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原著："Japan's turning point：How climate action can drive our economic future"
注意事項：本レポートは後掲のデロイトのエコノミスト、専門家等が作成した内容をもとに、デロイト トーマツ グループが翻訳したも
のです。和訳版と原文（英語版）の間に差異がある場合には、原文を優先します。
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地球は私たち人類にとってかけがえのない大切な財産
です。しかし、私たちが今、気候変動に対応して大胆な
取り組みを行わなければ、私たちの住む地球は大きな
リスクに晒されることでしょう。

気候変動の影響を免れることは、誰にもできません。そ
の一方で、気候変動がもたらす危機は、日本をはじめ
とするアジア太平洋地域全体にとって明確な機会を提
供するものでもあります。気候変動の影響を軽減する
ための様々なアクションを加速させ、世界をリードする
ことで、大きな経済成長の波を創出することが可能であ
ると考えられるからです。

今、大胆なアクションを開始することで、気候変動がも
たらす悪影響を抑制しつつ、将来にわたり持続可能な
経済の発展を支える新たな成長エンジンを生み出すこ
とが出来るのです。その際には、様々な消費財や最先
端の製造業の分野での日本のリーダーシップを最大限
に活用し、世界が求める低炭素排出技術を核とする革
新的なソリューションやプロセス、ノウハウなどを積極
的に提供することが肝要となります。

こうした環境認識の下、この度デロイト トーマツ グルー
プ（以下、デロイト トーマツ）は、デロイト アジアパシ
フィックの協力を得ながら「日本のターニンググポイン
ト：気候アクションが経済の先行きを左右する」と題す
る報告書（以下本レポート）を発行しました。

デロイト トーマツはCEO直轄の取り組みとして、
「Climate Sustainabilityイニシアチブ」を昨年12月
に立ち上げ、日本政府が掲げる「2050年カーボン
ニュートラル実現」への積極的な貢献を加速する目的
で、グループ横断で異なる分野の専門家が協働する取
り組みを強化しています。さらに、アジア太平洋地域を
含む全地球的な視野に立って取り組みを加速するため
に、デロイトのグローバルネットワークとの連携を進め
ています。

こうした取り組みの一環である本レポートは、日本がど
のように気候変動に対応し得るのかを検討し、それによ
り日本にもたらされる潜在的な利益を数値化すること
を目的とするものです。特に、気候変動への対応に関し
て政府、企業、個人に対して行動変容を促す際の最大
の懸念材料となることの多い「コスト」という概念に着
目し、現在コストと見なされているものが、実際には、
気候変動への対応を起点としてより良い未来を実現す
る変革のための投資であるということを示すために論
点整理を試みています。

現在、そして、これからの10年間で我々がどのような
選択に基づき行動をとるかによって、気候変動がもたら
す最悪の影響が規定路線となるのか、或いは、回避し
得るものになるのかが決まります。その意味において、
私たちは正にターニングポイント（転換点）に直面して
おり、今こそ、日本はアジア太平洋地域全体と協力して
経済の新たな歴史の流れを紡ぎ出す方途を見出すべき
時なのです。そして、それは、共に手を携え今すぐに行
動を起こすことによって初めて可能になるのです。

はじめに

気候危機への対応が巨大な経済成
長機会を生み出す

ただちに今後数十年にわたる大胆
な変革を開始することで、気候変動
による最悪の事態を回避できる
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デロイト トーマツでは、自社においてもデロイトのネッ
トワークのイニシアチブと連動し、2030年までに温室
効果ガスの排出量を実質ゼロにするという目標を定め
て取り組みを進めています。また、私たちのプロフェッ
ショナルが多様なステークホルダーと連携・協力し、よ
り一層幅広いエコシステムに関与することで、アジア太
平洋地域をはじめとする全世界において低炭素化に向
けた変革を推進する有効なソリューションを率先して生
み出すことを奨励・支援しています。

地球の温暖化による最悪の帰結を回避し、脱炭素化を
推進することで得られる様々な機会を最大限に享受で
きるように、多くの皆様と共に取り組みを進めて参りた
いと思います。

永田 高士
Takashi Nagata
デロイト トーマツ 
グループCEO

シンディ・フック
Cindy Hook
Deloitte Asia Pacific 
CEO
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低炭素排出の未来に向けて
世界をリードする

気候変動への対応を怠ることは、日本に大きな経済的
なコストと損失をもたらします。それは過去数十年にわ
たって日本が築き上げてきた進歩や繁栄の基盤を脅か
すことになるでしょう。私たちは、こうした事態を回避す
る別の方向性を追求する必要があると考えます。

日本をはじめとする世界各国・地域が、速やかに炭素
排出の大幅な削減に着手し、人類全体にとって重要な
意味をもつこれからの10年間にわたって取り組みを継
続するならば、低炭素社会という未来を実現する道筋
を切り拓くことになるでしょう。そして、こうした未来が
実現すれば、気候変動がもたらす最悪の影響を回避す
るだけではなく、アジア太平洋地域を含む世界全体に
長期的な経済成長と繁栄をもたらすことが可能になる
と考えられます。

脱炭素化を進めることで、地球の温暖化による世界の
平均気温の上昇を産業革命以前に比べて1.5℃以内に
抑えることは、とりわけ日本にとって明るい未来を約束
するものです。日本は、革新的で最先端の製造技術を
有する点において世界を牽引する存在であり、今こそ脱
炭素化に関わる複雑な地球規模の課題解決に積極的
に関わり、低炭素社会の実現を通じて将来にわたり経
済的な恩恵を享受できるように経済のあり方を構造的
に転換していくべき時です。

しかし、そのためには、地球温暖化を食い止める取り
組みを任意参加型にとどめるのではなく、社会全体に
とって必要不可欠なものと位置づけ、さらに一歩進め
て、新たな経済成長の機会として考える発想の転換が
求められます。こうした発想の転換を後押しするために
は、気候変動を緩和することで得られる価値や、脱炭
素化によりもたらされるメリットを数値化して示す必要
があります。本レポートは、こうした目的意識のもとに
作成されました。

本レポートの基礎となる調査は、主として、地域別応用
一般均衡気候統合評価モデルをデロイトが独自に調整
した「D.CLIMATEモデル」を用いて行われました。こ
のモデルは、物理的な気候変動がもたらす経済的なイ
ンパクトをベースラインの経済成長予測に織り込むこと
で、近視眼的になりがちな今日の多くの経済モデルの
限界を克服することを意図して作られたものです。ベー
スラインに気候変動に由来するコストを織り込むことで、
不作為や不適切な行動がもたらす多大な経済的損失
が明らかにされるだけでなく、日本経済のあり方を転
換することにより生み出される非常に大きな機会や可
能性を示すことができるのです。

日本を含む世界全体での温室効果
ガス排出量の速やかな削減が、気
候変動による最悪の影響を回避し、
長期的な成長と繁栄への道を拓く

日本のターニングポイント
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図表1.1：1.5℃の世界では日本の経済成長基調になる

注：日本の経済損失に向けた進路というシナリオは、世界の平均気温上昇がRCP6.0のベースライン通りになる場合を反映しています。
日本の経済成長に向けた進路というシナリオは、2050年までの世界の平均気温上昇が1.5℃より低く抑えられた場合を反映しており、
これはパリ協定の今の目標と一致したものです。
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気候変動に対する不作為が
日本にもたらすコスト

日本の気候変動に対する不作為と温暖化が3℃進む世界によって、
2070年までに大幅な損失。

-95 
兆円

デロイトがモデル化した不作為の先にある経済とは、
日本をはじめとする世界各国が現在の水準と比較して
炭素排出の大幅な削減を実行に移さないことを想定す
るものです。この想定に基づけば、2070年までに地球
の温暖化は平均3℃以上進むことになります。

この経路をたどると、2050年までに現在価値に換算し
て29兆円以上の経済損失が発生すると予測されます。
これは、2050年単年だけで見ても、日本の年間国内
総生産（GDP）の0.6%近くに匹敵します。2050年ま
での30年間の平均で、GDPの年間損失は0.2%にの
ぼります。

さらに、今後半世紀の間に気候変動が原因で日本が被
る経済損失は、現在価値に換算して約95兆円になる
と予測されますa。これによる経済的な損失の規模は、
2070年だけでGDPの1.5%以上になるでしょう。

比較対象として、2019年に壊滅的な被害をもたらした
令和元年東日本台風（台風19号）に関連した経済損
失は1兆円以上でした 1。日本が気候変動に対処しな
い場合の経済コストは、この規模の台風が今から2070
年までに85回以上発生する被害にの規模匹敵します。

a. 2070年までの期間について、日本におけるGDPに対する乖離損失の正味現在価値（NPV）、2%の割引率を適用。割引率の選択と
適用についての考え方は、Technical Appendixをご参照ください。

図表1.2：気候への不作為による日本の経済損失

日本のターニングポイント
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低炭素排出経済への道筋を開く

幸運なことに、前述した気温の変化や経済的な損失は、
所与の未来の姿ではありません。今まで積み上げてき
た炭素排出によって、地球の気温上昇や気候変動の影
響は既にある程度「固定化」されていますが、経済的
繁栄を手にし、気候変動の最悪の影響を回避するため
に大胆なアクションを実行に移す機会が残されている
のです。このようなアクションを適切な経済的な枠組み
によって促進していくことで、日本だけではなく世界全
体が力強く公平で共通の成長の実現に向かうことがで
きるでしょう。

日本は新しい経済の時代と、それを支える新しい生産
システムの開発のフロンティアに立っています。現時点
で正しい選択をすることで、低炭素排出の将来に向け
てより一層の繁栄と成長を享受する道筋を描くことが
可能であり、さらに、日本から主要な技術、プロセス、
ノウハウを輸出することで世界全体の変化を加速してい
くことができるのです。

しかし、最も重要なのは時間です。今後数年間の政策
や投資の判断によって日本と世界が継承していく経済
や気候の大枠が形作られるでしょう。このように時間が
限られているからこそ、地球の温暖化にかかる経済的
な意味を理解し、気候変動に関する市場の様々な欠陥
に対処していく意思決定の中にその理解を取り込んで
いく重要性が高まるのです。

11

総括



本レポートの依拠するモデルによれば、脱炭素化が迅
速に進むと、日本において2070年までに約388兆円
（現在価値）の経済効果が生まれることが示されていま
す。気候変動への不作為（以下で説明している代表的
濃度経路（RCP）6.0をベースラインとした場合）と比
較すると、2070年までのモデル化した数十年の間に、
日本のGDPは毎年平均2.5%高くなることになります。

2070年だけでみても、気候変動への不作為シナリオ
比GDPの規模は4.5%大きく、グロスで32兆円の経
済産出増加に匹敵します。これは、2070年だけで直近
のトヨタと任天堂の市場価値を合わせた規模の成長が
実現することを意味します2。

このような経済効果は、迅速な投資、技術開発、市場
の成熟、規制から生み出されるもので、これらが相まっ
て脱炭素化を推進し、2050年までに地球の平均気温
上昇を1.5℃より低く保つという目標を達成することが
できます。

日本の新たな経済の
エンジンとしての脱炭素化

気候変動への対応と温暖化1.5℃の
世界から得られる2070年までの
日本の大規模な経済効果

388
兆円

RCP 6.0の説明

RCP6.0は気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）が使っている炭素排出シナリオの1
つです。RCP6.0は、全世界の大半が大規
模な気候変動緩和に向けた政策を導入で
きないことを前提としたシナリオで、不作為
から生まれる潜在的な影響を予測する上で
適当なベースラインです。IPCCのシナリオ
は、社会経済の動向や気候変動緩和の政
策設定などに応じて大きく異なります。

図表1.3：1.5℃の世界における脱炭素化から得られる日本の経済効果の可能性

日本のターニングポイント
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変革における最大の経済効果
GDP上振れ効果が最も大きい順、金額により順位付け
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図表1.4：温暖化1.5℃の世界における脱炭素化の進んだ日本を達成するためのアクションの4段階
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本レポートの依拠するモデルを用いた分析によれば、日本における気候
変動アクションの経済効果は当初は徐々に表れ、その後、今世紀半ばに
急速に拡大していきます。最初の10年が経過するあたりから、迅速な脱
炭素化に伴う構造的な調整コストは、経済の脱炭素化への切り替えを促
す資本や技術からのプラスのリターンによって相殺されることが示されて
います。また、気温上昇を1.5℃以内に抑えることを目指した迅速な脱炭
素化の成果は、次の4つの経済的な段階を追って具現化する可能性が高
いと予測されますb。

日本のターニングポイント

b. 本レポートにおける気温上昇1.5℃の世界とは、各国が迅速な脱炭素を達成し、世界の平均気温上昇を今世紀半ばまでに1.5℃より
低く抑え、今世紀末までこの平均を維持するという状況のことです。このシナリオの下では、アジア太平洋地域は2050年までに炭素
排出ほぼネットゼロを達成することになります。このシナリオは、デロイトによって計測・モデル化されました。

大胆な気候への
取り組み

協調した変化

低炭素排出の
将来

ターニング
ポイント

日本のターニングポイント
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大胆な気候への取り組み
2021年～2025年
今後数年間が迅速な脱炭素化に向けた土台作りとなり
ます。政府、規制当局、企業、業界、消費者による決定
が当初の進捗を後押しし、スピードと規模を伴った脱炭
素社会に向けた市場環境を創出していくことになるで
しょう。これによって価格シグナル効果が生まれ、サプラ
イチェーンが変革され、世界の平均気温上昇を1.5℃ま
でに抑制するような構造変化の基礎が構築されていき
ます。日本のグリーン成長戦略によって、また予算、税制、
規制改革、標準化、国際協調にかかる政策によって、規
制当局や企業、消費者に対して市場のシグナルが発信
されるにつれて、大胆な気候変動への取り組みが経済
活動の主流になっていくでしょう。クリーンエネルギー、
建設、サービスといった産業では、このような政策への
対応でただちにプラスの効果が表れるでしょう。

協調的な変化
2025年～2035年
この10年間には、産業政策やエネルギーシステム、消
費者行動などの面で、最も本質的で困難を伴う変革が
具体的な姿を現していくことになるでしょう。様々な産
業や各国によって変革の取り組みのペースは異なるも
のの、企業や経済は大胆な気候変動への取り組みの成
果を目にし始めるようになります。日本は競争優位性
を維持するために、低炭素排出技術や水素を海外から
調達することも考えられます。その一方で、徐々に脱炭
素化に関連した技術やモノ・サービスの輸出国家とし
ての日本の地位が確立され、プラスの経済効果が蓄積
されていくことでしょう。

ターニングポイント
2035年～2045年
この時期までには、炭素排出量の多い産業の脱炭素化
がほぼ完了します。低排出を可能にする新技術のコスト
も下がるため、全体としてプラスの経済効果が幅広く共
有されるようになるでしょう。炭素排出削減の取り組み
の効果は、高炭素排出の状態と比較すると世界の平均
気温上昇が抑えられるという形になって表れます
（RCP6.0のベースラインと比較すると2045年までの
10年間で平均0.13℃の減少となります）。この経路を
取ると、2070年までの世界の気温の中央値はRCP6.0
のベースラインよりも1℃下がります。この10年間が気
候変動と経済のターニングポイントとなり、高炭素排出
という経路の「固定化」から脱却し、技術の進化による
経済的な配当を実現します。日本はグリーン経済を基軸
とする新しい構造に変化を遂げ、技術的なノウハウやイ
ノベーションから生まれる生産能力によって、一段と複
雑でサービス志向の経済が創出されると予想されます。

低炭素排出の将来
2045年以降
今世紀末までに、日本の経済は炭素排出ほぼネットゼ
ロを達成し、世界全体でも平均気温上昇を1.5℃近辺
に維持することで、地球温暖化の進行を抑えることが可
能となるでしょう。経済構造は根本的に変革されます。
それを下支えするのが、エネルギー、モビリティ、製造、
食糧、土地利用などの分野をまたいで相互につながり
合った低炭素排出システムです。あらゆる市場において、
低炭素排出またはゼロ排出のエネルギー源がエネル
ギー構成の中心となり、特に、天然由来のものと技術的
に創出されたものを含め、グリーン水素とネガティブ・
エミッションのソリューションが重要な機能と役割を担
うものとなるでしょう。2020年代に日本がいち早く実行
した投資の成果が、技術や起業家精神をはじめとする
様々な競争力に関わる要因の改善・向上という形で具
現化し、高度な複雑性に対応し得るサービスを中心とす
るビジネスが日本の経済を牽引していることでしょう。
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ニューノーマル： 
気候変動により毀損される経済

これまでの多くの経済分析モデルは大きな限界を抱え
ています。

今日の代表的な経済予測モデルは、気候変動の帰結や、
その影響への適応や影響の軽減といった世界規模での
取り組みの効果を織り込んでいません。気候変動がも
たらす損失や気候変動緩和の政策を検討する場合でも、
誤った発射台を共通の出発点に置き、それと代替的な
将来のあり方とを比較するというシナリオ分析が大半
です。つまり、炭素排出集約型の経済生産を通じた制
約のない経済成長という前提に基づく誤った「現状維
持」のトレンドを比較対象としているのです。政府も企
業もこのような経済のベースラインを基に判断や投資
の材料としているということです。

無理もありません。産業革命以降、経済成長というも
のは温室効果ガス排出の増加を伴うものでした。

化石燃料を燃やし、森林を破壊し、集約的な農業のた
めに土地を転換していく中で、人類はこのようなアク
ションの「成果」として、経済成長、生活水準の向上、
人生の満足度の高まりなどを手にしてきたのです。c世
界経済は1750年以降ほぼ毎年拡大を続けてきました。
個別の地域や国で見ると経済成長に一貫性や均質性
はありませんが、産業革命以降、毎年平均1.5%ずつ
GDPが拡大してきたのです3。

このような炭素排出集約型の成長はおそらくアジア太
平洋地域に最も顕著に表れています。アジア太平洋地
域では、過去数十年間に劇的な経済成長を遂げ、何
百万人という人が貧困から脱することができましたが、
これには急速な二酸化炭素排出の増加が伴いました 4。

帰結を伴う経済成長

日本経済もこの成長ストーリーに組み込まれています。
第二次世界大戦後の数十年間、炭素排出集約型の産
業生産を背景に日本は目覚ましい経済発展を手に入れ
てきました。日本は米国と中国に次ぐ世界第3位の経
済大国であり、温室効果ガス排出量でみても世界第6
位となっています5。

1960年代から1980年代にかけて、日本は世界でも
最も高い経済成長率を手にしました。生産資本への高
い投資比率、効率的な産業技術の応用、最先端技術へ
の容易なアクセス、研究開発への多大な投資、オープ
ンな世界貿易の枠組みの拡充などがこの経済成長を牽
引してきました 6。

c. GDPで測られる経済成長や、1人当たりGDPの伸びで測られる生活水準の改善。

過去の経済成長と生活水準の向上
は多大なコストを伴って達成された
ものである

日本のターニングポイント
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*2019年までの1人あたりGDP成長、2016年までの1人あたり炭素排出。
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変化しつつある経済ストーリー

主流派の経済理論や経済モデルは、無制限の炭素排出
が経済成長力にマイナスの帰結をもたらさない、という
前提に立っています。

世界に対するこのような見方は、今では広範な科学的
コンセンサスに反するものになっています。さらに、我々
の実体験からもますます乖離するようになっています。
現在の経済生産システムは気候が支えきれないほどの
変化を生み出しているのです8。この変化は日本が努力
の末手に入れた経済成長や繁栄をリスクにさらすもの
です9。

日本は既に動いています。日本は元々、温室効果ガス
排出を2030年までに2013年の水準から26%削減す
るという気候変動アクションの目標（「国が決定する貢
献」またはNDC）を公約していました。2020年10月
には、2050年までにカーボンニュートラルを達成する
ことにコミットし、これを受けて、2021年3月には
2030年までに炭素排出を2013年の水準から46%削
減するというより厳しい中間目標を設定しました 10。こ
のようなコミットメントによって、生産性と成長を維持し
た低炭素排出経済という日本経済の最終的な方向性
が定められました。

しかし日本がこのようなコミットメントを果たし、脱炭素
と開発を両立させていくためには、経済のベースライン
に対して、さらには意思決定に対して、気候変動の経
済的な影響を盛り込んでいく必要があります。そうしな
ければ、貧弱な経済論やリスク管理、気候危機に対す
る危険なほど不適切な努力という結果に終わっていま
うでしょう。

デロイトのD.CLIMATEモデルでは、物理的な気候変
動がもたらす経済的なインパクトをベースライン経済予
測に取り込み、近視眼的になりがちな現在の経済予測
モデルの限界を克服しようとしています。気候変動のコ
ストをベースラインに織り込むことで、不作為や不適切
な行動がもたらす多大な経済的損失を明らかにし、同
時に、日本経済のあり方を転換することにより生み出さ
れる非常に大きな機会や可能性を示すことができるの
です。

図表2.1：1人あたりGDP成長と炭素排出のトレンド7
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不作為がもたらす高いコスト

気候変動を抑制しなければ、日本が過去数十年にわた
る努力の末に手に入れた経済成長の果実が一掃される
ことになりかねません。日本の経済的な繁栄の土台で
ある自然や人的資本はリスクにさらされ、生活水準や
将来的な成長の展望、グローバル市場における日本の
地位、国民の健康と幸福も同時に脅かされることにな
るのです11。

過去数十年間、日本経済の軌跡は成長を軸に語られて
きましたが、気候変動に対する不作為は、それを衰退
を軸とするものに転換させることになるでしょう。

気候変動は日本が築き上げた経済
的繁栄の基礎を脅かす可能性を持つ

日本のターニングポイント
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労働者への影響
熱ストレス、労働者のスローダウン、
能力低下により労働生産性が

低下する。

生産可能な土地の減少
海面上昇による生産可能な
土地の減少と陸上での活動の
生産性低下により低地と沿岸部が

影響を受ける。

健康と 
福利の衰退

死亡率と疾病率の上昇によって
生活水準や労働人口の生命が

脅かされる。

生産性と投資の 
行き詰まり

新しい生産性の高い資本ではなく
既存資産の修復に投資がまわされ
経済が低迷する。気候変動により

経済成長が行き詰る。

世界のお金の 
流れの混乱

観光業などへの国際的な
お金の流れが

大幅に縮小し、企業、雇用、
生活に影響が及ぶ。

農業の損失
適応しようとしても気候変動に

対する不作為は農家ができることに
限界をもたらす。作物収量の
変動により農業セクターの
生産性が損なわれる。

図表2.2：気候変動の経済的な影響

21

気候変動に対する不作為が日本にもたらすコスト



気候変動を緩和するために一段と大きなアクションを
取らなければ、世界の炭素排出は増加し続けます。こ
れは今世紀末にかけた地球の平均気温の上昇という帰
結につながります。このシナリオの世界では、気候変動
に対する不作為が日本経済と世界経済のベースライン
となります。気候変動のない世界（詳細はTechnical 
Appendixをご覧ください）と比較すると、このベース
ラインのシナリオは経済成長にマイナスの影響を与え
ます。

この結論を数値で示すために、デロイトは次の段階的
プロセスを用いて、アジア太平洋地域における気候変
動の長期的な成長に対する経済的な影響をモデル化し
ました。

このモデル化の枠組みにはアジア太平洋地域全体につ
いて、気候および経済の地域別の影響に関する大がか
りな調査が含まれており、この調査がデロイトのD.
CLIMATEモデルのインプットに用いられています（詳
細はTechnical Appendix をご覧ください）。

1.
炭素排出集約型の
世界経済の予測

2.
地球の表面温度が
引き続き上昇

3.
生産要素への
物理的なダメージ

5.
経済成長の
ベースラインに
対する別の見方

4.
経済への影響

日本による気候変動に対する 
不作為のモデル化

日本のターニングポイント
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1.
炭素排出集約型の
世界経済の予測

2.
地球の表面温度が
引き続き上昇

3.
生産要素への
物理的なダメージ

5.
経済成長の
ベースラインに
対する別の見方

4.
経済への影響

モデルではRCP6.0を反映した炭素排出を前提に、
2100年までの経済生産（GDPにより計測）を予測し
ますd。RCP6.0とは、炭素排出抑制の取り組みを大幅
に拡充しないという単一のシナリオのことです（ベース
ラインシナリオ）12。その結果、今後予測される世界経
済は炭素排出集約型になります。

大気中の温室効果ガスが増加し、地球の表面平均温度
は産業革命以前と比較すると引き続き上昇しますe。 

RCP6.0のベースラインシナリオでは、地球の平均気温
は今世紀末までに産業革命以前との比較で3℃以上も
上昇します f。（現在の平均気温が産業革命以前よりも
既に1.0℃以上上昇している点に留意してください。）

温暖化によって気候が変化し、生産要素に対して物理
的な損害を引き起こします。デロイトのモデルでは、ア
ジア太平洋のそれぞれの特定地域ごとに、気候、産業、
労働力構造に関する地域別の経済損失を6種類挙げて
います。

d. IPCCが採用している排出シナリオは、社会経済の動向や気候変動緩和の政策設定などに応じて大きく異なります。RCP6.0は中間的
なベースラインシナリオとして選ばれました。具体的または大幅な気候危機軽減政策の取り組みが含まれず、参照にふさわしいベー
スラインになるためです。

e. IPCC評価における産業革命以前とは、1750年前後の大規模な産業活動が始まる前の数世紀間と定義されています。
f. 関連する気候データ（年間気温上昇や大気中濃度など）は結合モデル相互比較プロジェクト（CMIP6）から利用できるモデルの合成
によって得ています。詳細はTechnical Appendixをご参照ください。

生産要素に対する損害は経済全体に広がりGDPに影
響を与えます。期間中の炭素排出の変化（とそれに伴
う気温の変化）によってこの影響や相互作用も変化しま
す。経済が気候に影響し、気候が経済に影響するのです。

時間、世界の平均気温、産業構造全般にわたる経済生
産の特質といった主要な変数を組み合わせると、経済
成長に対する見方には様々なベースラインが生まれま
す。そこで気候変動の損害を含めたベースラインを用い、
具体的なシナリオ分析を実施します。シナリオには炭素
排出の増減につながる政策と、RCP6.0のベースライン
と比較した世界の平均気温を含めることもできます。

1 4

2

5

3
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図表2.3：温暖化が3℃進んだ世界における日本が受ける気候変動のダメージ、2070年時点、セクター別

-4.5兆円 -2.4兆円

-1.7兆円 -1.2兆円

-0.2兆円 -0.1兆円

-0.8兆円 -0.5兆円

-0.02兆円 0.02兆円

官民サービスセクター

小売・観光

輸送

農業・林業

水道とユーティリティ

製造

建設

既存エネルギー

鉱業と天然ガス

新エネルギー
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図表2.4：今後50年の間に見込まれる経済損失

2070年までに見込まれる
経済
損失

-95
兆円

その他

-21兆円

小売業・観光業

-15兆円

サービス業

-41兆円

製造業

-17兆円

注：2070年までの期間について、日本におけるGDPに対する乖離額の正味現在価値（NPV）、2%の割引率を適用。
割引率の選択と適用についての考え方は、技術的な事柄に関する付録をご参照ください。
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このモデルで示した将来の経済とは、日本を始めとす
る世界が現在の水準と比較して炭素排出を大幅に削減
していない経済です。この将来に通じる炭素排出を継
続すると、2070年までに地球の温暖化は平均3℃以
上進むことになりますg。

デロイトの試算によると、今後半世紀の間に気候変動
が原因で日本が被る経済損失は現在価値に換算して
約95兆円という結果になりますh。この経済力の損失
分は、2070年だけでGDPの1.5%以上に匹敵します。

比較のために挙げると、2019年に壊滅的な被害をも
たらした令和元年東日本台風（台風19号）に関連する
経済損失は1兆円以上でした 13。

気候変動が日本に与える経済コストは、この規模の台
風が今から2070年までに85回以上発生する被害に
匹敵します。

相当なアクションを講じなければ、気候変動によって今
後50年間で日本の経済力は年平均0.6%ずつ低下し
ていくことになります。

この経路をたどると、2050年までに現在価値に換算し
て29兆円以上の経済損失が生まれます。これは、
2050年単年だけで見ても年間GDPの0.6%に匹敵し
ます。2050年までの30年間の平均で、年間0.2%の
GDPが損なわれることになります。

産業、企業、労働者に大きな損害

経済的な負担の多寡は業種によって異なるものの、日
本の大半の産業が気候変動の影響を受けることになり
ます。モデル化の期間において経済活動という観点か
ら最も影響を受ける5つの産業分野は、現時点で日本
の経済生産の93%を占めています。

サービス（官民）、製造、小売・観光、建設、輸送といっ
たこの5つの産業分野は日本経済の大きな力であり、
大規模な雇用を生み出しています。日本の近代経済の
エンジンなっている産業でもあります。

デロイトの試算では、2070年までにこの5つの産業に
よるGDPに対する付加価値が毎年平均3.5兆円以上
失われることになります。

気候変動が日本に及ぼす
経済コスト

気候変動への不作為は、2019年
に発生した令和元年東日本台風
（台風19号）85回分以上の規模の
経済的損失を、今から2070年まで
の間にもたらすと予測される

g. IPCCが採用しているシナリオは、社会経済の動向や気候変動緩和の政策設定などに応じて大きく異なります。RCP6.0は中間的な
ベースラインシナリオとして選ばれました。具体的または大幅な気候危機軽減政策の取り組みが含まれず、参照にふさわしいベースラ
インになるためです。

h. 2070年までの期間について、日本におけるGDPに対する乖離損失の正味現在価値（NPV）、2%の割引率を適用。割引率の選択と
適用についての考え方は、Technical Appendixをご参照ください。

日本のターニングポイント
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本レポートの依拠するモデルでは、気候変動による損
失の広がりによって、日本が進めている工業生産経済
からサービスベース経済への移行がリスクにさらされる
ことになります。最大の産業コストは間違いなくサービ
スセクターにかかることになります。気候変動の対策が
講じられない場合、今後50年で日本のサービス生産
活動は毎年平均1.7兆円減少することになります。

日本の製造業は依然として世界最大かつ最先端ですが、
この業界も影響を免れません。台風のような異常気象
事象の深刻さと頻度が増し、低炭素排出エネルギーへ
の移行がバラバラに進みます。この2つの要因を合わせ
ると、日本の年間製造生産高は今後50年で年平均
6,900億円ずつ減少します。

日本には500カ所以上のスキーリゾートが存在し、世
界的なスキーやスノーボードの旅行先として国際的な
知名度を誇っています14。スキー業界は気候変動によっ
て直接かつただちに大きな影響を受けます15。気温が
上昇して降雪パターンが変わり、全体として降雪量が
減少すると、スキーリゾートは閉鎖を余儀なくされます。
それに伴い、周辺ビジネスが影響を受け、観光客も急
減するでしょう。デロイトの試算では、2070年までに小
売・観光業は現在価値にして15兆円の損失を被るこ
とになります。これは年平均でほぼ6,200億円にも上
ります。

日本の
 国内総生産（GDP）

に占める割合

93%

図表2.5：気候変動を理由とした日本における産業の最大の損失

最
も
影
響
を
受
け
る
産
業

サービス業

製造

小売・観光

建設

輸送
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前述した気温の変化や経済的な損失は、所与の未来の
姿ではありません。今まで積み上げてきた炭素排出に
よって、地球の気温上昇や気候変動の影響は既にある
程度「固定化」されていますが、経済的繁栄を手にし、
気候変動の最悪の影響を回避するために大胆なアク
ションを実行に移す機会が残されているのです。このよ
うなアクションを適切な経済的な枠組みによって促進し
ていくことで、日本だけではなく世界全体が力強く公平
で共通の成長の実現に向かうことができるでしょう。

日本は新しい経済の時代と、それを支える新しい生産
システムの開発のフロンティアに立っています。現時点
で正しい選択をすることで、低炭素排出の将来に向け
てより一層繁栄と成長を享受する道筋を描くことが可
能であり、さらに、日本から主要な技術、プロセス、ノ
ウハウを輸出することで世界全体の変化を加速していく
ことができるのです。

しかし最も重要なのは時間です。今後数年間の政策や
投資の判断によって日本と世界が継承していく経済や
気候の大枠が形作られるでしょう。このように時間が限
られているからこそ、地球温暖化にかかる経済的な意
味を理解し、気候変動に関する市場の様々な欠陥に対
処していく意思決定の中にその理解を取り込んでいく重
要性が高まるのです。

2030年までに炭素排出を2013年の水準から46%削
減し、2050年までにカーボンニュートラルを達成する
という日本の公約を見ると、日本が気候変動対応を起
点とする変革に内在する経済機会を真剣に捉えている
ことが分かります。世界の炭素排出に占める日本の割
合は現在3%であり、国内の発電の70%は炭素排出
集約型の化石燃料源によるものです16。日本の重工業
による化石燃料の利用率は先進国中最大になっていま
す。製造業はGDPに対して約6%しか貢献していない
にも関わらず、国内の炭素排出に占める工業生産の割
合は4分の1に上ります17。

日本の脱炭素化に向けた取り組みは2011年に起きた
福島の原子力発電所の事故を受けて大幅に後退しまし
た。原子力発電は1970年代以降の日本のエネルギー
構成において大きな役割を果たしており、2000年まで
に日本の電力の40%が原子力によって賄われるように
なっていました 18。2011年の事故の後、日本の全ての
原子炉は停止され、不足分の電力は天然ガスと原油の
利用を大幅に拡大することで代替されるようになりまし
た 19。日本の炭素排出は2009年から2013年の間に
漸進的に増加し、2014年から2015年にかけて若干
減少し、それ以降は横ばいになっています20。

経済の新しい情勢

今すぐ正しい選択を行うことで、日
本は脱炭素化に向けたより豊か
な変革の道筋を描くことが可能に
なる

気候変動による最悪の影響を回避
し、想定される経済成長機会を具
現化するために、日本はただちに
必要な行動をとるべきだ

日本のターニングポイント
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経済効果

-95兆円
経済損失

2025年まで
速やかかつ
大胆な気候への
取り組み

2025年～2035年
大胆な気候の
取り組み推進の
10年

2035年～2045年
地球温暖化を

1.5℃までに抑える、
気候変動の最悪の

影響を回避

炭素排出
集約型産業が
主流のまま

炭素排出で
世界の平均気温が上昇

気候変動が
経済にダメージ

2070年
世界は2070年の先も
温暖化の1.5℃までの

抑制を維持、
持続的な繁栄を

実現する
ネットゼロの未来に

2070年
気候への不作為により
日本には大幅な損失

2045年
脱炭素化された
日本と世界の

経済

図表3.1：1.5℃の世界では日本の経済成長基調になる

注：日本の経済損失に向けた進路というシナリオは、世界の平均気温上昇がRCP6.0のベースライン通りになる場合を反映しています。
日本の経済成長に向けた進路というシナリオは、2050年までの世界の平均気温上昇が1.5℃より低く抑えられた場合を反映しており、
これはパリ協定の今の目標と一致したものです。
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こうした状況において、課題が山積しているにもかか
わらず、日本による低炭素排出経済への移行は既に着
実に進んでいます。2021年4月、最後まで残っていた
新規の石炭火力発電所建設計画が取り消しになりまし
た 22。原子力発電が再開され、再生可能エネルギーが
拡大し、エネルギー効率の改善に対する規制が導入さ
れています23。

2012年以降、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス
といったエネルギー源を含めた再生可能エネルギーは
固定価格買取制度（FIT）によって後押しされています。
大規模太陽光発電ファームは特にこの固定価格買取制
度（FIT）の恩恵を受けています。

しかし、再生可能エネルギーの拡大には根強い課題が
あります。太陽光電力の価格は大半の国と比較すると
高止まりしています。沿岸地域の海底が深いため洋上
風力発電の開発には制限があります。陸上風力発電に
は人口密度の高さや分散した送電網、山岳地帯、地震、
台風などが壁になっています。

日本の新たな経済のエンジンとしての 
脱炭素化
脱炭素化が迅速に進むと、日本には2070年までに約
388兆円（現在価値）の経済効果が生まれます。気候
変動への不作為（RCP6.0のベースライン）と比較する
と、現在から2070年までのモデル化した数十年の間
に、日本のGDPは毎年平均2.5%高まります。

2070年だけでみても、気候変動への不作為シナリオ
比GDPの規模は4.5%大きく、グロスで32兆円の経
済産出増加に匹敵します。これは、2070年だけで直近
のトヨタと任天堂の市場価値を合わせた規模の成長が
実現することを意味します24。

気候変動に対するアクションの経済効果は、2030年以
降に顕在化してくることになるでしょう。大胆な気候変
動対応政策が選択され、世界経済の迅速な脱炭素化
が進むと共に、日本は2020年代終わりまでに短期的
には構造調整コストの影響を受けることになります。し
かし、国を挙げて協調的かつ戦略的な変化を促すこと
で、産業、エネルギーシステム、消費者の行動に変化が
現れ始めると、こうしたコスト上回る利益が生み出され
るようになるのです。

このような経済効果は迅速な投資、技術開発、市場の
成熟、規制対応から生み出されるもので、これらが相
まって脱炭素化を推進し、2050年までに地球の平均
気温上昇を1.5℃以内に抑えるという目標を達成する
ことができます。

日本では2030年以降、気候変動
アクションに由来する経済効果が
徐々に実感され始めるであろう

日本のターニングポイント
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図表3.2：日本の発電における再生可能エネルギー、原子力、化石燃料の割合（1999年～2019年）

出典：国際エネルギー機関（2021年）21

注：データは5年ごと
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図表3.3：気温上昇を1.5℃より低く保つシナリオ世界における脱炭素に向けた経済の調整プロセス

日本の速やかな脱炭素化の方法
2050年までに地球温暖化が1.5℃までに抑えられるというモデルシナリオにおいて、日本経済は現在
の水準よりも経済活動における炭素排出量を速やかに削減し、繁栄していくでしょう。日本は変化に迅
速に適応した国として、また、脱炭素化の輸出国として、世界の脱炭素化の取り組みのリーダーとなる
でしょう。

変化の価値が認められる

脱炭素化の政策、投資、
新たな脱炭素化の取り組みが
経済構造を変化させる。

この構造変化の価値が
経済活動に織り込まれていく。

変化の種類とペースによって
日本の産業における価格が
決まり排出削減に
向かうことになる。

エネルギーが移行する

価格変化と脱炭素化の
取り組みによって
再生可能電力が日本の
エネルギーシステム変革を
推進する。

最終利用では
再生可能エネルギーが
化石燃料源よりも安くなるため、
再生可能電力への置き換えが
進む。

エネルギーセクターには
様々な脱炭素化の手法が
備わり投資に対する意欲が
高まる。

燃料が切り替わる

価格変化とエネルギー
システムの変革によって電化が
進み、産業と家庭において
低炭素排出の新しい燃料源の
利用も広まる。

この変革によって
エネルギー創出セクターと
エネルギー消費セクターの
つながりが緊密になる。

経済には安価でクリーンな
エネルギーが備わり、
このエネルギーによって
経済生産高も向上する。
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注：2070年までの期間について、日本におけるGDPに対する乖離額の正味現在価値（NPV）、2%の割引率を適用。割引率の選択と
適用についての考え方は、技術的な事柄に関する付録をご参照ください。

2070年までに見込まれる
経済

効果

388
兆円
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日本のターニングポイント

脱炭素の経済効果を実現するには日本経済全般での
幅広い変化が必要となります。特にエネルギー構成と
産業ベースは大きく変わっていく必要があります。モデ
ルシナリオでは、再生可能エネルギー（主に太陽光発電
と風力発電）が基本となり、利用状況にあわせて輸送
できる「グリーン」な水素を作るための電気分解に利用
されます。

日本やその中の重工業における脱炭素化に向けた道筋
において、再生可能エネルギーの出力変動の調整役と
して一定程度の化石燃料を維持していく必要がありま
す。炭素捕捉や炭素貯蔵の技術の開発と進展がネット
ゼロ排出に至るためには不可欠です。

日本の今後のエネルギー構成には引き続き化石燃料
が含まれますが、2020年代初期には95%であったも
のが2050年までに約25%になるなど、そのシェアは
時間と共に大きく低下するでしょう。日本の燃料構成
は、今後50年でよりクリーンなエネルギー源に変わっ
ていきます。主にグリーン水素の利用がこの動きを牽
引します。

日本は最近、ブルネイで製造した水素を大型コンテナ
船で日本まで輸送することに成功し、この規模の国際
間水素輸送としては「世界初」となる実績を作りました。
日本とオーストラリアの首脳は今年前半の会合におい
て、日本への水素供給に向けた今後の両国間の貿易に
ついて合意しました 25。継続的な技術革新を通して、乗
用車、発電タービン、製鉄、大型車両、船舶など、様々
な分野で水素の採用が目前に迫っています26。デロイト
のモデルでは、2030年に3%であった水素の燃料構成
比率は2070年までに40%に高まると試算されていま
す。日本の最終利用グリーン水素について、一部は輸入
する必要も出てくるでしょう27。

図表3.4：2050年までの日本の化石燃料の利用

2020 2030 2040 2050

石炭 原油および原油製品

53%

16%

55%

13%

35%

7%

18%

3%
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脱炭素化に向けた道のり

デロイトでは、日本でも世界でも次の4つの経済のフェーズを経て迅速
な脱炭素化が進み平均気温上昇を1.5℃より低く保つ世界が実現すると
考えています。
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図表3.5：温暖化1.5℃の世界における脱炭素化の進んだ日本を達成するためのアクションの4段階

大胆な気候への取り組み
2021–2025

ターニングポイント
2035–2045

協調した変化
2025–2035

低炭素排出の将来
2045–2070

新エネルギーセクター
建設セクター
官民サービスセクター

新エネルギーセクター
官民サービスセクター
建設セクター

小売業・観光業
水道とユーティリティ

新エネルギーセクター
官民サービスセクター
小売業・観光業

建設セクター
水道とユーティリティ

新エネルギーセクター
官民サービスセクター
小売業・観光業

建設セクター
水道とユーティリティ
農業と林業

変革における最大の経済効果
GDP上振れ効果が最も大きい順、金額により順位付け

4.5%

2.4%0.3%0.04%
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大胆な気候への取り組み
2021年～2025年

今後数年間が迅速な脱炭素化に向けた土台作りとなり
ます。政府、規制当局、企業、業界、消費者による判断
が当初の進捗を後押しし、スピードと規模を伴った脱炭
素化に向けた市場環境を創出していくことになるでしょ
う。これによって価格シグナル効果が生まれ、サプライ
チェーンが変革され、地球の平均気温上昇を1.5℃より
低く保つような構造変化の基礎が構築されていきます。

日本のグリーン成長戦略によって、また予算、税制、規
制改革、標準化、国際協調にかかる政策によって、規制
当局や企業、消費者に対して市場のシグナルが発信さ
れるにつれて、大胆な気候の取り組みが経済活動の主
流になっていくでしょう28。クリーンエネルギー、建設、
サービスといった産業では、このような政策への対応で
ただちにプラスの効果が表れるでしょう。

日本のクリーンエネルギーセクターは新技術の開発か
ら恩恵を受け、既存技術のコスト低下や市場によって輸
入化石燃料エネルギーからよりクリーンな国内エネル
ギー源への切り替えが可能となるでしょう。

協調的な変化
2025年～2035年

産業政策、エネルギーシステム、消費者行動などの面で、
最も本質的で困難を伴う変革が具体的な姿を現してい
くことになるのがこの第2フェーズです。様々な産業や
地域によって変革の取り組みのペースは異なるものの、
企業は大胆な気候変動の取り組みの成果を目にし始め
るようになります。

日本ではこのフェーズにおいて構造調整の最大のコス
トが発生します。しかし2030年以降はこのコストはネッ
トの経済的な利益へと変わり始めます。この期間中、ク
リーンエネルギー技術の開発と実装、特に水素の製造
と分配には、世界的な協調による変化のニーズが生ま
れます。日本はクリーンエネルギー産出において国内
の産出能力を調整していきますが、それでもなお水素
の輸入が必要となるでしょう。

日本のターニングポイント
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ターニングポイント
2035年～2045年

この10年間までに、産業界における脱炭素化に向け
た調整がほとんど完了することが当社のモデルでは示
されています。低排出を可能にする新技術のコストも下
がるため、全体としてプラスの経済効果が幅広く共有さ
れるようになるでしょう。この時期に、脱炭素化を通し
て世界の平均気温上昇を抑えることの大きな効果が目
に見えて表れるようになるでしょう。RCP6.0のベースラ
インと比較すると、2045年までの10年間で世界の中
間気温は平均0.13℃変わってきます。

これが気候と経済のターニングポイントです。高炭素排
出という方向性の「固定化」から脱却し、一方で技術の
進化から経済的な配当を得ることができるのです。日本
では、グリーン経済を基軸とする新しいな構造に向けて
構造調整が起きているでしょう。最初の20年間で日本
では製造大国から消費者主導・サービス主導の経済へ
の移行が進みます。既に起きているこの経済の移行を
土台として、日本は技術的なノウハウやイノベーション
を生かして、経済複雑性や生産能力を高めているでしょ
う。2045年までに、日本経済はより複雑さを増し、サー
ビスを基盤としたものに変化を遂げるでしょう。

低炭素排出の将来
2045年以降

当社のモデルでは、2045年以降日本経済は炭素排出
ほぼネットゼロを達成し、世界全体でも今世紀末まで
の世界の平均気温上昇を1.5℃近辺に抑えられること
が示されています。経済構造は根本的に変革されます。
それを下支えするのが、エネルギー、モビリティ、製造、
食糧、土地利用などの分野をまたいで相互につながり
合った低炭素排出システムです。

あらゆる市場において、低炭素排出またはゼロ排出の
エネルギー源がエネルギー構成の中心となり、特に天
然由来のものと技術的に創出されたものを含め、グ
リーン水素とネガティブ・エミッションのソリューション
が重要な機能と役割を担うものとなるでしょう。

サービス業が日本経済を牽引するようになります。
2020年代に策定された大胆な政策によって、起業家
精神、ノウハウ、技術、新規事業創出などの競争力が
高まり、日本のサービスセクターの成長を牽引します。
情報技術に対する投資の広がりによって、複雑なサー
ビスセクターにおいて国内の経済力が拡大するだけで
はなく、グローバルなプレゼンスも高まっていくでしょう。

その結果、確固たる成長基調が生み出されます。脱炭
素化が進み平均気温上昇を1.5℃より低く保った世界
では、気候変動アクションを取らなかった場合の将来と
比較すると、2050年後半までに日本経済の年率規模
は4.5%以上高まります。
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