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Appendix 1  

1.0. ベースラインとしての気候変動による
損失のモデル化アプローチ
現在に至るまで、マクロ経済モデルや経済分析の大半
は、大気中の温室効果ガス濃度の高まりは経済成長に
対してマイナスには作用しないことを前提にした「ベー
スライン」を基にしています。

このようなモデルは、炭素排出の高まりを受けても経済
成長が持続し、世界的に生活水準が向上し続けること
を前提としています。デロイトは、このような見方は特
に長期的には現実には当てはまらないと考えます。つま
り、多くの経済分析や気候変動に対処するための政策
が、時代遅れの理論的な枠組みから得られる情報の上
に成り立っていると考えています。

気候変動の影響はこのようなベースラインに対する「シ
ナリオ」として捉えるべきではありません。社会および
経済の根本的な変化がなければ緩和されない、気候変
動による影響がベースラインとなるためです。

経済分析のベースラインにおいて気候変動がもたらす影
響を考慮しないと、意思決定は基本的なポイントを外し
てしまうことになります。気候変動リスク等に係る金融
当局ネットワーク（NGFS）は、まさにこの問題（とそ
の他の様々な問題）の解決するためのガイダンスを発表
しました。

生産性、潜在的な生産量、経済成長に対する気候変動
の長期的な影響を理解し、それを織り込んでいくことは、
今後起こり得るグローバル経済の成長の道筋だけでは
なくディスラプティブ（破壊的）な気候変動の影響につ
いて理解していくために不可欠なことです。

デロイトは自社の地域別一般均衡モデル（DAE-RGEM）
に本格的な統合評価モデル（IAM）の機能を持たせる
よう拡張しました。多くの IAMとは異なり、このモデル
にはセクターや地域によって異なる複数の経済損失が含
まれます。また多くの地域別応用一般均衡（CGE）モ
デルとは異なり、このモデルは国際貿易分析プロジェク
ト（GTAP）のデータベース、二酸化炭素および非二酸
化炭素ガスを含めた排出収支によりグローバル経済と
統合しています。
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この取り組みは次の 3つの調査体系を活用するととも
に貢献しています。

• 第一の調査体系は CGEモデルの開発、精緻化、拡
張に係るものです。これは、低炭素経済への移行に
影響を与えるために必要な政策など、複雑でダイナ
ミックな政策をモデル化するものです（Adamsおよ
び Parmenter、2013年参照）a。  

• 第二の調査体系は、CGEモデルの開発、精緻化、
拡張という同じプロセスをたどる、IAMに係るもので
す。IAMの体系は当初、経済全体を対象としていま
した。これは、定式化された気候モジュール（経済
システムと気候変動に付随する潜在的な損失の間の
関連性を確立するもの）を取り込んで、排出削減目
標に関して政策当局が直面する決定を評価するため
の統合的な（しかし簡易的な）枠組みを作成したも
のです（Nordhaus、2013年参照）b。

• 第三かつ最新の調査体系は、上記 2つの調査体系の
融合に係るものです。CGEモデルの特徴である広範
なセクターおよび政策とあわせて、IAMの気候フィー
ドバックメカニズムを提供するものです（Kompas、
2018年参照）c。

D.CLIMATEは、大半のモデル化の前提となっている典
型的な成り行きのベースラインを「是正」しようと試み、
手法や政策分析テクニックをモデル化します。この手法
はオーストラリア地域で検証されてきました。

D.CLIMATEは、気候変動による経済への影響を織り
込む経済モデルの枠組みの上に成り立っており、2100
年またはそれ以降についてモデル化できる参考事例を
確立するものです。D.CLIMATEのプロセスとロジック
は次の通りです。

1. モデルはベースラインとなる経済成長経路を生成しま
す。これは短期から中期にわたる世界および地域別
の経済予測と、収縮と収束という長期的な前提を組
み合わせたものです。 

2. ベースラインとなる経済成長経路には、経済のフロー
と排出の関係から導出される排出拡大経路が伴いま
す。これは、代表的濃度経路（RCP）に沿って上昇
する温室効果ガスの大気中濃度の変化と一致するも
のです。

3. 温室効果ガスの大気中濃度の上昇によって産業革命
以前の水準を上回る温暖化がグローバルで生じます。 

4. 温暖化によって世界の気候パターンが変化し、生産要
素や生産性を損なう結果となります。

5. 生産要素の損失は経済全体に分布し、国内総生産
（GDP）に影響を与えます。 

6. このようなフィードバックをモデルに入力することで、
所与の温暖化水準に付随した経済活動からの乖離
（経済活動の損失）が決定されます。

a. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444595683000092 
b. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978044459568300016X
c. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018EF000922
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このコンセプトをモデル化プロセスに置き換えていくに
は、3つの主要なアウトプットを通じて相互連関する 3
つのモデルが関係してきます。デロイトのアプローチは、
オーストラリア農業資源経済科学局（ABARES）、気候
変動に関する政府間パネル（IPCC）、その他の調査機
関が採用している手法を拡張したものです。この手法は、
公共政策の実務的な目的を満たすために拡張されてい
ます。モデルは地域別に構築され、地域レベル（国別
あるいは地域別、または統計分野あるいは地方公共団
体区分よりも詳細な地域）で分析することができます。

モデル化プロセスの概要は次の通りです。 

1. 地域別一般均衡モデル（DAE-RGEM）が用いられ、
選択した代表的濃度経路（RCP6.0など）に合致す
る経済生産量と炭素排出の経路を生成します。

2. 各 RCPシナリオと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）から利用可能なモデルを組み合
わせて計算します d。

3. その後、この気候データを損失関数に取り込み、各
セクターや地域の生産要素である資源や生産性に対
して、気温の変化がどのような影響を及ぼすかが計算
されます。他の大半のモデルとは異なり、本レポート
では幅広い損失をモデル化しました。モデル化に含ま
れるものは、資本の損失、海面上昇による陸地資源
の損失、熱ストレスによる労働生産性の損失、人の
健康に起因する労働生産性の損失、農作物収量の変
化に由来する農業の損害、外貨純流入に対する観光
業の損失、エネルギー需要の損失です。

あらゆるCGEモデル化の取り組みに当てはまることで
すが、本レポートで示されている結果は偏差であり、変
化率、ドル換算額、雇用者数の差異です。ただし、大
半のモデル化の取り組みとは異なり、本レポートで示し
た偏差は、避けられた損失と移行コストの影響をあわ
せたものを織り込むために二段階の計算を盛り込んでい
ます。簡単な例として、国内や世界の気候変動に対する
消極的なアクションに起因する損失が原因で、ある地域
の生産高が 10%減少するという予測があるケースを考
えます。その地域や世界全体が一段と野心的なアクショ
ンを取るシナリオでは、気候変動による生産高への損失
は減少するかもしれませんが、炭素排出削減を推進す
る政策に関連したコストが発生するでしょう。本レポート
では、ベースラインシナリオからのより深刻な損失と比
較した場合の損失と移行コストの総計を結果として示し
ています。

d.このモデル化プロセスでは商業利用できる適切な許諾のあるモデルのみを利用しています。
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2.0. データベースの構築
DAE-RGEMの土台となる中核的な経済データである社
会会計表（SAM）は、国際貿易分析プロジェクト（GTAP）
のデータベースを出典としています（Walmsley他、
2013年）。この経済データは、GTAPのサテライトデー
タベースであるGTAP-Powerから得た発電方法の種類
別（石炭、天然ガス、太陽光など）の電力に関する特
定のデータと、二酸化炭素・非二酸化炭素排出データ
によって補足されます。行動パラメーターも大半は
GTAPが出典ですが、下記の通り一部の例外があります。

このデータが 2つの主要プロセスに変換されます。

2.1. 地域区分
D.CLIMATEはグローバルなモデルですが、国際貿易分
析プロジェクト（GTAP）のデータベースに沿って特定
の地域ごとに作成することもできます e。本プロジェクト
については、アジア太平洋地域がモデル内で隔離され、
この地域内で複数の地域集約がモデル化されています。
本研究の地域対照表は下記 Table A.1をご覧ください。

Appendix 2

e.GTAP（2021年）、�GTAP Data Bases� - https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/regions.aspx?version=9.211

略語 地域 GTAPの地域
ROA オーストラリア オーストラリア
NZ ニュージーランド ニュージーランド
PACIFIC 太平洋諸国 その他オセアニア
中国 中国大陸 中国

香港
JAPAN 日本 日本
KOREA 韓国 韓国
OTHASIA その他アジア モンゴル

その他東アジア
ネパール
パキスタン
スリランカ
その他南アジア

TWN 台湾 台湾
ASEAN ASEAN+ ブルネイ・ダルサラーム

カンボジア
インドネシア
ラオス
マレーシア
フィリピン
シンガポール
タイ
ベトナム
その他東南アジア

INDIA インド インド
ROW その他世界 その他全て

Table A.1 地域対照表
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2.2. セクター区分
D.CLIMATEは、国際貿易分析プロジェクト（GTAP）
のデータベースに沿って特定のセクターごとに作成する
こともできます。このプロジェクトでは、比較的ハイレベ
ルなセクター分類が選択されました。アジア太平洋地域
で必要となる地域ごとの詳細な水準が考慮されたため
です。しかし、ネットゼロへの移行を表現するために、

GTAPに含まれない 2つのセクター（水素およびバイオ
エネルギー）を特別に区別しています。

本研究のセクター対照表は下記 Table A.2をご覧くだ
さい。

Table A.2 セクター対照表

略語 セクター名 GTAPセクター
AGRI 農林水産業 水田稲作

小麦
穀物
野菜、果実、ナッツ
油糧種子
サトウキビ、サトウダイコン
植物性繊維
農作物
牛、羊およびヤギ、馬
畜産物
生乳
羊毛、蚕繭
森林
水産業

COAL 石炭 石炭
OIL 原油 原油
GAS 天然ガス 天然ガス
OMIN その他鉱業 その他採取（旧・その他鉱業）
FOODMAN 食品製造 牛肉製品

精肉製品
植物油および脂肪
乳製品
加工米
砂糖
食品生産物
飲料およびタバコ製品

LIGHTMAN 軽工業 繊維
衣料品
革製品
羊毛製品
紙製品、出版

HYD 水素 石油、石炭製品*
BIO バイオエネルギー 石油、石炭製品*
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略語 セクター名 GTAPセクター
P_C2 石油、石炭製品 石油、石炭製品
HEAVYMAN 重工業 化学製品

基本医薬製品
ゴム・プラスチック製品
鉱産物
非鉄金属
金属
金属製品
コンピューター、電気製品、光学製品
電子機器
機械・設備
動力車・部品
輸送設備
製造

ELYTND 送電・配電 電気：送電
ELYDIRTY 化石燃料 石炭ベースロード

天然ガスベースロード
原油ベースロード
その他ベースロード
天然ガスピークロード
原油ピークロード

ELYCLEAN 新エネルギーセクター 原子力ベースロード
風力ベースロード
水力ベースロード
水力ピークロード
太陽光ピークロード

GDT 天然ガス製造・配送 天然ガス製造・配送
WATER 水 水
CONS 建設 建設
TRADE 小売取引・観光 貿易

宿泊、食・サービス活動
TRANS 輸送 輸送

水上輸送
航空輸送
倉庫・支援活動

OSERV その他サービス コミュニケーション
金融サービス
保険（旧・isr）
不動産
事業サービス
余暇・その他サービス
住居

GOVSERV 政府サービス 行政・防衛
教育
健康と社会福祉活動

* 水素とバイオエネルギーセクターは GTAPデータベースでは個別セクターとして扱われていませんが、本レポートでは石油、石炭製品の 
セクターからは明確に区別しています。本プロセスについては次のセクションで説明します。
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2.3. セクター分割
ネットゼロに向けた移行を一段と細かく説明するため
に、水素とバイオエネルギーのセクターは親セクターで
ある石油、石炭製品のセクターから分割されています。
GTAPデータベースではこの新しいエネルギーセクター
を個別に識別していないため、このプロセスが必要にな
りました。

石油、石炭製品のセクターが水素やバイオエネルギーと
同様のビジネスモデルを有しているため、親セクターと
して選択されました。この改変は、水素、バイオエネル
ギー、原油、コークスのセクターの既存サイズに加えて、
それぞれのセクターにおけるコスト構造や販売構造に基
づいて集められた情報を基に判断されました。本レポー
トでは以下のハイレベルの事実と整合するように、セク
ター分割が実施されました。

• 水素セクターの規模は約700億ドルであり、親セクター
（石油・石炭製品）の約 2%を占めます。石油、石
炭製品（親セクターそのもの）を大量に利用するとい
う点で水素セクターのコスト構造は異なります。ただ
し、炭素排出ゼロの電力への切り替えができるように、
また、主要なインプットとして主要な要素を盛り込め
るように、生産関数には十分な柔軟性を持たせてい
ます。販売構造は親セクターと同じです。

• バイオエネルギーセクターの規模は約 500億ドルで、
親セクター（石油・石炭製品）の約 1.4%を占めます。
バイオエネルギーセクターは、主要な要素と共に、生
産材として農業生産物と廃棄物だけに依存していま
す。販売構造は親セクターと同じです。

• 石油、石炭製品セクターの残りはほぼ元のGTAPセ
クターと同じですが、規模が若干小さくなります。

このプロセスには一段の精緻化の余地があります。特に
詳細な地域レベルで生産、消費、輸出について分かり
やすい全体像を得るために、さらに詳細なデータを活用
することになります。
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3.0. ベースライン経済の前提
ベースラインにおいて、2015年から 2070年の期間、
マクロ経済成長率と技術進歩には一連の前提が適用さ
れています。このような主要変数は、信頼できる情報源
から得た時系列データと将来予測を利用して較正されて
います。

3.1. マクロ経済の変数
GDP、人口、労働供給量、失業率などのマクロ経済変
数は、2015年から 2070年のモデル化の期間中、毎
年較正されています。

GDPの伸び率は、1980年から 2025年までのGDP
成長の時系列データと将来予測を提供している国際通
貨基金（IMF）の世界経済見通し（WEO）のデータを
用いて較正されています 1。これらの成長率は、長期的
な収束の度合いを前提として過去の成長率を用いて推
定されています。

人口の伸び率は、短期的なものは IMFのデータ、中長
期については国連が策定している中期予測の 2つを組
み合わせた上で較正しています 2,3。労働供給量も同様
のアプローチで較正し、人口増加のトレンドをほぼ反映
するという仮定に立っています。

失業率は IMFが策定した短期予測を用いて較正してい
ます。これは短期予測であり、移動平均から推定されて
いるものです。このアプローチでは、中長期には失業率
が安定するという前提に立っています 4。

3.2. 排出、エネルギー効率、生産性の
改善
再生可能エネルギーと伝統的エネルギーからなる現状
のエネルギー構成を正確に反映できるように、ベース年
において各地域に対して単年のショックを用いてエネル
ギー構成を較正しています。このショックには Our 
World in Dataからのデータを用いています 5。

ベースラインの排出経路は、気候変動に関する政府間
パネル（IPCC）が策定した RCP6.0の排出シナリオに
沿うように較正されています。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
幅な政策の取り組みが含まれていないという点で、参照
にふさわしいベースラインとなるためです。全ての地域
に対して排出効率に対する均一のショックを適用して排
出を較正しています 6。

これらの特定の較正に加えて、均一のエネルギー生産
性ショック（毎年 0.75%）を全ての地域に適用していま
す。これは、今まで示されてきた長期的な生産性の改
善が今後も継続することを反映するためです。

Appendix 3
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Appendix 4

4.0. D.CLIMATE向けの気候変動による
物理的リスクのモデル化
気候変動の今後の動向はそもそも不確かなものです。
二酸化炭素やその他の汚染物質が地球の大気中に蓄積
するペースはさまざまな経路をたどる可能性があり、そ
れぞれの経路の先には、様々な気候変動による相互作
用が様々な範囲や規模で起こり得ます。しかし確かなこ
ともあります。地球の平均気温が上昇しており、世界的
に脱炭素化に向けた持続的で協調した取り組みがなさ
れるまで、気温上昇は続くということです。

IPCC第 5次評価報告書（AR5）では、2100年まで
の将来に起こり得る温室効果ガス排出および大気中濃
度の経路として代表的濃度経路（RCP）が 4つ選択さ
れました。この排出経路は次の通りです。

• RCP2.6（徹底した脱炭素化が前提）

• RCP4.5および RCP6.0（中心シナリオ2件）

• RCP8.5（温室効果ガス高排出シナリオ）

D.CLIMATE では、RCP6.0の気候シナリオからのデー
タをベースラインの状態を表すものとして取り込んでい
ます。RCP6.0は、温室効果ガス排出削減に向けた技
術や戦略が複数導入され、2100年以降は放射強制力
が安定化する、という温室効果ガス排出の割合が高い
将来の経済を表します。RCP6.0に沿った経済および排
出の経路では、地球の平均気温は 3℃を上回って上昇
する可能性があります f。

IPCC第 5次評価報告書に関する全球気候モデルは、
複数の周期にわたって何千という気候変数をモデル化し
ていますが、経済モデル化のインプットとして妥当なも
のはほとんどありません。本モデル化の取り組みでは、
平均気温、降水量、相対湿度の変数が用いられています。
各変数のデータは、17件の全球気候モデル（GCM）
から導き出されるRCP6.0の今後の経路の中間値となっ
ています。GCMのアウトプットはアースシステムグリッド・
フェデレーション（ESGF）のポータルからダウンロード
したもので、その後、現在から2100年についてアジア
太平洋全体で地域ごとに月次換算されています。

短期から長期にわたる将来の気候変動の主要なシグナ
ルを評価するためにGCM予測の 20年平均が用いられ
ています。各 20年の平均期間は中間年の気候を表して
います。例えば、2011年から 2030年の期間の平均
気温予測は、2020年の気候を表すものであると仮定
できます。

その後、この物理的な気候モデル予測を次のセクション
でまとめた手法を用いて気候変動によって起こり得る経
済損失として説明しています。

f.気候変動に関する政府間パネル。（2014年 10月） 第 5次評価報告書。
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Appendix 5

5.0. 経済損失の最も大きな要因としての
気温上昇
経済損失の最も大きな要因となるのは気温上昇です。
気温上昇が気候変動を引き起こし、生産性、生産要素
の資源の物理的な損失によってGDPが影響を受けま
す。

本レポートはアジア太平洋地域における 6つの地域に
ついて、地域ごとの経済損失を取り上げています。

1. 熱ストレスによる労働生産性の損失 

2. 人の健康に起因する労働生産性の損失 

3. 海面上昇による陸地資源の損失

4. 資本の損失 

5. 農作物収量の変化に由来する農業の損失 

6. 外貨純流入に対する観光業の損失 

次のセクションではそれぞれの損失と、その損失が経済
に及ぼす影響について説明します。付録 Aでは、分析
の土台になっている技術的方法論を含め、気候変動と
経済損失の関係を論じています。

5.1. 熱ストレスによる労働生産性の損失
「暑すぎる」労働環境は労働者の健康と安全にマイナス
の作用を及ぼすだけではなく、任務を遂行する能力や
労働生産性を制限することになります 7。屋外での仕事
では、労働者がさらされる熱ストレスを軽減するのが難
しい場合もあります。屋内の仕事についても空調が備
わっていない場所では同じことが言えます。 

気候変動によって地球の平均気温は引き続き上昇する
見込みで、毎日の最高気温と相対湿度の分布が変わっ
ていくことになります。総合すると、多くの国において熱
波の頻度が高まり、その極端さを増していく可能性が高
いと言えます。

労働でエネルギーを消費すると、熱エネルギーが発生し、
体内の温度が上昇し始めます。健康な水準に体温を維
持するためには、熱エネルギーをより低い外部に放出す
る必要があります。体温が 39℃を超えると熱中症にな
る可能性があり、体温が 40.6℃を超えると死に至るこ
ともあります。しかし、このような深刻な健康への影響
が起きる前の段階で、熱ストレスにさらされる水準がこ
れより低い場合でも、労働者の「作業効率」や思考能
力が低下し、事故のリスクが高まる可能性があります。

図表 A.1 「二段階」の経済損失の関係性

平均気温の変化
気候変動によるダメージ
（降水パターンの変化、 

海面上昇など）

陸地、労働力、 
資本への影響  

（GDPへの影響）

第一段階 第二段階
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体温が高いままで働き続けるためには、労働者は本能
的に作業強度を下げたり、短い休憩の数を増やしたりす
るようになります。この活動の「鈍化」（本能的にそう
なる場合も、職場における健康管理による介入の場合
も）によって、「作業効率」が下がり、労働生産性が低
下することになります 8。

本分析では、熱ストレスを測るために暑さ指数 （WBGT）
を用いて気温上昇と相対湿度水準の変化による労働生
産性に対する影響を試算しています。分析は地域ごとに
実施されています。労働生産性の変化は、推定作業能
力の変化に等しいと仮定されています。

この手法は Kjellstrom他（2017年）によって提唱さ
れたアプローチに従っています。このアプローチは、
200W（オフィス勤務のような軽い強度の労働に相当）、
300W（製造のような中程度の強度の労働に相当）、
400W（農作業のような高強度の労働）という3つの
異なる作業強度に関して、WBGTと労働生産性の関係
性を説明する一連の関数を用いています。WBGTと労
働生産性の関係性は Kjellstrom他（2017年）によって、
疫学データベースを考察した上で決定されています。

各 GTAPセクターの労働者について、上記に挙げた 3
つの作業強度の 1つにあてはまる任務を遂行すると仮
定します。GTAPのセクターに対する具体的な作業強度
の割り当ては、デロイトの専門家からの助言に基づいて
います。

Kjellstrom他（2017年）により提唱されたアプロー
チに沿って、1勤務日（約 12時間）に含まれる 4時
間の単位 3回について、特定の地域における 1回ごと
のWBGTが異なると仮定します。

1. 早朝および夕方：WBGT中間値の 4時間（月間平
均気温を用いて計算）

2. 日中：WBGT最高値の 4時間（月間平均最高気温
を用いて計算）

3. その間の時間：WBGT半分の 4時間（WBGT中間
値とWBGT最高値の中間点として計算）

表面温度と水蒸気圧に基づき、WBGTの簡略的な指標
である sWBGT（オーストラリア気象局により策定）を
用いて、この 3つのWBGTの変数を1カ月ごとに試算
しました g。水蒸気圧は相対湿度およびそれに伴う表面
温度の試算を用いて導き出されます。

その上で、勤務日に含まれると仮定されている 3回の
4時間について、各地域の労働生産性を1カ月ごとに
試算しました。この 3つの試算の中間値が、勤務日全
体の労働者の平均労働生産性を表すものとされていま
す。労働者は、毎月に含まれる全ての勤務日について
同じ水準の生産性を維持すると仮定しています。毎月の
労働生産性の試算はその後平均化されて集約され、モ
デル化期間の各年についての労働生産性の計測に使わ
れています。

g. 気象局（2020年 2月 5日） Comfort observations <http://www.bom.gov.au/info/thermal_stress/#approximation>
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5.2. 人の健康に起因する労働生産性の
損失
気候変動による人の健康に対する影響は多岐にわたり、
そして複雑です 9。気温上昇によって暑さに関連した健
康問題が増加する可能性があります。既に心疾患や呼
吸器疾患のある人には特に当てはまります 10。気温上
昇によって寒さに関連した健康問題が減少する可能性も
あります。この点でも心疾患を抱える人にこの点が顕著
に表れるでしょう 11。

気候変動によって病気を媒介する生物の種類、数、分
布が影響を受ける可能性があります。マラリア有病率が
気温上昇と足並みをそろえて増加するという点について
は、様々な研究において概ね合意が形成されています。
その他の生物が媒介する病気は増加する可能性も減少
する可能性もあります 12。気候変動によって、医療体制
が整っていない状況で免疫のない集団に病気が流行す
る可能性があります。食品や水が媒介する病気にも影
響を与え、コレラなどが最大の問題になる可能性があ
ります 13。

異常気象の深刻さと頻度が増すと、それが人間にもた
らす脅威も増加します。気候変動は大気質にも影響を
与え、大気汚染によって引き起こされる病気が増える可
能性があります。2020年夏のオーストラリアの森林火
災では、この点が如実に表れました。食糧生産や水資源、
移民や経済開発における変化などによって、気候変動
は間接的にも人間の健康に影響を与えかねません 14。

よって、今後の気候変動の影響を試算する上で人の健
康は重要です。健康への影響にかかる福祉コスト（ま
たはメリット）は、気候変動の総コストの中でも大きな
割合を占めます。経済損失の試算の多くは直接コストの
手法（価格と数量を乗じたもの）に依拠しています。人
間の健康に関する価格とは、通常、統計上の生命の価
値と同等になります。これは死亡リスクや病気リスクを
減らすために支出する意欲や、増加したリスクに対する
補償を受け入れる意欲の試算に基づいたものです 15。
しかし、この手法では人の健康が労働生産性や医療サー
ビスの需要に及ぼす影響が考慮されていません。
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本分析で採用されているアプローチは、 Rosonおよび
Sartori（2015年）によって実施された取り組みを応
用したものです。これは、Bosello他（2006年）をベー
スにしたもので、生物媒介の病気（マラリア、デング熱、
住血吸虫症）、暑さまたは寒さに関連した病気、体調不
良について考慮するものです。このアプローチは、異常
事象の影響、熱エクスポージャーによる労働生産性に
対する影響（個別に考慮）、腎症候群による出血熱、ペ
スト、チクングニア熱、日本脳炎とダニ媒介脳炎、コレラ、
その他の腸感染症、大気質・栄養に関連した病気、ア
レルギー症、メンタルヘルスといった IPCC第 5次評価
報告書で取り上げられたその他の病気や影響を考慮し
ていません 16。

Bosello他（2006年）によって提示された分析の出発
点は、疫学、医療、および学際的文献のメタ分析であり、
所与の平均気温上昇における死亡者数および疾病数の
増加分に対する最良推定値を得ようとしています 17。本
調査で得た情報は、労働人口の構成データと組み合わ
せて労働損失日数を推測しています。疾病数と死亡者
数の変化が労働生産性の変化と解釈されます。

Rosonおよび Sartori（2015年）は Bosello他（2006
年）のこの取り組みを改訂し、健康への影響に関する
直近の文献と IPCCで取り上げられている研究（2014
年）を含め、労働生産性の変数を拡大または縮小して
います。

これらの研究の結果は、気温が 1℃上昇した場合の平
均労働生産性の変化として表現しています（暗示的に
は関係性がほぼ直線的であると仮定されています）。本
分析において、また人間の健康に対する影響、平均気
温の上昇、時間の間の関係を理解するために、この関
係について満足のいく一致が見られる均衡を探るために
変数の回帰分析を実施しています。 

この分析では人間の健康に対する影響の上位経済作用
（または間接コスト）である労働生産性の変動を試算し
ています。この手法にはヘルスケアに対する誘発需要を
除外している点に留意することが重要です。

5.3. 海面上昇による陸地資源の損失 
地球の平均気温が引き続き上昇するにつれて、陸上氷
河が融解し、水溶液は熱膨張します。これらの要因が
相まって、海面上昇という現象が引き起こされます。

海面上昇によって、浸食、氾濫、沿岸部の塩分浸透な
どが組み合わさり、その地理における陸地資源（経済
的生産要素）が影響を被ることになります。海面上昇に
よって世界的に陸地資源が減少していく中で、陸地があ
れば行われていたはずの生産活動も失われます。

海面上昇による陸地減少の範囲は地理ごとの複数の特
徴に左右されます。この特徴とは、（i）海岸線の構成（岩
石海岸は砂質海岸や湿原と比較すると浸食されにくい）、
（ii）沿岸線の長さ、（iii）生産目的（農業またたは都市
型土地利用）に適した沿岸部の割合、（iv）陸地の垂直
移動、といったものです h。

Rosonおよび Sartori（2016年）が提唱している手法
を用いて本レポートでは海面上昇によって失われた陸地
面積を試算しています。直近の IPCC第 5次評価報告
書のデータに基づいた一連の回帰から得た表面温度の
中央値の変化に伴う海面上昇の中央値（メートル）を
試算し、同時に陸地の垂直移動も考慮したものになっ
ています。

その後、Rosonおよび Sartori（2016年）の調査結
果と、各地域の海抜の低い沿海地域（LECZ）の範囲
を示した世界銀行のデータに基づいて、海面上昇 1メー
トル当たりで失われる農地の割合を試算します。各地域
における農業生産に利用される LECZの割合は、同じ
地理の全陸地面積の中で農業利用されている部分の割
合と同等であると仮定しています。

本分析は Rosonおよび Sartori（2016年）の手法を
拡張し、海面上昇により失われた都市部陸地面積も捕
捉しています。その際にも、LECZにおける都市部の範
囲を示した世界銀行のデータを活用しています。海抜が
低く沿岸部にある都市部と居住物件や商業物件は物理
的な被害を受ける可能性があり、修復には莫大な資本
コストが必要になります。このような都市部で被害がな
ければ実施されていたはずの経済活動についても、他
の地域への移動を余儀なくされるでしょう。

h.  陸地の垂直移動は、特定の場所の高度に影響するあらゆる作用（地殻運動、地盤沈下、地下水抽出）を表す一般的な用語であり、 
陸地の隆起または陥没を引き起こします。特定の場所の陸地の垂直移動は、その場所の海面上昇を検討する際に関連性があります。

日本のターニングポイント | Technical appendix（補足資料）

16



これらの構成要素の試算プロセスは次の通りです。

• 1メートルの海面上昇で失われる有効陸地面積の割
合は、次の係数を乗じて計算しています：沿岸部湿
地の損失割合（海面上昇による陸地損失の代替、
A1b SRESシナリオの下でのHadCM3気候モデルに
より試算）i、LECZの面積、浸食され得る海岸およ
び関連する沿岸部の割合。

• 沿岸部全体の中で農業（生産）／都市部利用に適し
た割合を検討する上で、有効陸地の変化率は農地／
都市部面積によって調整されています。

• 農業および都市部陸地資源の変化率は、海面上昇 1
メートルごとの有効陸地の変化率と推定海面上昇を乗
じて計算しています。

5.4. 資本の損失 
本研究では、気候に起因する資本の損失を、地球の平
均気温中央値の上昇の関数として捉えています。この文
脈における資本の損失は、河川氾濫、森林火災、地盤
沈下、風災（サイクロンを除く）、異常高温気象事象によっ
て引き起こされる住宅、インフラ、機械、設備といった
物的資本への影響を考慮するものです。

資本の損失をこの方法で説明するということは、既存の
経済影響のモデル化や気候変動の統合評価から脱却す
るということです。既存の手法には資本の損失が含まれ
ている場合もありますが、非常に集約された水準である
ため、地域別分析では制約となります。地理のエクスポー
ジャーやリスクによる資本に対する損失は多くのレポー
トにおいて論じられていますが、その影響を貨幣価値で
示すという試みはなされていません。

本レポートで用いられている手法は、オーストラリアの
物的資本資源に対する気候変動の影響についての XDI
モデル化により生成されたデータを採用しています 18。

気候により誘発される資本の損失を貨幣価値で表すグ
ローバルのデータベースは一般的ではなく、既存のもの
は IAMの枠組みには取り込みにくいものです。よって、
オーストラリア固有のデータを用い、物的資本の密度や
分布といった地域的な差異を操作した上で気候マッチン
グのプロセスを通して他の地域における資本の損失を推
測しています。

XDIデータは地方行政区画単位の総保険料の試算を提
供しています。これは地方行政区画の資本の損失の貨
幣価値と同等になります。その後、これらの地方行政区
画を気温や降水量を含めた主な気候の特性ごとに分類
し、複数の下位集団を作っています。地方行政区画の
分類は概ね、オーストラリア建築基準評議会が策定し、
オーストラリア気象局が発表している気候データに由来
する気候マップの情報が元になっています。

その後、気候特性に関するデータ（平均気温、降水量
など）をアジア太平洋内の各地理または地域ごとに収
集します。このデータと最新のケッペンの気候区分マップ
（気候研究に頻繁に適用される概念）を用いて、オース
トラリア地方行政区画に基づいた比較可能な気候グルー
プに対してアジア太平洋地域内の各地域を分類します。

類似した気候特性を持つオーストラリア地方行政区画の
データと、RCP6.0排出経路の下での世界平均気温上
昇の世界の中央値を用いて、地域ごとに両対数モデル
を作ります。この回帰は地方行政区画全体での物的資
本の密度の際を操作するものです。本研究によって生成
された損失の試算は、その地域の平均気温の上昇を理
由とした損害の修復のために転用された年間設備投資
の割合と解釈することができます。

資本の損失の試算は、地域レベルで算出され、資本金
の地域シェア（人口分布により代替）を用いて地域ごと
に集約されています。

i.  Roson, Rおよび Sartori, M（2015年）、Estimation of climate change damage functions for 140 regions in the GTAP9 
database、No 2016:06、ヴェネツィア大学「Ca� Foscari」経済学部による調査結果報告書
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5.5. 農作物収量の変化に由来する農業の
損失 
気候変動によって気温が上昇し、大気中の二酸化炭素濃
度が高まり、地域における降雨パターンが変化します 19。
このような要因は全て農作物収量や農業生産性に影響
します。

気候変動の影響に関する研究分野において、農業生産
性に対する作用の研究が最も進んでいます。とはいうも
のの、多数の既存研究や広範な経験的証拠があるにも
かかわらず、気候変動が農業生産性にもたらす影響に
ついてある種の「コンセンサス」を見つけ出すことはや
はり困難です。様々な要素、例えば、農作物の選択、
輪作、播種の時期、二酸化炭素濃度上昇に対応した施
肥量、灌漑に利用できる水の実際的な水準、灌漑技術
など、農家、企業、組織が適応のために取っている行
動など絡み合っているためです 20。

気候変動が農業に及ぼす影響を理解するために農作物
収量の変化がもたらす経済的な帰結をモデル化すること
は、主に 2つの理由から重要です。1点目に、農業セ
クターには様々なレベルでの農学や経済学の適応が存
在しています。農家は特定の作物の育て方を調整するこ
とができます。作物を育てる場所や時期を気候変動の影
響にあわせて変えたり、農作物取引を調整したりします。
消費者は価格調整にあわせて代替品を求められるよう
にもなります 21。このような適応に向けた対応が収量の
変化による影響を軽減します。2点目に、気候変動の
影響は農作物や地域によって異なります。国による比較
優位性が変化し、世界の農業市場において勝者と敗者
を生み出します 22。
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気温に対応する収量に関する科学的文献の大半は、ト
ウモロコシ、小麦、米、大豆という四大作物に注目し
ています。この四大作物は合計で世界の農業生産の
20%、作付面積の 65%、消費カロリーの約 50%を占
めます（FAO、2016年）。しかし、クイーンズランドだ
けを取り上げると、これらの農作物の生産高は農作物
生産の中でも、さらには総農業生産高の中でもわずか
な割合にしかなりません。このようなアプローチをとる
と、気候変動による農業に対する経済的損失を現実的
に示すことはできません。

本分析で採用しているアプローチは、クイーンズランド
地域全体の全農業セクターに対する生産性の変化を試
算するものです。この手法はMendelsohnおよび
Schlesinger（1999年）をベースに、Cline（2007年）
が提唱した定式に示された農業反応関数を単純化した
もので、1ヘクタール当たりの生産量の変動は、気温、
降水量、二酸化炭素濃度の関数として表されます 23。

このアプローチのデメリットは、気候への適応策が関数
に盛り込まれないことです。農学的な適応策を盛り込ん
だ研究は、平均すると、適応策を盛り込まない研究より
も高い収量を報告しています。しかし最近の調査では、
耕種、農地内、作物内の適応策（主に作物の種類と植
え付け時期の変更）による影響は小さく、統計的には
重要ではないことが明らかになっています 24。農作物の
変更、生産強度の増強、消費の代替、取引関係の調整
といった追加的な経済適応策は CGEモデルの中で捕捉
されています。

このアプローチには別の制約もあります。農業モデル内
部比較プロジェクト（AgMIP）ほど綿密でないという制
約です。AgMIPでは、様々なプロセスベースの農作物
モデルによって決定づけられ、気候変動によって生じる
収量ショックの経済的な影響を調査するために部分均衡
と一般均衡の両方を用いてきました（Nelson他、
2014年）。AgMIPを基にしたモデル化は、土壌の種類、
灌漑、ベースラインの気温、養分の制約から生まれる
地域的な変動を明示的に説明しています。

5.6. 外貨純流入に対する観光業の損失
気候変動によって生じる観光業の損失は、純訪問者フ
ローと支出の変化によって引き起こされます。D.
CLIMATEでは、純訪問者フローと支出の変化は、各
地域の気候変動に対するエクスポージャーによって主に
引き起こされます。よって、平均気温という観点から気
候変動の負の影響を受ける地域は、観光業の被害が比
較的深刻になります。

D.CLIMATEにおいて観光業の損失を試算するために、
訪問者の到着と出発を平均気温に関連付ける関数が採
用されています。この関数は Ronsonおよび Satoriに
よって採用されている関数に沿ったもので、土地面積、
平均気温、沿岸線の長さ、1人あたりの収入、国境を
接する国の数という観点で示される計量経済学モデルか
ら導き出されています 25。このアプローチから生まれる
世界のパラメーターは、オーストラリアのパラメーターと
同等であると仮定されます。平均気温の予測がこの関
数に投入され、結果として起きる外貨純流入が決定さ
れます。その後、オーストラリア観光調査によって作ら
れた 2018年の観光業直接生産高の割合をベースに、
外貨純流入の予測を適切な業界に振り分けます。

観光業に対する損失の規模と持続性は、各地域経済の
経済構造の関数でもあります。元来、経済に多様性の
ある地域は、経済損失がそれほど持続しないと言えま
す。観光業に対する依存度が低く、柔軟性や適応性が
高いためです。
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6.0. 政策シナリオ
政策当局が明確で野心的な目標を定めるというモデル
に沿って低炭素経済への移行がモデル化されています。
世界と地域の排出量をRCP1.9シナリオに沿って今後
30年間で急速に削減するよう、各地域における排出の
合計水準を制限する目標として設定されています。

排出制限によって、発電のための石炭利用といった排出
に関連するプロセスがより高額になるような潜在的炭素
価格が形成されます。再生可能エネルギーによる発電
のように、排出を生まないプロセスにはこの価格上昇は
当てはまりません。このような相対的な価格の変化によっ
て、化石燃料ベースの発電から再生可能エネルギーに
よる発電への切り替えといった行動変容が促されます。
このような変化は継ぎ目なく起きるものではなく、これ
らを組み合わせた効果が各経済に総コストとしてかかり
ます。これが潜在的炭素価格です。これは法制化され
た炭素価格や排出権取引価格と同じものではありませ
んが、一定の排出削減によって得られる予測価格を表す
という点では類似しています。

前述で説明したプロセスは二段階の政策シミュレーショ
ンの 1つ目にあたります。二段階目には、再生可能エ
ネルギー、水素、バイオエネルギー向けの学習ベース
の生産性改善の導入が関係します。これには、燃料選
択の作用（例えば、農業における一時的な排出）には
当てはまらない排出の漸進的な削減の導入も関係しま
す。これらは第一段階から意図的に除外されています。
形成する潜在価格や誘発する行動変容の関数であるた
めです。

例えば、排出ゼロの燃料源によるコスト削減の場合は、
当初（そして最も良い形で）1962年に Kenneth 
Arrowが説明した実践による学習のコンセプトがベース
になっています。シミュレーションの最初のステップでは
各技術の潜在的な理解への指針が示され、その後、そ
れを用いて、生産性に誘発されるコスト削減の適切な
課すべき割合が決定されます j。

前述した価格ベースの転換では削減できない排出イン
ベントリーが世界においても地域においても非常に大き
な割合を占めています。採鉱からの一時的排出、セメン
ト製造からの産業プロセス排出、畜産からの要素ベース
の排出などがその例となります。このような排出は、例
えば、畜産におけるメタン削減につながる給餌添加物
の採用といった生産プロセスの変更によって削減されて
いく必要があります。このような変化にはコストがつきも
のですが、このようなプロセスの開発方法や各プロセス
のコストに関してはそもそも不確実なものです。政策シ
ナリオを二段階でシミュレーションすると、プロセス改善
の採用について採算が取れると予想される潜在価格を
計算することができます。

Appendix 6

j.  Arrow, K.（1962年） The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies, 29(3), 155-173. 
doi:10.2307/2295952
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7.0. 将来を評価する
将来について「割引いて」考えるのはそもそも難しいも
のです。地球の平均気温の上昇による世界の気候変動
といった社会的また経済的に複雑な問題に関してはな
おさらこの点が当てはまります。

この問題を検討するにあたり、社会に対して気候変動が
もたらす世代間の影響を認識し、その上で、長期的な
報酬よりも短期的な報酬に目を向けやすいという人間の
傾向を考慮することが重要です。世代にわたって福祉、
ユーティリティ、コストとメリットを比較する際には、分
析のために割引率を決定する必要があります。

割引率の決定にあたり、気候変動やその対策としての
政策から生じる経済および社会への影響の正味現在価
値の試算において、どのような割引率がこのような選択
肢を表すものとして適切であるかという問いが生まれま
す。

排出された温室効果ガスは大気中に長期間滞留します。
つまり、今日の排出が及ぼす影響の価値を将来世代に
わたって考慮する必要があるということです。同様に、
気候変動が引き起こす状況の軽減や適応に係る政策に
関して今日の社会が行った決定が将来世代に大きな影
響を及ぼします。

この文脈において 26

• 高い割引率を用いると、社会が将来世代への影響に
大きなウェイトを置かず、よって、将来的なコストをあ
まり警戒しないということが暗示されます。

• 低い割引率を用いると、将来世代の健康と幸福に重
きを置くということです 27。将来世代を気候変動の影
響から守るために、社会は今行動を起こすのです。

デロイトは本分析で 2%の割引率を用いました。この割
引率の水準は、文献調査、D.CLIMATEの分析のため
に採用された経済の枠組み、モデル化された幅広い政
策行動を勘案して決定されています。この割合は、気候
変動の経済分析における社会的割引と一致した見解と
なっています。例えば、 American Economic Journal: 
Economic Policyで示された経済学者に対する調査（そ
れぞれの出版物から社会的割引の専門家と見なされて
いる200人の学者のサンプルが含まれています）では、
4分の 3以上が 2%の中間割引率を是とし、大半が低
い割引率を好むことが示されています 28。

Appendix 7
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