
気候変動政策を巡る動向について

令和３年4月

経済産業省 産業技術環境局
環境経済室長 梶川 文博



1

 気候変動問題を重視するバイデン政権の誕生もあり、エネルギー・気候変動問題を巡
る国際的な議論が、今後、欧州・米国を中心に活発化していくことが予想される。

 本年のG7及びCOP26の議長国である英国は、気候変動・エネルギー問題への対応
をG7の中心議題の一つに据えたい考え。

4月22日 • 米国主催の気候変動サミット

5月（P）

6月11－13日

7月23日

10月

11月1～12日

• G7気候・環境大臣会合
• G7サミット（英国コーンウォール）
• G20エネルギー大臣会合、気候・エネルギー合同大臣会合＠ナポリ
• G20首脳会合＠ローマ
• COP26＠英グラスゴー

主な国際スケジュール



我が国の取り組み



2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

 2020年10月、日本は、「2050年カーボンニュートラル」を宣言した。

 温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、国際的にも、成長の機会と捉える時代に突入。

➔ 従来の発想を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長
に繋がっていく。こうした「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策 ＝ グリーン成長戦略

 「発想の転換」、 「変革」といった言葉を並べるのは簡単だが、実行するのは、並大抵の努力ではできない。

 産業界には、これまでのビジネスモデルや戦略を根本的に変えていく必要がある企業が数多く存在。

➔ 新しい時代をリードしていくチャンスの中、大胆な投資をし、イノベーションを起こすといった民間企業の前向きな
挑戦を、全力で応援 ＝ 政府の役割

 国として、可能な限り具体的な見通しを示し、高い目標を掲げて、民間企業が挑戦しやすい環境を作る必要。

➔ 産業政策の観点から、成長が期待される分野・産業を見いだすためにも、前提としてまずは、2050年カーボン
ニュートラルを実現するためのエネルギー政策及びエネルギー需給の見通しを、議論を深めて行くに当たっての
参考値として示すことが必要。

➔ こうして導き出された成長が期待される産業（14分野）において、高い目標を設定し、あらゆる政策を総動員。
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令和2年12月25日
成長戦略会議資料(抜粋)



＜参考＞分野毎の「実行計画」（課題と対応、工程表）
※来春のグリーン成長戦略の改定に向けて
目標や対策の更なる深掘りを検討。
（自動車・蓄電池産業など）
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③水素産業

エネルギー関連産業

②燃料アンモニア産業

④原子力産業

輸送・製造関連産業

⑪カーボンリサイクル産業

⑨食料・農林水産業

⑦船舶産業

家庭・オフィス関連産業

⑫住宅・建築物産業／
次世代型太陽光産業

⑭ライフスタイル関連産業

⑬資源循環関連産業

SMR・水素製造原子力

発電タービン・水素還元製鉄・
運搬船・水電解装置

発電用バーナー
（水素社会に向けた移行期の燃料）

データセンター・省エネ半導体
（需要サイドの効率化）

⑤自動車・蓄電池産業①洋上風力産業
風車本体・部品・浮体式風力

コンクリート・バイオ燃料・
プラスチック原料

EV・FCV・次世代電池
（ペロブスカイト）

足下から2030年、
そして2050年にかけて成長分野は拡大

⑥半導体・情報通信産業

⑩航空機産業
ハイブリット化・水素航空機

バイオ素材・再生材・廃棄物発電

地域の脱炭素化ビジネス

⑧物流・人流・
土木インフラ産業

スマート交通・物流用ドローン・FC建機

スマート農業・高層建築物木造化・
ブルーカーボン

燃料電池船・ EV船・ガス燃料船等
（水素・アンモニア等）

令和2年12月25日
成長戦略会議資料(抜粋)
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 社会全体としてカーボンニュートラルを実現するには、電力部門では非化石電源の拡大、産業・民生・運輸
（非電力）部門（燃料利用・熱利用）においては、脱炭素化された電力による電化、水素化、メタネー
ション、合成燃料等を通じた脱炭素化を進めることが必要。

 こうした取組を進める上では、国民負担を抑制するため既存設備を最大限活用するとともに、需要サイドにお
けるエネルギー転換への受容性を高めるなど、段階的な取組が必要。

カーボンニュートラルへの転換イメージ

水素（水素還元製鉄、
FCVなど）

電化・水素化等で
脱炭素化できない領域は
CCUS/カーボンリサイク
ル等の最大限活用

電化

非化石電源
再エネ
原子力

火力＋CCUS/カー
ボンリサイクル
水素・アンモニア

メタネーション、
合成燃料

民生
1.1億トン

産業
3.0億トン

運輸
2.0億トン

非
電
力

電
力 4.5億トン

3.6億トン

民生
0.9億トン

産業
3.3億トン

運輸
1.5億トン

2018年
10.6億トン

2030年ミックス
9.3億トン（▲25%）

2050年
排出＋吸収で実質0トン

（▲100%）

※数値はエネルギー起源CO2

炭
素

除
去

植林、
DACCSなど

バイオマス

令和2年11月17日
基本政策分科会資料(抜粋)



グリーン成長戦略の枠組み
 企業の現預金（240兆円）を投資に向かわせるため、意欲的な目標を設定。予算、税、規制・標準化、民間
の資金誘導など、政策ツールを総動員。グローバル市場や世界のESG投資（3,000兆円）を意識し、国際連
携を推進。

 実行計画として、重点技術分野別に、開発・導入フェーズに応じて、2050年までの時間軸をもった工程表に落と
し込む。技術分野によってはフェーズを飛び越えて導入が進展する可能性にも留意が必要。
 ①研究開発フェーズ：政府の基金＋民間の研究開発投資
 ②実証フェーズ ：民間投資の誘発を前提とした官民協調投資
 ③導入拡大フェーズ：公共調達、規制・標準化を通じた需要拡大→量産化によるコスト低減
 ④自立商用フェーズ：規制・標準化を前提に、公的支援が無くとも自立的に商用化が進む

 2050年カーボンニュートラルを見据えた技術開発から足下の設備投資まで、企業ニーズをカバー。
規制改革、標準化、金融市場を通じた需要創出と民間投資拡大を通じた価格低減に政策の重点。
 予算（高い目標を目指した、長期にわたる技術の開発・実証を、2兆円の基金で支援）
 税（黒字企業： 投資促進税制、研究開発促進税制、 赤字企業： 繰越欠損金）
 規制改革（水素ステーション、系統利用ルール、ガソリン自動車、CO2配慮公共調達）
 規格・標準化（急速充電、バイオジェット燃料、浮体式風力の安全基準）

（成長に資するカーボンプライシングの検討）
 民間の資金誘導（情報開示・評価の基準など金融市場のルールづくり）

→ トランジション・ファイナンスの重要性 6

令和2年12月25日
成長戦略会議資料(抜粋)



主な横断的施策
－金融（サステイナブル・ファイナンス）
※特にトランジション・ファイナンス



「グリーン」基準策定の動き ～ EUタクソノミー
 EUでは、サステナブル・ファイナンスとして、グリーンを定義して民間資金を誘導する政策措置がと
られ始めている。第一のアクションとして掲げられているのが「タクソノミー」の策定。

 タクソノミーとは、EUとして環境的にサステナブルな経済活動を分類・定義したものであり、言
わば“経済活動のグリーン・リスト”。

 このリストに基づいて、事業会社は売上におけるグリーン比率の開示や、金融機関は自らの貸出
債権等の金融資産のグリーン比率の開示等を義務づけられることになる。

タクソノミー適格（例）

再エネ発電 電気自動車

原子力発電
※2020年３月に公表された専門家グループからの提言では、原子

力は、ゼロエミッション電源であるものの廃棄物処分等の観点から、
現段階では適格とはいえない、と整理されている。

石炭火力発電

CCSなしガス火力発電

ハイブリッド自動車／内燃自動車

タクソノミー不適格（例）

風力タービンの製造 ICT活用による気象データ分析
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EUタクソノミーへの対応方針（トランジションの重要性の強調）
 EUタクソノミーに関しては、我が国の産業界にとって多くの課題がある一方で、これに対
して、「対抗」という形をとるのは、今後の関係性も考えると得策ではない。

 EUの取組には一定の敬意を払いつつ、パリ協定に向けてはEUタクソノミーによるグリー
ンの推進だけでなく、「トランジション」も同時に重要であることを国際的に発信。

EUタクソノミー
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トランジション・ファイナンスを巡る政府の議論の進展
○2020年9月：クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略2020【経産省】
 SDGsやパリ協定の実現のためには、グリーンか、否か、という二元論ではなく、トランジション（T）、
グリーン（G)、革新イノベーション（I）を同時に推進し、これらの事業に対してファイナンス（F）し
ていくことが重要という考え方を示した。（TGIFの同時推進）

○2020年12月：グリーン成長戦略（抜粋）
 「トランジション・ファイナンスは、着実な低炭素化に向け、移行段階に必要な技術に対して資金供
給するという考え方である。「グリーン」な活動か、「グリーンではない」活動か、の二元論では、企業
の着実な低炭素移行の取組は評価されない恐れがある。」

 「今後、2020年12月に公表されたトランジション・ファイナンスに関する国際原則を踏まえ、日本と
しての基本指針や、その実施に向け、一足飛びでは脱炭素化できない多排出産業向けロード
マップ等を策定する。」

○2021年1月～：
・トランジション・ファイナンス環境整備検討会

 左の検討会と連携しつつ、サステナブル
ファイナンスの推進について議論が進んで
いる。

【経産省・金融庁・環境省（事務局：経産省）】

 着実な低炭素化に向け、移行段階に必要な技
術に対し、トランジション・ボンド/ローンによる資
金調達を支えるため、事業会社、証券会社、
銀行等に示す手引き（基本指針）を議論。

・サステナブルファイナンス有識者会議【金融庁】

10



 １月の第１回検討会以後、鉄・セメント・化学・電力・ガス等の多排出産業、証券会社、ESG
評価機関等と意見交換会を行い、日本の事情や今後のアジア展開も見据えて案を策定。

 3月31日の検討会で案を提示し、その後、パブコメにかけて、４月下旬（P）に公表予定。

（検討会の目的）
ICMA(国際資本市場協会)等の国際原則を踏まえたトランジション・ファイナンス基本指針の策定

（スケジュール）
（2020年12月９日 ICMAからクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブックの公表）
2021年1月27日 第1回検討会：トランジション・ファイナンス基本指針の骨子案【済】

２月 意見交換会（第三者評価機関、ESG評価機関、証券会社、主要な多排出産業）
3月31日 第2回検討会：トランジション・ファイナンス基本指針（案）
4月上旬 意見募集（パブコメ）
4月下旬（P）第3回検討会（P）：トランジション・ファイナンス基本指針 公表

11

（主な委員）
伊藤 邦雄 一橋大学CFO教育センター長（座長）
林 礼子 BofA証券 取締役副社長

国際資本市場協会（ICMA） 理事会理事
竹内 直人 第一生命保険 総合審査部長
木保 公美 アクサ・インベストメント・マネージャーズ 営業部 ディレクター
加藤 晶弘 三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部

サステナブルビジネス室長

竹ケ原 啓介 日本政策投資銀行 執行役員 産業調査本部 副本部長
梶原 敦子 日本格付研究所 サステナブル・ファイナンス評価部長
秋元 圭吾 地球環境産業技術研究機構（RITE）

システム研究グループリーダー
高村 ゆかり 東京大学 未来ビジョン研究センター教授
長谷川 雅巳 一般社団法人日本経済団体連合会 環境エネルギー本部

トランジション・ファイナンス環境整備検討会（今年1月～）



トランジション・ファイナンス基本指針の位置づけ・ポイント
【位置づけ】
 基本指針は、産業界が脱炭素・低炭素投資を行う際に、「トランジション・ボンド」、「トランジション・ローン」と名付

けて資金調達を行うことを可能とするために、事業会社、証券会社、銀行、評価機関、投資家等に示す手引き。
特に、多排出産業における脱炭素への移行の資金調達を支える。

 グリーンボンド原則等を公表している国際資本市場協会（ICMA）が昨年12月9日に発表した「クライメート・トラ
ンジション・ファイナンス・ハンドブック」という国際原則を踏まえ、策定中。

 本指針は、個別の産業分野毎の具体的な移行の道筋を示すものではなく、排出削減困難な企業がボンドやロー
ンを発行する際に、トランジションに向けた戦略を説明するための総則的な内容を整理したもの。（「石炭火力は
非適格で、LNG火力は適格である」といった、移行における個別分野の投資対象区分（EUタクソノミー的な内
容）を示すものではない。） ※個別分野の判断に活用する道筋は、4月以降、多排出分野を対象とした「ロー
ドマップ」を策定予定。

【指針のポイント】
 ICMAが示す４つの要素（①戦略、②マテリアリティ（重要度）、③科学的根拠、④透明性）に基づいて、１）

資金調達者に期待される事項、２）開示が推奨される事項、３）第三者レビューが推奨される事項 を記載。

 トランジション・ファイナンスは、資金調達を必要とする個別プロジェクトに注目するだけではなく、脱炭素に向けた企
業の「トランジション戦略」やその戦略を実践する信頼性・透明性を総合的に判断。

 脱炭素に向けたトランジション戦略は、科学的根拠に基づいたものであるかを示す必要があり、国際的に認知さ
れたIEA等のシナリオに加えて、日本指針ではパリ協定と整合的な各国のNDCや、業種別ロードマップ等も追加。

 ボンドを発行する大企業のみならず、中堅・中小企業も「トランジション・ローン」での融資を受けることが可能に。
その際、適切な情報開示も求められる。 12
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【参考】トランジション・ファイナンス環境整備検討会・基本指針
 検討会にて、トランジション・ファイナンス基本指針を策定し、トランジション・ボンド/ローンとして
資金供給するために必要な手引きを証券会社、銀行、評価機関、事業会社等に示す。

トランジション・ファイナンス
環境整備検討会

トランジション・ファイナンス
基本指針（日本版）

METI、MOE、FSA

ICMAの「ハンドブック」等、国際基準と
研究会の議論を基に、日本版の基本
指針の取り纏め。

トランジション・ボンド

トランジション・ローン

分野別ロードマップ

主な使用目的 主なユーザー

事業
会社

評価
機関

証券
会社

銀行等

海
運 鉄 化

学
電
力

ガ
ス

紙
・
パ
ル
プ

運輸 製造業 エネルギー
CO2多排出産業を中心に産業政
策を踏まえた脱炭素化に向けた分野
（業種）別ロードマップを策定

参照

2020年
度

2021年
度

投資家
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ロードマップ～対象分野の選定
 ロードマップは多排出産業、かつ短期的に脱炭素の技術の代替手段がない分野を中心に選定

 主に、エネルギー、素材、輸送から5業種程度を優先して着手することを想定

素材系

ガス電力

鉄鋼 セメント
紙・パルプ

石油
エネルギー系

輸送系
船舶※

自動車
航空※

基本的な考え方

1. GHG多排出産業であること

2. CO2排出ゼロのための代替手段が技術的・経済的に現状利用可能ではなく、トランジションの重要性が高いこと

3. （他者のトランジションを可能にする経済活動：今後検討）

出所）国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィスのデータをもとに作成
（国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス日本の温室効果ガス排出量データ
（1990～2019年度））

国内部門別CO2排出量（配分前）（2019年度速報値）

700
600
500

200

0
100

300
400

17 39 5
56 24

134

3 10

199

製油所・発電所等
製造業（上記を除く）

パルプ･紙･紙加工品

食品飲料
化学工業（含石油石炭製品）

繊維 運輸
非鉄金属（銅精錬等）

窯業･土石製品（セメント焼成等）
鉄鋼

機械（含金属製品）

エネルギー 素材/製造業系 輸送系
（KtCO2）

鉄鋼
化学

紙パ セメント

製油所・
発電所等 運輸

運輸

※第三次産業、家庭、非エネルギー起源排出は含めていない

上位6部門で国内排出量の約8割を占める433

ロードマップの対象は下記の業種が想定される

※国交省所管（船舶はロードマップ策定済）

化学
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