

資⾦（公的資⾦、⺠間資⾦）

途上国への技術移転

クレジット（排出権）の創出
CDM JCM

気候変動分野における調査・コンサルティング領域
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 本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性・完
全性を保証するものではありません。

 ここに⽰したすべての内容は、当社の現時点での判断を⽰しているに過ぎません。
 本資料は、お客様への情報提供のみを⽬的としたものであり、特定の排出権売買取引の勧誘を⽬

的としたものではありません。

留意点
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