
 
 
 
 

新しい資本主義による気候危機の克服に向けた意見書 
 
 

 

意見要旨： 

気候変動は、経済と人々の生活の基盤を脅かす「危機」であり、まさに岸田総理が述べられた
ように、新しい資本主義によって克服すべき最大の課題です。私達は、気候危機を克服する新
しい資本主義には、1.5℃目標に根差したグランドデザインが必要と考えます。また、グラン
ドデザインには、下記 2点を含めることを求めます。 

1. 成長と分配を両立する鍵は再エネの拡大です。「再エネ最優先の原則」に基づく制度の前進を

求めます。 

特に、下記 3点が目下の重点課題と考えます。 

- 送配電網の整備（再エネ大量導入を前提とした国主導によるプッシュ型の系統整備の
加速とそれを実現可能とする予算編成、並びに系統混雑時に再エネの優先接続が確実
に担保される制度） 

- ポテンシャルの高い洋上風力産業の早期拡大（欧州諸国では既に実施されている排他
的経済水域での洋上風力の推進を含む） 

- 耕作放棄地の活用 
 

2. カーボンプライシングによる「外部不経済の是正」を、資本主義の基盤に据えることを求めます。 

- 主要な排出主体全体へ適切なインセンティブを付与する炭素税や排出量取引の活用
（参加者が限定される自主的なクレジット取引のみでは十分な効果が望めず） 

- 中小企業や低所得者層に対する負担軽減 

- カーボンプライシングの目的や効果に対する国民の理解浸透 

- カーボンプライシングの収入を活用した、1.5℃目標の達成に必要なインフラ・設備へ
の投資（2030年までの大幅な排出削減に資する再エネ・EV・蓄電池等）及び産業構
造転換に必要な人への投資（公正・円滑な労働力の移動やそれに伴う教育や保障） 
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2022年４月６日 
日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP） 

 

 

新しい資本主義による気候危機の克服に向けた意見書 

 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP：加盟 206社、総売上高 約 121 兆円）は、気候変動
の脅威を認識し、脱炭素社会への転換を発展の機会と捉える企業ネットワークです。私達は、岸田総理
が新しい資本主義の重点分野として気候変動を据えられたことに強く賛同し、新しい資本主義が真に持
続可能なものとなるよう、現在検討が進むグランドデザインに対し、企業の立場から以下の意見を表明
いたします。 

 

背景・課題認識： 

1. 気候危機は既に経済活動と生活基盤を脅かしており、新しい資本主義によって克服すべき最大の課題です。 

気候変動は、既に国内外で甚大な被害をもたらしています 1。このままでは、食糧不足、新たな感染
症、金融危機等、様々な被害が生じるとして、世界中の科学者や国際機関が警鐘を鳴らしています 2。
気候変動は、経済と人々の生活の基盤を脅かす、まさに「危機」であり、岸田総理が述べられたように、
新しい資本主義によって克服すべき最大の課題と考えます。 

2. 気候危機克服の目安は「1.5℃目標」であり、達成に向けてカーボンバジェットを踏まえた迅速な対応が必

要です。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の最新の報告書では、深刻で不可逆的な気候危機の回避には
1.5℃目標の達成が重要であり、そのためには「カーボンバジェット（気温上昇を一定に抑えるための累
積排出量の上限 3）」を踏まえ、2030 年に向けた迅速かつ大幅な排出削減が必要であることが再確認さ
れました 4。これを踏まえ、COP26 では「1.5℃に抑える努力を追求する」「2030 年までに世界の CO2
排出量を 2010年比で 45%減、2050 年実質ゼロが必要」と明記された成果文書に日本を含む各国が合意
しました 5。同時に、主要先進国は 2035 年を目途とした電源の脱炭素化や自動車の CO2 排出規制強化
等を打ち出し 6,7、再生可能エネルギー（以下、再エネ）や EV 関連インフラ等への巨額の投資と 8、そ
れらを下支えするカーボンプライシングの導入といった具体的な政策を次々に講じています 9。 

3. 民間でも「1.5℃目標に整合する脱炭素化」が問われ、企業競争力にも影響し始めています。 

民間でも、「1.5℃目標に整合する脱炭素化」が重視され、それが商取引や資金調達にも影響し始めてい
ます。世界の時価総額上位 30 社の 3分の 1 が 1.5℃に整合する目標を設定しているほか 10、多数のグロ
ーバル企業が自社の取引先に対して達成期限付きの再エネ化・脱炭素化を求め始めています。また、世
界の機関投資家が参加する連合体（総資産 68兆㌦：約 8,350兆円）は 2030年の投融資先の排出量半減
を掲げていますが 11、これは企業の資金調達においても脱炭素化の進捗が問われることを意味します。
なお、国際的には EV、蓄電池等の主要な脱炭素技術が 2020年代半ばから後半に普及期に入ると予測さ
れており 12、これらの潮流はさらに加速する見込みです。 
民間でも 1.5℃目標に向けた世界的な動きが加速する今、日本企業も対策の強化を迫られています。 
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意見： 

上記の認識に基づき、私達は、気候危機を克服する新しい資本主義には、1.5℃目標に根差したグラン
ドデザインが必要と考えます。また、グランドデザインには、下記 2 点を含めることを求めます。 
 

1. 成長と分配を両立する鍵は再エネの拡大です。「再エネ最優先の原則」に基づく制度の前進を求めます。 

国際エネルギー機関（IEA）は、1.5℃目標に向け、先進国では 2035 年までに電力部門のネットゼロ
排出達成が必要であると示しました 13。日本でも省エネと並び電力の脱炭素化は喫緊の課題ですが、日
本には非常に大きな再エネのポテンシャル（事業性を考慮したポテンシャルは総発電量の約 2.6倍 14、物
理的なポテンシャルは洋上風力のみで約 9 倍 15）があります。そして、再エネ関連技術の多くは既に実
用化されているため、制度設計によって、迅速な拡大、およびスケールメリットを通じて価格競争力を
持つ電源とすることが可能です 16。 

再エネポテンシャルの活用は、「成長と分配」の面でも非常に大きな意味を持ちます。日本経済の持続
的成長のためには、エネルギーの自立が不可欠です。さらに、再エネは世界で急速に拡大する巨大な成
長市場です。この市場には、既に中国が競争力を持つ太陽光だけでなく、浮体式洋上風力、デジタル・
電池・建物が連動した需給調整、送電技術など、日本企業が活躍できる分野が多数存在します。国内の
再エネ関連産業を育成することで、日本の厳しい気象条件下で安定的に再エネを供給できる技術やビジ
ネスが発展すれば、世界の再エネ市場を日本の成長エンジンとすることが可能です。逆に、企業の活動
全体における電源の再エネ化が投資家や取引先から求められる潮流が加速している中、再エネ拡大に遅
れをとれば、日本の成長を担う企業の競争力は損なわれてしまいます。 

さらに、再エネは、その適地である地方への投資を活性化させるほか、燃料の輸入に頼る化石電源に
比べ国富の流出を抑制できます 17。適切な制度があれば、我々が支払う電気代等を広く地域経済に還流
させることも可能であり、成長の果実を国内に広く分配することができます。 

以上の理由から、私達は、再エネの最大限の活用こそ、成長と分配を両立する新しい資本主義の実現の
鍵であり、「再エネ最優先の原則」に基づいた制度設計が急務と考えます。なかでも、送配電網の整備（再
エネ大量導入を前提とした国主導によるプッシュ型の系統整備の加速とそれを実現可能とする予算編成、
並びに系統混雑時に再エネの優先接続が確実に担保される制度）、ポテンシャルの高い洋上風力産業の早
期拡大（欧州諸国では既に実施されている排他的経済水域での洋上風力の推進を含む）、耕作放棄地の活
用が目下の重点課題と考えます。 

なお、1.5℃目標のカーボンバジェットを踏まえると、火力発電への依存度を迅速に下げることも重要
であり、石炭火力発電を新設する余地はありません。また、火力発電の脱炭素化技術（アンモニア・水
素等）については、燃料製造時に発生する排出も含めた削減効果、コスト、普及までのタイムラインな
どの情報を広く公開し、検証することが必要です 18。私達は、排出削減の難易度が特に高い産業プロセ
ス等の脱炭素化に向けては、様々な技術の開発推進が重要と考えます。一方で、発電分野では、削減効
果に不確実性が残る技術に過度に頼ることは避け、再エネを最優先で進めることが必要と考えます。 
 

2. カーボンプライシングによる「外部不経済の是正」を、新しい資本主義の基盤に据えることを求めます。 

岸田総理の発言にもあるように、気候変動は「市場の失敗」による資本主義の負の面の現れであり、
気候変動に伴う社会的コストが市場に取り込まれていない「外部不経済」を是正する必要があります。
この問題の解決には、炭素排出にはコストを賦課し、削減にはメリットを付与すること、すなわちカー
ボンプライシングを、新しい資本主義の基盤に据えることが欠かせません。これにより、企業や金融機
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関は経済合理性に則って、世界的に急拡大している脱炭素分野への投資を加速することができます 19。 

この際、参加者が限定される自主的なクレジット取引のみでは十分な効果が望めません。むしろ、「削
減に意欲的な企業だけが追加的なコストを負う」という状況になると、社会全体の脱炭素化が停滞する
懸念もあります。よって、主要な排出主体全体への適切なインセンティブを付与する炭素税や排出量取引
を活用することが必要であり、迅速な制度設計や実施準備を求めます。そして、中小企業や低所得者層
に対する負担軽減を図ると同時に、その目的や効果に対する国民の理解浸透に努めることを求めます。 

なお、脱炭素社会への転換には、大規模な投資が必要です。このため、カーボンプライシングにより
得られた収入を活用し、1.5℃目標の達成に必要なインフラ・設備（2030 年までの大幅な排出削減に資
する再エネ・EV・蓄電池等）及び産業構造転換に必要な人への投資（公正・円滑な労働力の移動やそれ
に伴う教育や保障）に充てることで、新たな成長市場の創造や競争力の源とすることが大切です。 

 
 日本は 2030年排出削減目標について、「2013年度比 46%削減」に加え、「50%の高みに挑戦する」と
世界に約束しています。この挑戦を続けていく姿勢を、国民そして世界に示すべく、新しい資本主義の
グランドデザインが 1.5℃目標に根差したものとなることを強く期待します。 

JCLP 会員各社も、自社の排出削減、ステークホルダーへの働きかけにおいて、最大限の挑戦を続け
ていく所存です。 
 

以上 
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参考 

 

1. 世界最大級の保険・再保険ブローカーAonによる最新の年次報告書（2021 年版）によると、昨年 1 年間
に発生した自然災害による経済損失が 1,300 億㌦（約 15 兆 9,720 億円）に上る。 

2. IPCC は、気象現象の頻発により世界の食糧生産が深刻な危機に直面するリスクを示している。また、世
界銀行は、気候変動によって引き起こされる水不足、作物生産性、海面上昇等により、今後 30 年で 2.16
億人が自国内での移住を余儀なくされる可能性があるとしている。 
- IPCC, “AR6 Climate Change 2021:The Physical Science Basis” （2021 年 8 月）  
- IPCC, “AR 6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”（2022 年 2 月） 
- World Bank, “Groundswell Part 2 : Acting on Internal Climate Migration”（2021 年 9 月） 

230 以上の医学誌が、気候危機と健康の間には確立された関係があるとして、各国政府に対応を促して
いる。また、国連は気候変動が動物由来の感染症リスクを高める要因の１つとしている。 
- The Lancet, “Call for emergency action to limit global temperature increases, restore 

biodiversity, and protect health” (2021 年 9 月) 
- UN Environment Programme, “Preventing the next pandemic - Zoonotic diseases and how to 

break the chain of transmission”（2020 年 7 月） 

各国の中央銀行が加盟する国際決済銀行は、気候変動が新たな金融危機を引き起こすリスクを「グリー
ンスワン」と呼び、警鐘を鳴らしている。 
- 国際決済銀行 “The green swan: Central banking and financial stability in the age of climate 

change”（2020 年 1 月） 

3. IPCC 報告書（気象庁による暫定訳）では、「他の人為的な気候強制力の影響を考慮した上で、地球温暖
化を所与の確率で所与の水準に抑えることにつながる、世界全体の正味の人為的累積 CO2 排出量の最
大値を意味する」と定義されている。 

4. IPCC ,“AR6 Climate Change 2021:The Physical Science Basis”（2021 年 8 月）  
IPCC, “AR 6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”（2022 年 2 月） 
IPCC, “AR 6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”（2022 年４月） 

5. UNFCCC, “Glasgow Climate Pact” (2021 年 11 月 13 日締結) 

6. 米バイデン政権や英国政府が 2035 年までに電力部門での CO2 排出ゼロ達成を宣言しているほか、ド
イツ政府は当初の計画に対し８年前倒しである 2030 年石炭火力廃止を決定した。 

7. EU各国、英国、米カリフォルニア州等が、ガソリン車廃止に向けて段階的に環境規制を強化。米連邦
政府も排出規制の厳格化に踏み切っている。 
- International Council on Clean Transportation, “Update on government targets for phasing out 

new sales of internal combustion engine passenger cars” (2021 年 6 月) 

- 日本貿易振興機構「米環境保護庁、自動車排ガスの新規則を発表、過去最も厳しい基準値に」
（2021 年 12 月） 

8. 2021 年 11 月に可決された米国のインフラ法案は、再エネ拡大に向けた送電網等のインフラ整備に 730
億㌦（約 9 兆円）、EV 充電ステーションの整備に 75 億㌦（約 9,215 億円）を充てる計画。また、現在審
議中の社会・気候関連法案「Build Back Better」には、気候変動対策に 5,550 億㌦（約 68 兆円）以上を
投入される案が含まれる。 

EUにおいては、2021～2027 年を対象とする中期予算計画とパンデミックからの復興基金「次世代 EU」
（7,500 億ユーロ、約 101 兆円） の合計の 約 30％、また加盟国の復興プログラムに資金を提供する
「復興レジリエンス・ファシリティ」（総額 6,725 億ユーロ、約 91 兆円）の約 40％が気候変動政策に割
り当てられる。 

https://www.aon.com/weather-climate-catastrophe/index.html
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01915-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01915-2/fulltext
https://www.unep.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.unep.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.bis.org/publ/othp31.pdf
https://www.bis.org/publ/othp31.pdf
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WG1_SPM_JP_20210901.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/12/update-govt-targets-ice-phaseouts-jun2021_0.pdf
https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/12/update-govt-targets-ice-phaseouts-jun2021_0.pdf
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/12/cb20e93bde517e9f.html
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3684
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376/text
https://europa.eu/next-generation-eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
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9. World Bank “State and Trends of Carbon Pricing 2021”（2021 年 5 月） 

10. 世界の時価総額上位 30 企業中、SBT イニシアチブの「1.5℃目標」認定を取得済みの企業の割合。今
後 1.5℃目標を設定することを約束している企業を含めると、半数以上となる。 

11. Net Zero Asset Owners Initiative “Target Setting Protocol, Second Edition” (2022 年 1 月) 
Net Zero Asset Managers Initiative “The Net Zero Asset Managers Commitment”（2021年 12月） 

12. SYSTEMIQ “The Paris Effect - COP26 Edition” (2021 年 11 月） 

13. IEA “Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector” (2021 年 5 月) 

14. 環境省「我が国の再生可能エネルギー導入ポテンシャル」が示す一定の経済性を考慮したポテンシ
ャルは、2,618.6TWh。 

15. IEA の「Offshore Wind Outlook (2019)」によると、9,074TWh の洋上風力の物理的ポテンシャルが
ある。 

16. MHI Vestas Offshore Wind 山田正人氏「洋上風力発電の世界動向と日本の選択」（2018 年 2 月） 
Bloomberg NEF 黒﨑美穂氏 「再エネ主力エネルギー化 量の確保とコスト低減」（2021 年 5 月）  

17. 財務省貿易統計によると 2021 年の鉱物性燃料輸入額は約 17 兆円。 

18. 海外の調査機関や研究者らが先立って分析を始めている。 
- TransitionZero「石炭新技術と日本 日本の電力部門の脱炭素化における石炭新発電技術の役割」

(2022 年 2 月)   
- Stocks et al. “Global emissions implications from co-combusting ammonia in coal fired power 

stations: An analysis of the Japan-Australia supply chain” (2022 年 2 月) 

19. 世界銀行も、炭素税や排出量取引が投資の呼び水となる可能性を示唆している。 
- World Bank, “Report of the High-Level Commission on Carbon Pricing and Competitiveness” 

(2019 年 9 月)  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35620
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/NZAOA-Target-Setting-Protocol-Second-Edition.pdf
https://www.netzeroassetmanagers.org/media/2021/12/NZAM-Commitment.pdf
https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2021/11/The-Paris-Effect-COP26-edition-SYSTEMIQ.pdf
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/doc/gaiyou3.pdf
https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000336848.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kikouhendoutaisaku/dai3/siryou4.pdf
https://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st/2021/2021_115.pdf
https://static1.squarespace.com/static/605b4bcc5526904ff5589918/t/61fe57e731a19f205ded5533/1644058627453/TransitionZero_Coal-de-sac_Report_final_Japanese.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262104258X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262104258X
https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices
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日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）とは： 

脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち積極的な行動を開始すべきであるという認識の下、 
2009 年に発足した企業団体。幅広い業界から日本を代表する企業を含む 206 社が加盟 （2022 年 4
月現在）。加盟企業の売上合計は約 121 兆円、総電力消費量は約 61.4TWh（海外を含む 参考値・概算
値）。脱炭素社会実現への転換期において、社会から求められる企業となることを目指す。  

2017 年より国際非営利組織 The Climate Group の公式地域パートナーとして、日本における RE100、 
EV100、EP100 イニシアチブの窓口・運用を担う。横浜市との包括連携協定の締結や日本独自の新たな
枠組み再エネ 100 宣言 RE Actionを共同主催するなど、海外機関や自治体との連携も進める。加盟企
業および詳細は下記をご参照ください： http://www.japan-clp.jp/ 
 
本件に関するお問い合わせ  

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）事務局 
Tel: 046-855-3814   Email: info-jclp@iges.or.jp 

 

http://www.japan-clp.jp/

