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概要  

 

気候変動による影響がより深刻化している。日本でも度重なる巨大台風や集中豪雨、真夏の猛

暑で深刻な被害が出ており、世界中でも洪水、巨大台風、干ばつ、海面上昇、砂漠化も進行し、

各地で人々の命、生活、生計手段、文化が失われつつある。特に、中心的な生計手段が農業や漁

業などである途上国の貧困層は、インフラ設備等も脆弱な環境の中で気候変動に適応する能力、

資金、技術も十分に得られない。そのため、彼らはこれまで温室効果ガスをほとんど排出してこ

なかったにも関わらず、より深刻な影響を受けている。こういった気候変動の裏にある不公平を

是正しようという「気候正義―クライメート・ジャスティス」を求める声が特に市民社会の中で

強まっている。 

「気候正義」を実現する一つの方法として議論されるのが、先進国から途上国への資金・技術

的な支援である。本レポートは、国際交渉における気候変動に関連した資金（以下、「気候資

金」）についての国際的な流れを概観し、日本の公的資金と気候資金について整理し、あるべき

気候資金について、とくに公平性の観点からの提言をまとめることを目的としている。 

気候資金の議論は、国連気候変動枠組条約の第４条で先進国の義務として定義されたことに遡

るが、気候資金における公平性の議論を理解するためには、二つの大きな視点が重要となる。1 

 

１）産業革命以降、先進国の経済的発展の過程で排出されたれた温室効果ガスの累積排出量が今

日の気候変動の原因となっていること。（歴史的責任） 

２）歴史的責任を負う先進国の国々は自国経済および社会の脱炭素化を率先して行うだけでな

く、開発途上国が受ける気候変動による被害に備える対策（適応対策）、さらには実際の被害、

および脱炭素化（緩和対策）のニーズを先進国が持つ資金・技術で支援する義務があること。 

 

国連気候変動枠組条約以来、京都議定書、そしてパリ協定に至るまで、気候資金は緩和面での

排出削減責任の分担の議論と表裏をなし、常に重要な論点となってきた。特に、パリ協定の下ほ

ぼすべての国が国連に提出した国別目標（NDC）の達成には、既存の開発援助やこれまで提供さ

れてきた気候資金などを大きく上回る資金・技術面での追加的な国際支援が不可欠である。 

国際市民社会は気候正義の観点から、パリ協定で合意された気温上昇を 1.5℃以下に抑えるとい

う気温目標達成のため、排出削減と緩和面での気候資金拠出の責任を先進国に求めているが、日

                                                 
1 国連気候変動枠組条約第 4 条 



 

3 

本を含めいずれの先進国も歴史的責任や経済技術力に基づく緩和、気候資金の責任分担を果たし

ている状況には程遠い状況である2。 

 また大規模な資金・技術移転の必要性が求められるなかで、既存の開発援助が抱えるものと同

様の問題が、気候資金の事業ホスト国や受領国側で起きている。日本は世界でも多くの気候資金

を拠出している国ではあるものの、パリ協定と整合性を欠くような多くの化石燃料事業、とくに

石炭火力発電事業へ支援も行なっている。また、それらの事業では人権侵害や生計手段の喪失と

いった社会的影響も見られる。パリ協定では「資金の流れを温室効果ガスの低排出型の、かつ、

気候に対して強靱な発展に向けた方針に適合させること」としており、開発支援を含む既存の資

金の流れについても、早急な脱炭素化が求められると同時に、支援事業が人権配慮をしているか

どうか、持続可能かどうかといった観点も重視されるべきである。 

 すでに気候変動の影響が深刻で様々な既存の開発問題を抱える途上国にとって、資金支援は重

要だ。しかし、その資金が真に人々やコミュニティに資するものであるかどうかといった観点で

の判断が求められる。求められている支援は何なのか、コミュニティや住民の声が最優先に聞か

れるべきである。 

 気候変動に関する政府間パネル（以下、IPCC）による「1.5℃の地球温暖化に関する特別報告

書（SR15。以下、1.5℃特別報告書）」が示したように、このままのライフスタイルを続けていく

ことは地球を２℃以上の気温上昇に導く。まずは、先進国における既存の経済成長を軸とした価

値判断や大量生産

大量消費大量廃棄

のライフスタイル

を変え、誰一人取

り残さないシステ

ムへと変革してい

くべきである。そ

の上で、ボトムア

ップ型の支援の形

も模索していく必

要があるだろう。 

 

                                                 
2 CSO Equity Review (2018) After Paris: Inequality, Fair Shares, and the Climate Emergency. Manila, London, 

Cape Town, Washington, et al.: CSO Equity Review Coalition, http://civilsocietyreview.org 

COP22 マラケシュ会議で、気候資金を求めてアクションを行う市民団体 

概要 
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【１】 気候資金とは 
 

広がる気候変動の被害 

 産業革命以降、すでに地球の平均気温は約１℃上昇している。気候変動の影響に苦しむコミュ

ニティの多くは、気候変動に最も責任のない途上国の貧困層である一方、いまだに先進国や大企

業等3は温室効果ガスを大量に排出し続けている。 

 

 図 1  GDP トップ 12 カ国の一人当たり二酸化炭素排出量（2016 年） 

 

（出典：IMF）     

 2015年、京都議定書にかわる、新たな気候変動に関する国際枠組みであるパリ協定が成立し

た。パリ協定では、各国が独自の気候変動目標を定め（NDC。以下、国別目標）、５年ごとに目

標を見直し強化することが定められている。現在、各国が条約事務局に提出している国別目標を

                                                 
3 “CDP Carbon Majors Report 2017 100 fossil fuel producers and nearly 1 trillion tonnes of greenhouse gas 

emissions“ The Carbon Majors Database 
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積みあげても、パリ協定が目標とする 1.5℃以下を達成するには程遠い状況だ。このままだと、少

なくとも３℃以上の気温上昇が予想される。 

 2018年 10月、IPCC は、「1.5℃特別報告書」を発表した。同報告書は、1.5℃上昇した場合の

影響と、2℃上昇した場合の影響とを比較し、気温の上昇を 1.5℃以下に抑えるためには、世界全

体の人為的な CO2排出量を、2030年までに約 45%削減、2050年頃までには正味ゼロにする必要

があることを示した。また、2015年に採択されたパリ協定は、気温上昇を 2℃未満、できる限り

1.5℃以下に抑えることを目指すとしたが、今回の報告書では、2℃の気温上昇は 1.5℃に比べて格

段に大きな影響・被害が予測されることが示された。先進国も途上国も、気候変動対策に待った

なしの状況だ。 

 既存の開発問題や貧困問題を抱える途上国は、気候変動への歴史的責任の重い先進国からの資

金・技術支援がなければ気候変動対策は難しい。そもそも、多くの国では国別目標の実施の一部

に条件が付けられており、途上国の実施には先進国からの資金支援が前提となっているものが多

い。途上国が 2030年までの国別目標の実施のために必要な額は明示された 80カ国のものだけで

約 5.5兆米ドルにおよぶと見積もられる4。パリ協定の中でも、先進国から途上国への資金・技術

移転、能力強化への支援の必要性は明確に示されている。途上国の気候変動対策実施を可能にす

るため、またすでに広がる気候変動の影響に対して適応していくため、技術・資金移転の一刻も

早い強化が必要とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Noriko Shimizu, Alexis Rocamora “Analysis of Financial Components of Intended Nationally Determined 

Contributions (INDCs) - Lessons for future NDCs” 2016.11, IGES, https://pub.iges.or.jp/pub/analysis-

financial-components-INDC 

浸水被害を受けた家屋。インドネシア 

【1】気候資金とは 



 6 

気候資金の歴史的経緯 

気候資金の議論は、国連気候変動枠組条約が採択された 1992年以前の国際交渉から始まってお

り、今日に至るまで議論されているという長い経緯がある。 

1992年のブラジル・リオデジャネイロでの国連環境と持続可能な開発会議で採択された国連気

候変動枠組条約（以下、「UNFCCC」）は、気候変動に対する解決は人類共通の責任ではある

が、先進国と途上国にはその重さに違いがあるという「共通だが差異ある責任」原則に基づき、

先進国5には途上国への資金供与・技術移転、能力開発支援が義務として定めていて、資金供与国

が規模や内容を決めて支援する既存の開発援助と異なる性格を持つ6。 

ここで定義される気候資金の性格として次の 3つをあげることができる。 

１）先進国から開発途上国への気候変動対策のための公的資金支援の流れ 

２）既存の開発援助（ODA)に対し「新規かつ追加的」な資金であること 

３）気候変動の影響に予防的な対策（適応）と脱炭素化（緩和）を促進する 

 

近年、技術発展とそれに伴う収益性の改善により、世界中で大規模再生可能エネルギー事業に

対する民間投融資が進んでいる。しかし気候支援の現場でも出資国や融資者、受領国側の社会環

境配慮能力の欠如が原因で、既存の開発援助事業が抱えてきた現地住民の人権・権利侵害、土地

収奪などの問題と同じ問題が生じている。開発途上国の気候変動に対する適応および緩和対策ニ

ーズは国ごとに異なるが、対策の計画立案、能力開発は収益性や市場動向で左右される民間投融

資よりも、長期的に拠出が見通せる安定した公的資金に基づく支援が求められる。また、先進国

の歴史的排出の結果として途上国に生じた適応対策費は先進国が全額を賄うとされ、その支援は

返済の必要な有償ではなく無償供与が原則とされた。2015年に採択されたパリ協定もこの先進国

の義務に関して改めて明確にしている7。 

これらの性格付けを基に、UNFCCC の下に資金メカニズムが設けられ、リオデジャネイロで採

択された他の二つの国際環境条約と併せ、資金支援を担う地球環境ファシリティ（GEF）が運用

機関として指定された。その後、先進国が行う開発途上国での緩和事業の収益の一部を原資とす

る適応基金が京都議定書に設けられた。京都議定書の実施指針が採択された 2001年に、GEFの

下に、適応と途上国における経済の多様化を支援する特別気候変動基金、能力開発を支える後発

開発途上国基金が設けられたが、いずれも比較的小規模な資金規模にとどまっている。これに対

                                                 
5  UNFCCC 付嘱書 II 国  

6  UNFCCC 第 4 条 

7 パリ協定第 9〜11 条 
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し、パリ協定の下でも気候変動対策の開発途上国支援の要を担うと期待される緑の気候基金

（GCF）が 2016年に設立され、UNFCCC下での二つ目の資金メカニズムの運用機関になった

が、事務局能力の不足などのためにまだ当初の期待に見合う多国間基金とはなっていない。 

近年、インフラが脆弱な開発途上国で増大している豪雨、干ばつなどの災害による被害や、海

面上昇など長期的に発生する被害への対応は、今世紀半ばまでに緩和や適応対策の資金・対策規

模を上回ることが予想されている。そのような中、すでに発生した気候変動による「損失と被

害」に関する新たな条文がパリ協定に適応と緩和の対策支援に加えて追記されたことも重要であ

る。 

防災に関する国際的な枠組みはすでに存在するが、先進国の歴史的責任の原則が明示されてい

る気候変動対策の文脈で、これらの被害をどう補償していくか、今後の議論が注目されている。 

 

これまでの気候資金 

気候変動対策の資金の国際的な流れには、二国間、世界銀行、アジア開発銀行など既存の開発

金融機関を含む公的資金の流れと、営利目的の民間資金（投融資）の流れがある。UNFCCC事

務局では、これらの気候資金の流れを包括的に捉える目的で隔年評価報告書を発行しており、全

体像をつかむことができる。 

二国間資金では、先進国側の歴史的責任を回避する姿勢もあり、その資金源をほぼ既存の開発

援助予算から計上しているのが現実である。このため新規性、追加性の有無が曖昧であり、先進

国が主導して発生した気候変動問題に、開発や貧困解消に向けられるべき支援が転用されている

危険が指摘されてきた。 

これまでの気候資金の規模では、開発途上国での増大する対策費や、今後のパリ協定下の国別

目標の実施費用に十分対応できず、国際金融取引への課税など革新的資金源の開拓が模索されて

いる。一方、パリ協定には政府の政策的介入による民間資金のカテゴリーが追加されたが、収益

性のない適応事業には民間資金があてられることはあまり想定されず、再生エネルギーなど、一

部の収益性の高い緩和事業のみに集中するリスクがある。公的な有償支援の増加傾向とあわせ、

今後中所得途上国の債務問題の悪化などが懸念される。なお、火力発電所の効率改善や石炭火力

インフラ事業は気候変動対策とは見なされず、パリ協定目標とも整合性を欠くことから、今日気

候資金としてカウントされないことが今や国際的な常識となっている。 

多国間資金においては、国連の気候資金の枠組みの外でも、既存の開発金融機関（MDBs）が

行う事業や、それらが主導して設置した気候投資基金（CIF）、熱帯林劣化減少（REDD+）への

対策プログラムなど複数の専門基金がある。  先に触れた条約事務局の隔年評価報告書では、多国

【1】気候資金とは 
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間開発金融機関の事業費は国際金融市場からの調達であるとして一部を除き公的な気候資金には

カウントされない。 

本レポートでは、公的な気候資金の流れに焦点をあて、気候変動対策（適応、緩和）を主目的

として国連に設置された多国間基金と、日本の気候資金および関連した公的資金の問題について

取り上げる。 

 

気候資金を扱う主な機関 

 UNFCCC のもとに設立された気候資金を扱うメカニズムには主に、「適応基金（AF）」、

「後発途上国基金（LDCF）」、「気候変動特別基金（SCCF）」、「緑の気候基金（GCF）」

がある。 

 適応基金（AF）は、クリーン開発メカニズムからの収益の 2％と、その他の拠出金を原資とす

る。適応基金は、途上国が直接アクセスできる基金であり、とくに脆弱なコミュニティのニーズ

を優先するなど、途上国にとって利用しやすい基金である点が評価されている。2017年までに累

計で 4,620億米ドルを拠出した。 

 後発途上国基金（LDCF）は、後発途上国の適応ニーズに対応するために設立された。 LDCF

を補完する形で設けられた 気候変動特別基金（SCCF）とともに、この二つの基金は地球環境フ

ァシリティ（GEF）を通じて拠出さ

れる。さらに、GEFの業務は世

界銀行が受託して行う。そのた

め、支援を受ける際の煩雑な手続

きに途上国から不満の声も出てい

る。 

 緑の気候基金（GCF）は、最も

新しい多国間気候基金で、COP16

（2010年）に設立された。韓国に

事務局があり、緩和と適応へのバ

ランスの取れた拠出、後発途上国

や島嶼国など特に脆弱な国への支

援が期待されている。  

  

（各基金のウェブサイトなどをもとに FoE Japan 作成） 

 

 図 2   公的気候資金の構造 
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 表 1   気候資金を扱う主な機関 

 

基金名 設立 根拠 財源 概要 

地球環境ファ

シリティ 

（Global Environment 

Facility） 

1992 

国連気候変動

枠組条約 第 11

条 

先進国 39 カ国による

無償資金と運用益 

開発途上国における地球環境保全

への取組を支援。生物多様性、化

学物質・廃棄物、気候変動、国際

水域汚染、森林、砂漠化の防止の 6

分野 

適応基金 

（Adaptation Fund） 
2001 京都議定書 

CDMにおける認証排

出量（CER）を運用

機関により検証・認

証後、CER の 2％を

支払う。 

また近年各国や自治

体などからの寄付も

増加。 

発展途上国における具体的な地球

温暖化の悪影響に適応するための

事業や計画に資金供与。 

特別気候変動

基金 

（Special Climate 

Change Fund） 

2001 

国連気候変動

枠組条約 第 11

条 

 先進国や一部自治体

による拠出 

適応策、技術移転、様々な分野で

の排出削減活動、経済活動の多様

化 

最後発開発途

上国開発基金 

（Least Development 

Country Fund） 

2001 

国連気候変動

枠組条約 第 11

条 

先進国や一部自治体

による拠出 

最 後 発 開 発 途 上 国 の 作 業 計 画

( NAPA)を支援するための基金 

緑の気候基金 

（Green Climate 

Fund） 

2010 

国連気候変動

枠組条約 第 11

条 

途上国政府含む各国

政府や、地方自治体

などからの無性資金

提供（一部借款も含

む） 

開 発 途 上 国 の 温室 効 果 ガス 削 減

（緩和）と気候変動の影響への対

処（適応）を支援するため，気候

変 動 に 関 す る 国際 連 合 枠組 条 約

（UNFCCC）に基づく資金供与の

制度の運営を委託された基金 

 

（各基金のウェブサイトなどをもとに FoE Japan 作成） 

 

  

【1】気候資金とは 
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長期資金（Long term finance） 

 2010年に開かれた COP16では、2020年までに年間 1,000億米ドルの気候資金を先進国が途上

国に拠出すること（以下、長期資金）、および緑の気候基金（Green Climate Fund, GCF）の設

立が決定された。 

 この長期資金の拠出に関しては、UNFCCC の下に設立された資金常設委員会（Standing 

Committee on Finance）が隔年レポートで達成状況を評価している。2018年に発表された隔年レ

ポートの内容については後段で詳述するが、 2016年の先進国による二国間資金援助の総額は 380

億米ドルにしか届いていない。 

 2020年以降の長期資金目標の議論は、COP25（2019年）で行われることになっている。 

 

複雑化する気候資金 

現在、UNFCCC 内外における多国間共同拠出型の気候資金メカニズムのほか、地域間及び二

国間における気候資金メカニズムが多数存在し、多様化・複雑化している。気候資金の広がりは

受給者の気候資金へのアクセスを相対的に高めたものの、多様化した分、複雑になり、提供資金

の効果的かつ公平な使用の監視や報告、検証等の対応がますます困難になっている。主目的が気

候変動対策かどうかの説明が曖昧な支援が気候資金として計上されているケースが多い。 

 また、適応策への資金拠出が十分でない。主に先進国によって「民間資金の動員」が強調され

る中、利益の出にくい適応への支援はますます先細りする可能性も高く、ましてや既に生じてい

る被害や損失に対する資金支援は、公的支援無くしては難しいだろう。また、最も資金を必要と

している後発開発途上国への資金支援が十分でない。次章では、最新の気候資金について概観す

る。 
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緑の気候基金 

 

 

 

前段の通り、緑の気候基金は 2010年に設置された比較的新しい多国間の基金である。途

上国が気候変動に取組むための資金を提供する。資金源は主に先進国による供与で、後発途

上国や島嶼国など、特に気候変動影響に対し脆弱な国への資金や、緩和・適応プロジェクト

へのバランス良い資金配分などが目指されている。途上国にとって非常に重要なこの基金で

はあるが、運用面での課題も多く見えてきている。 

 GCFでは、認証機関（Accredited entities, AEs）として認められた機関が、GCFの資金

にアクセスし、案件形成や支援事業を行うことができる。認証機関は、開発援助機関や銀行

などが含まれる国際的な機関（インターナショナル・アクセス）と、国レベルもしくは地域

規模の機関（ダイレクト・アクセス）に分けられる。後者は、途上国の資金アクセスと、オ

ーナーシップを確保する上で非常に重要であり、直接資金にアクセスし、事業を実施するよ

うな機関が増えることが望ましい。国際的な機関の例としては、日本の国際協力機構

（JICA）や三菱UFJ銀行、コンサベーション・インターナショナルなどの国際的な環境保

全団体があげられる。これらの団体を通じての支援は、途上国の受益者が直接資金にアクセ

スすることができず、GCFが重視する「実施国主体（country-driven）」が損なわれる可能

性もある。FoE USの調べによれば、2017年時点で認証機関の 90％以上が国際的な機関で

あった。 

 また、緩和支援と適応支援へのバランスよい資金配分に関しても、2017年時点では、適

応プロジェクトへの支援は全体の 27％にとどまった。 

 

 

（Green Climate Fund，GCF） 

【1】気候資金とは 
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日本と GCF 

 2015年のパリでの国連気候変動会議までに、先進国は GCFの 2018年間までの初期運用

資金として総額約 100億米ドルの拠出表明を行ったが、米国が約束額の 1/3 しか支払わなか

ったことや、その後のパリ協定撤退の表明もあり、約 70億米ドルが調達されるに留まっ

た。日本政府は 2011年、緑の気候基金に対し 15億米ドルの拠出を表明。これは当時米国

に次いで２番目に大きい拠出であった。 

 2017年には JICAと三菱 UFJ銀行がGCFの認証機関として登録された。認証機関に登

録されることで、両機関は GCFの資金を使った途上国の気候変動プロジェクトを開発・実

施することができる。しかし両機関の認証機関登録に対しては、市民社会から批判の声も強

かった。その理由として、JICAも三菱UFJ銀行も石炭火力発電事業やその他の環境・社会

に大きな影響を与えている大型インフラプロジェクトへの援助・融資案件を多く抱えてお

り、実施機関の資質を問われたからだ。 

 2018年度末までで 初期資金をほぼ事業に充て尽くしたことから、年度末の理事会で 2019

年 10月までを目処に各国の資金拠出表明を募るプロセスが設けられた。初期資金運用結果

の評価、事務局および理事会のより迅速な意思決定プロセスの改善を求められていることな

どと併せ、同基金の将来が問われている。 
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【2】 パリ協定時代の気候資金 
  

パリ協定においても、先進国から途上国への資金供与の義務は、改めて明記されている（「先

進締約国は、条約に基づく既存の義務を継続するものとして、緩和及び適応に関し、開発途上締

約国 を支援するため、資金を供与する。」（９条１項））） 

 

気候資金の状況 

 隔年で気候資金に関する評価と報告等を行う資金常設委員会（Standing Committee on 

Finance）による 2018年の隔年評価（BA2018）は、COPに対して、官民合わせ 2015〜2016年

の間に年間 6,800億米ドルの拠出・投融資がなされたと報告。2014〜2015年の 5,840億米ドルか

ら、17％増加した。この増加分は主に再生可能エネルギーセクターにおける民間投資である。た

だし、2016年には、再エネ技術のコスト減少もあり、それに比例して再エネへの民間投資は減少

したが、その分エネルギー効率化などへの投資増加が見られた。 

 注目すべきは、気候資金と対比した化石燃料関連プロジェクトへの投資額である。先進国が主

張する民間資金の動員により、再エネや省エネを中心とする気候関連資金動員額は、6800億米ド

ルとは試算されているが、一方、化石燃料関連インフラに対する投資は 7,420億米ドル、補助金

だけでも 3,730億米ドルと、「気候資金」を已然大きく上回っている。 

 そもそも気候資金は先が見通しにくい民間資金の形ではなく、民間資金より見通しのきく公的

資金で、かつ開発資金とは別の追加的な形での資金支援であるべきである。民間資金では経済性

や利益が優先になりがちで、ニーズが高く営利に適さない適応事業に対する支援に資金が回りに

くい。 

 緑の気候基金の運用開始により、多国間の気候資金支援が増加したものの、途上国が重視する

先進国から途上国への公的支援の額だけを見ると、336億米ドルであり、長期目標である 2020年

までに年間 1,000億米ドルの気候資金拠出という目標からはまだ程遠い。また、適応に対する支

援も全体の 25％程度にしかならず、緩和への偏りが見られる。二国間支援および多国間基金によ

る支援のうち約半分以上が無償資金協力ではなく有償資金協力である。 

 一方、人道支援の国際NGO「Oxfam」の試算によれば、借款などを含まない無償資金協力な

ど無償ベースでは、2015-2016年の気候資金の拠出は 160-210億米ドルにとどまると言われてい

る。 
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 何れにしても望ましい気候資金の姿とはかけ離れており、1000億米ドルという長期目標に向け

た拠出額の増大、拠出される案件バランス（適応への配分の強化）など改善が求められる。 

 

開発支援と気候変動政策の整合性 

 2014年の COP20リマ会議では、国際協力銀行（JBIC）がインドネシア・チレボン石炭火力 1

号機（66万 kW）向けに決めた融資（2.14億米ドル）等を日本政府が気候変動対策資金リストに

含んでいたことが問題視された。気候変動対策として行われる大規模バイオマス発電や風力発電

事業がプランテーションや森林伐採、先住民族の人権侵害につながっているものもあり、資金・

技術支援や開発支援には、パリ協定との整合性はもちろんのこと人権保護や環境社会配慮が不可

欠である。 

 パリ協定の２条１cは「資金の流れを温室効果ガスの低排出型の、かつ、気候に対して強靱な

発展に向けた方針に適合させること」としている。化石燃料企業からの投資撤退を求める「ダイ

ベストメント」の動きが国際的に広っている。民間金融機関や、輸出信用機関とよばれる公的な

金融機関からの融資や付保の流れもパリ協定と整合させるべきである。 

 

気候資金とパリ協定実施指針 

COP21パリ会議から３年経った 2018年には、パリ協定の実施に関する指針（ルールブッ

クとも呼ばれる）がほぼ合意され採択された。2020年から始まる各国の国別目標の実施を目

前に控え、実施期間中の気候資金の情報開示、とりわけ先進国の資金支援の情報の扱いが大

きな論点であった。 

開発途上国は、すでに自国の開発資金や予算の多くを緩和・適応対策に転用することを強

いられており、先進国からの資金・技術の提供が不十分であれば、国別目標という大きな負

担を自国資金のみで実施することを迫られる。そのことを懸念したこれらの国々の要求によ

り、気候資金について以下の点が合意に盛り込まれている。 

 

１）先進国から途上国への資金支援についての情報を前もって開示する協定における義務条

項 7F

8の実施（途上国政府の国別目標実施計画立案に不可欠な事前情報） 

                                                 
8 パリ協定第 9 条 5 項 
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２）先進国の、新規かつ追加的な気候資金拠出に関する詳細な隔年報告（開発途上国もでき

る限り受領情報の開示を隔年で報告する） 

３）国別目標の中に緩和目標だけでなく、適応や資金・技術に関するニーズを盛り込むこと

ができる 

４）京都議定書で設けられた適応基金をパリ協定下へ移管するためのロードマップ 

５）年 1,000億米ドルを下限とする次の気候資金の（国際）長期目標のための国際交渉を

2020年から開始（COP21パリ会議で次の長期目標を 2025年までに定めることが合意されて

いる) 

６）開発途上国の気候変動対策の資金ニーズを把握するための包括的調査の実施 

 

採択された実

施指針は、主に

国別目標の実施

情報の扱いを定

めるもので、そ

れ自体が気候資

金の提供を担保

するものではな

い。また、これ

らの新たに定め

られた報告ルー

ルの詳細の適用

は 2024年か

ら、国別目標ルールは 2030年からの実施であり、パリ協定下で 5年ごとに行われる 2023年

の最初の全体の進捗状況評価(ストックテイク)には間に合わない。資金報告の対象には、商

業的ローンや保険なども含めることができる今、先進国側の公的資金離れがますます増長さ

れることが懸念される。 

その一方で、国別の報告ルールには適応対策に加え気候変動によりすでに発生している被

害情報の報告が含まれ、全体評価で集約されることとなった。このため、これまで気候資金

の枠外とみなされてきた適応しきれないために被る損失や被害への対策支援の議論がやっと

前面に浮上することになる。 

批判を受ける日本の石炭支援。COP23 ボン会議にて 

【2】パリ協定時代の気候資金 
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【3】 日本の気候資金 

 

日本の気候資金  

日本は先進国の中で、額面では最大の気候資金拠出国である。2015年 COP21パリ会議では、

緑の気候基金に対して、15 億米ドルの拠出を発表し、これは米国の 30億米ドルに次いで２番目

に大きな額である。 

 また、同じく COP21において、安倍首相は「2020年に、官民合わせて 1.3 兆円（約 120億米

ドル、1米ドル=110円）の途上国支援」を行うと表明（「 ACE2.0」）。具体的には、  

 

(1) 国際協力機構（JICA）の有償、無償、技術協力支援の実施 

(2)アフリカの再生可能エネルギー普及のための有償支援の実施 

(3)国際協力銀行（JBIC）の地球環境保全業務（GREEN）スキームの活用による民間資金の動員 

(4)日本貿易保険（NEXI）の地球環境保険スキームの活用による民間資金の動員 

(5)地球環境ファシリティ（GEF）及び緑の気候基金（GCF）への関与 

 

をあげている。 

 日本政府が 2018年に国連に提出した「長期資金強化に関する戦略とアプローチ」を参照する

と、取り組みの一例として JBIC による「質高インフラ環境成長ファシリティ」を通じた、イン

ドネシアにおける事業が上げられている。これは、丸紅、双日、インドネシア国営石油会社 PT. 

Pertamina が出資するインドネシア法人 PT Jawa Satu Power などによるプロジェクトで、イン

ドネシア西ジャワ州においてガス火力発電施設とガス関連施設を一体として開発するものであ

る。 

 ガス火力は、石炭火力発電と比べれば温室効果ガスの排出は少ないものの、気温上昇を 1.5℃に

抑えるためには新規の化石燃料開発は抑制しなくてはならず、今世紀後半までの脱炭素化を目指

すパリ協定と全く不整合であり、気候資金に含めるべきではない。 

 さらに、JBIC が関与する大型の融資事業では、人権侵害や環境破壊が頻繁に報告されており、

JBICの環境社会配慮ガイドラインの運用能力やコンプライアンスを問題視する声は多い。 
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 NEXIについては、2009年に緩和プロジェクトに対する特別スキームが設けられている（地球

環境保険）が、スキームの対象には原子力やウラン開発事業、二酸化炭素回収貯留（CCS）も含

まれており、第一号案件はカザフスタンのウラン採掘のための硫酸工場プロジェクトであった。 

 そもそも日本の政策そのものが気候変動対策の一部として原発を位置付けていることに問題が

あるが、環境十全性が全く担保されない原発への支援を気候資金に含めるべきではない。京都議

定書下のクリーン開発メカニズム（CDM）でも、原発への支援はクレジットとして認められてい

なかった。 

 

批判を浴びる日本の石炭ファイナンス 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気温の上昇を 1.5℃以下に抑えるためには、一刻も早い社会の脱炭素化が不可欠である。特にエ

ネルギーセクターからの温室効果ガスの排出は大きく、エネルギーセクターの脱炭素化は急務で

ある。中でも電力源に関して言えば、温室効果ガスの排出が最も多い電力源である石炭火力発電

からの脱却が進み始めており、英国やフランスなどは国内の石炭火力に関してはフェーズアウト

する政策を打ち出した。 

 一方、日本は国内外で石炭火力発電所の新設を継続しており、国際的に批判されている。 

 実際、日本は JICAや JBICといった公的金融機関を使い、途上国での新規石炭火力発電所建設

事業を推し進めている。2003年から 2018年までの JBIC、NEXI、JICAの 3機関の石炭火力事業

国内でも高まる石炭火力への反対の声。千葉市蘇我で計画されていた石炭火力発電所は 2018年末に中止に 

 

【3】日本の気候資金 
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への投融資件数は 34件であり、その総発電容量は約 36GWに及ぶ。34 件の推定年間 CO2 排出

量は約 2.2億トン で、これは日本国内の年間 CO2 排出量の約 2割に相当する9。 

 気候資金の会計（アカウンティング）には、その資金が何のために使われているかにも気を配

る必要がある。石炭火力を含む化石燃料資金はその最たるものだ。日本は高効率石炭火力支援を

気候資金の一形態と見るべきだと考えているが、その見解は国際的に認められているとは言い難

い。たとえば、OECDによる報告書「2013-2014年の気候資金と 1000億米ドル目標」の中で

も、レポートに含まれる気候資金の中に「石炭火力案件関連の資金」は含まれないとし、ただ

し、日本やオーストラリアは高効率石炭火力への融資を気候資金と見做していると但し書きが加

えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 「公的金融機関（JBIC、NEXI、JICA）による石炭火力発電事業への投融資実態」「環境・持続社会」研究セン

ター（JACSES）田辺有輝 2018 年 11 月２日 
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チレボン石炭火力発電

所 
 

 日本政府は石炭火力発電の中でも CO2排出量の比較的少ないとされる「高効率」の石炭

火力発電所の建設を、気候変動対策として国内外で進めている。2014 年の COP20では、

JBICがインドネシア・チレボン石炭火力 1号機（66万 kW）向けに決めた融資（2.14億米

ドル）等を日本政府が気候変動対策資金リストに含んでいたことが問題視された。 

 日本の官民が輸出する石炭火力で、住民の生活や人権が脅かされている例も後を絶たな

い。前述のチレボン 1号機では、粉塵や石炭灰の飛来で周辺の塩田に被害が出たり、埠頭

建設や温排水で沿岸の小規模漁業者の漁獲量が減ったりするなど、生計手段に甚大な影響

が出た。隣で進むチレボン 2号機（100万 kW。JBIC 7.3億米ドル融資）の建設を止めよう

と住民が訴訟で闘ってきたが、建設反対の声をあげる住民らに対する監視・脅迫・嫌がら

せなど、人権侵害も報告されている。 

【3】日本の気候資金 
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【4】 まとめと提言 
  

2015年はパリ協定や持続可能な開発目標（SDGs）など、国際的に重要な取り決めが成立した

年だった。SDGsは貧困や格差、開発問題、不正義、平和の問題の解決から誰一人取り残さず、

世界を変えていくことをうたっている。 

 気候変動悪化の背景には、先進国や一部の富裕層が化石燃料に頼って富を蓄え続け、大量生産

大量消費の社会構造を保ちながら、今もなお途上国の労働や環境を搾取し続けている問題があ

る。さらに気候変動の悪化は、海面上昇や異常気象、気候パターンの変化による農業や漁業への

影響により移民・難民を生み出すなど、既存の貧困状況の悪化や、人権状況の悪化につながって

いる。気候変動を引き起こしてきた先進国や巨大な化石燃料企業は、汚染者負担の原則に基づ

き、途上国に対して「気候債務（Climate Debt）」の返済義務がある。しかし気候資金の拠出量

だけではなく、資金の拠出のされ方や使われ方が公平性を担保しているか、社会・環境に負の影

響を与えていないか等にも注目する必要があるだろう。 

 日本は、温室効果ガスの大規模排出国の一つとして、また先進国としての歴史的責任から、野

心的かつ具体的な気候変動対策を行う義務を負っている。具体的には国内削減のみで 2050年まで

に温室効果ガスの排出を実質ゼロとすべきであるし、少なくとも電力分野においては、持続可能

な形での再エネ 100％が必要である。石炭火力発電は、発電源の中で最も CO2 を多く排出する。

石炭火力発電の新規建設を即刻中止する方針を明らかにし、既存の発電所も段階的に廃止し、

2030年までに全廃する必要がある。石油や天然ガスといったその他の化石燃料についても、2050

年までにはゼロにすべきである。 

 国内での気候変動対策の議論の中ではしばしば「イノベーション」が不可欠と言われる。しか

し、エネルギーの大量生産・大量消費を改めないまま新たな技術開発・イノベーションに頼って

は、根本的な解決にならない。実現可能性も不透明な「イノベーション」頼みは、無責任であ

り、のちの世代に解決を先送りしているだけである。 すでにある技術の深掘り、普及、古い機器

の設備更新などでもまだまだ省エネルギーの余地がある。 

 さらに、国内における温室効果ガスの大量削減だけではなく、途上国における緩和・適応策へ

の支援、すでに生じている損失や被害への資金・技術支援が求められる。それと同時に、従来続

けられてきた開発支援も、人権や持続可能性に配慮したものであるべきだ。 

 特に日本は今でも石炭火力発電事業をはじめ、多くの化石燃料事業に公的支援を行っている。

化石燃料関連事業への公的支援は、気候変動対策と矛盾し、気候資金にカウントされるべきでは

ない。日本政府の取るべき気候変動対策として、具体的には、気候資金以外の二国間開発援助の
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早急な脱炭素化とそのタイムテーブルを作成し、現地での環境社会や人権への配慮を欠いた計

画・建設の即時中止を同タイムテーブルに含むべきである。 

 なお、パリ協定で設けられた国際市場取引制度は気候資金とはみなされないが、技術的な抜け

穴や削減量のダブルカウント、既存の産業構造転換の遅れにつながることから、それらの利用を

極力回避するべきである。政府が設置した二国間クレジット制度(JCM)は国際炭素市場メカニズ

ムとしてではなく、公的資金による開発途上国への省エネやエネルギー転換の技術移転のメカニ

ズムとして運用すべきである。 

 また、これらの気候資金、開発金融の案件全てにおいて、ホスト国のシステムチェンジへの貢

献が評価されるべきで、また同時に現地の住民やコミュニティへの環境配慮、人権の尊重、事業

者責任の明確化が徹底されるためには、既存の開発金融体制の抜本てき見直しも必要である。 

 すでに貧困や開発の問題に加え、気候変動の影響が深刻になる中、途上国への資金支援は重要

だ。しかし、その資金が真に人々やコミュニティに資するものであるかどうかといった観点での

判断が求められる。求められている支援が何なのか、途上国で気候変動の影響を受ける人々やコ

ミュニティが最優先に聞かれるべきである。 

 IPCCレポートが示したように、このままのライフスタイルを続けていくことは地球を２℃以

上の気温上昇に導く。まずは、先進国における既存の経済成長を軸とした価値判断や大量生産大

量消費大量廃棄のライフスタイルを変え、人々や自然を中心としたシステムへと変革していくべ

きである。その上でボトムアップ型の支援の形も模索していく必要があるだろう。 

 

【4】まとめと提言 
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