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経済・金融の予測やモデリング、政策やプログラムの評価など、マクロ・ミクロ経済に関するサービスを提供するDeloitte Access Economicsは、何十年にもわ

たって政策提言を行ってきました。今回、気候変動問題とエコノミクスをテーマとして調査を実施し、オーストラリアにおいて気候変動問題に積極的に対応した

場合、2070年までに6,800億豪ドルの経済効果と25万人の雇用創出が見込まれると試算しました（A new choice - Australia‘s climate for growth）。

本レポートは、その調査レポートの抄訳です。

オーストラリアは気候変動問題の解決のために、新たな選択を迫られています。現在、オーストラリアの主要産業である農業、建設、製造、観光関連産業、鉱

業は、世界で発生しているCOVID-19や気候変動、想定外の社会経済の変化等のリスクにさらされています（図1.1、図1.2参照）。

成長のための気候変動対策

図1.1 オーストラリアに気候変動が及ぼす影響

霜の減少

2070年までに霜害の頻度が大

幅に減少すると予測される

海面上昇

オーストラリア周辺の海面が上昇
し、浸水のリスクが増大する

気温上昇

最高、最低、平均の気温が上昇を続け
ると予測される

より激しい降水現象

降水量の変動が大きい状態が

続き、豪雨が増加する可能性
が高い

干ばつの増加

二酸化炭素の排出量が高いシナリ
オの下では、 今世紀末までに、州

南部で干ばつの期間が長くなる可
能性が高い

厳しい火災気象

燃料の乾燥や、暑く、乾燥した強

風をもたらし、将来的に、より厳し

い火災の天候をもたらす可能性が
ある

高潮の頻度増加

海面水位が上昇し、高潮浸水など
の沿岸災害のリスクが増大する

出所:Deloitte Access Economics using CSIRO and Bureau of Meteorology (2019)

気温上昇と猛暑日の増加

– 猛暑日の気温が大幅に上昇し、

真夏日が増加・長期化する可能性
が高い

海面水温上昇と海洋酸性化

海面水温が上昇し、海洋はより酸性化すると予
想される

1．気候変動がオーストラリア社会・経済にもたらす影響
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図1.2気候経済影響図

出所:Deloitte Access Economics
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医療
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エネルギー・公益

農業

観光

気候変動により需要

が増加する可能性が
低い

気候変動により需

要が増加する可能
性が高い

教育

資源

需要は高まるが、大き
な変化は必要ない

気候変動により

変化が必要となる

気候変動により

変化を必要としない
第一次産業(原材料の生産)

第二次産業(原材料の変換)

第三次産業(サービス産業)

デロイトの推計によると、COVID-19と比較し、オーストラリアで気候変動等により大きな影響を受けている業界での経済的影響は以下の通りです：

◼ オーストラリア統計局（ABS）の雇用統計によると、 COVID-19の影響を受ける上位6つの業界（宿泊施設と飲食店、芸術・レクリエーション・サービス、

農業、賃貸・雇用・不動産サービス、行政機関およびその他のサービス、建設業）に属する労働者はオーストラリアの全労働者の32%を占めています。

◼ 現在の気候変動により物理的被害を受ける上位6つの業界（製造業、貿易産業、農業、鉱業、サービス業、建設業）は、労働者全体の46%を占め

ています。

◼ 温室効果ガスの排出量が多い上位6つの業界（製造業、エネルギー産業、農業、鉱業、運輸業、建設業）は、オーストラリアの雇用者全体の23%、

GDPの34%を占めています。世界が嗜好を変えていく中で、温室効果ガスの排出量が多いセクターは非常に大きな影響を受けることが想定されます。ま

たオーストラリアがこれまで生産してきた製品の世界における需要が減少する可能性があります。
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製造業 エネルギー 農業 鉱業 交通 建設業

製造業 貿易 農業 鉱業 サービス業

(観光を含む)
建設業

宿泊施設と

飲食店

芸術・レクリエーション・サービス 農業 賃貸・雇用・不動産サービス 行政機関および

その他のサービス*
建設業

経済混乱リスク
仮にオーストラリアが世界的に加速している低炭素経済化を目
指さない場合、最も影響を受ける上位6産業における雇用と

GDPの割合:

物的損害リスク
気候変動による物理的被害のリスクが最も高い上位6つの産

業における雇用とGDPの割合:

COVID-19リスク
世界的なパンデミックの間に最も影響を受けた上位6つの産

業における雇用とGDPの割合:

*行政機関およびその他のサービスには、行政機関および支援サービス、情報メディアならびに通信その他のサービスを含みます。

出所:DAE-CLIMATE; Australia’s National Green House Accounts, National Inventory by Economic Sector, May 2020; ABS Weekly Payroll Jobs and Wages in Australia, July 2020; ABS 
Labour Force, Australia, Detailed, Quarterly, May 2020; ABS Australian System of National Accounts, 2018-19. 
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図1.3 各リスクとそれに影響を受ける上位6業界
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2. オーストラリア経済と気候変動のシナリオ分析

オーストラリアをはじめとする世界各国が、気候変動の緩和策をとらない場合、今後2070年までに平均で3°C以上の地球温暖化をもたらすと予想されていま

す。今後50年間、気候変動が抑制できなければ、オーストラリアの経済成長は年平均3%のペースで減速し、年間約31万人の雇用が失われることになります。

デロイトは、2070年までに経済コストが倍増し、オーストラリアのGDPは3兆4,000億ドル(現在と比較して6%)減少すると予測しています。この経済的損失は、

2055年までにオーストラリア経済に発生するCOVID-19の影響と同程度です。

◼ この規模の経済的被害によって、2070年単年では88万人の雇用が失われます。

◼ 2070年までの50年間では年平均31万人の雇用が失われ、GDPは毎年3%落ち込みます。

◼ 最も打撃を受ける業界は以下の通りです:

デロイトは、新たな経済政策によってオーストラリア経済は6,800億ドル(現在価値ベース)成長し、2070年にはGDPが2.6%増加し、25万人以上の雇用が創出

されると予測しています。 2050年までに経済を変革するための670億ドルのコストは、オーストラリアの経済規模と比較すれば比較的少額です。参考までに、

オーストラリアがCOVID-19の経済的影響を緩和するために行っている現在のJobKeeperプログラムは、今年の国家予算で650億ドルを若干超える水準です。

➢ 鉱業 ：3,500億ドルの損失

➢ 製造業 ：3,300億ドルの損失

➢ サービス業 ：1兆6,000億ドルの損失

➢ 交易および観光業 ：5,000億ドルの損失

図2.1気候が経済に及ぼす変化

平均気温の変化は気候を変

化させます。気候の変化は、私

たちの周りの環境と世界に物

理的な被害をもたらします。

気候変動による被害は、土

地の利用方法、人々の働き

方、経済における資金用途

に影響を与え、経済成長に

マイナスの影響を及ぼします。

現状のままの場合、経済成長

によって世界的により多くの温

室効果ガスを排出します。

温室効果ガス排出量の増加

は、世界の各地域で平均気温

の変化をもたらします。
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国際通貨基金 (IMF) は2020年1月、世界経済の成長率見通しを下方修正し、2020年の世界経済の成長率見通しを3.3% (World Economic Outlook, 

IMF: January 2020)としました。2020年4月の改定では、世界経済は2020年に-3%の大幅な縮小が予測され、さらに2020年6月には-4.9%の減速が予測さ

れています(World Economic Outlook, IMF: April 2020, June 2020)。これは世界的なCOVID-19の大流行による 「ロックダウンの長期化（Great 

Lockdown）」 が全面的に影響を及ぼしたことが要因です。

政府や企業が資金を集中して景気・業績回復に取り組む中、気候変動による影響を和らげる 新たな成長戦略を講じる必要があります。 人為的な地球温

暖化が気候変動を引き起こすことが認められている中、 「従来通りの」 成長軌道が気候変動を考慮しないことで誤って計算されていることも認めなければなり

ません。気候変動は経済構造を変化させています。産業によっては、いつ、どのように、何を生産するかという点で、大きな変革を迫られます。

デロイトの研究では、パンデミックの被害を受けた業界は、温暖化の影響を最も受けやすい業界でもあると分析しています。今日のオーストラリア経済を支える

主要な業界は、同様に、気候変動等の影響により変化にさらされる可能性があります。 現在の政策方針では、今世紀初頭から2050年にかけて、CO2排出

量を正味ゼロ（ネットゼロ）とする経済を目指すとともに、地球の平均気温の上昇を2°C以内に抑えることを目指しています。これらの方針に対して、行動し

ない、または誤った行動をとった場合の経済的損失は、現在価値ベースで1兆1,000億ドル (2050 年のGDPの3.6%)となり、2050年には33万人近くの雇用が

失われることが見込まれます。

オーストラリアは、混乱と計画の失敗の

リスクにさらされています。

オーストラリアの人口の半数以上が「排

出量の多い」雇用に従事しており、地

域全体の雇用の20〜60％を占めてい

ます。*

オーストラリアの労働力の23%は、総雇用に占める炭素集約型
産業の上位三部門に属しています。

排出量が限定
的

• 専門的・科学的・技術的サービス
• 製造(繊維・輸送・機械・装置)
• 養殖業、漁業、狩猟業およびわな掛け業
• 農林漁業支援サービス
• 芸術・レクリエーション・サービス
• その他のサービス

44%の雇用

排出量が適度に
多い

• 製造(食品/飲料)
• 卸売・小売業
• 鉄道
• 宿泊施設、食料サービス、教育および医療サービス
• ガス供給
• 上下水道・排水事業
• 金融、保険、賃貸、派遣、不動産
• 林業および木材、パルプ、紙および印刷
• 建物建設
• 情報メディア・通信
• 重工・土木工事

34%の雇用

排出量が多い • 鉱業、採石業(金属・鉱物)
• 製造(化学・鉱物)
• 廃棄物の収集・処理・処分サービス
• 航空・宇宙輸送
• 行政機関 (公共・サービス)
• 建設サービス
• その他の輸送、サービス、郵便、保管

15%の雇用

排出量が比較
的多い

• 製造 (金属)
• 道路交通

4%の雇用

排出量が非常に
多い

• 電力供給
• 農業
• 石油・ガスの採掘
• 石炭鉱業

4%の雇用

出所:Deloitte Access Economics modelling using Australian Bureau of Statistics ANZSIC classification and National Emissions Inventory 2018 Economic 
Sector classification。Note:四捨五入の関係上、雇用数が加算されないことがあります。詳細は、Technical Appendixを参照してください。

図2.2オーストラリアの主要産業と温室効果ガス排出量の関係

年間平均では、2050年までの30年間で、毎

年135,000人の雇用が失われ、GDPの

1.8%が失われる見通しです。オーストラリア

は、歯止めが利かない気候変動のために、

2055年までにCOVID-19と同等の経済的

損失を被ることになります。 最も影響を受け

る産業はサービスセクター、貿易および観光、

製造、鉱業等ですが、デロイトの推定では、

オーストラリアの主要産業の一つである貿

易・観光業界 は2070年までに粗付加価

値（Gross Value Added：産業産出量の

尺度) で4,950億ドル (現在価値ベース) の

損失が見込まれ、19万人近くの雇用が失

われる見通しです。
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インフラの新設ではなく、修繕投資による資本

的損害

◼ 気温の上昇に伴い、異常気象が深刻化し、

発生頻度が増すにつれ、住宅、公共インフラ、

事業用機械設備などのインフラや資本に損害

を与えます。

◼ そのため、成長のための新規投資ではなく、損

害を受けたものの修復に資金を投資しなけれ

ばなりません。

デロイトは、ダメージを受けた資産の修理や交換に回

される年間の設備投資額のうち、資本的損害額の

割合を計算しています。

労働生産性における健康被害

◼ 異常気象がより深刻化し、頻繁に発生すると、

人々の死亡やケガのリスクが高まります。

◼ 気候変動は大気の質や大気汚染に起因する

病気に影響を及ぼす可能性があります。2019-

2020年の夏にオーストラリアで起きた山火事は、

まさにその影響を顕著に表しています。

◼ 気候変動は、疾病の範囲、発生量、蔓延に影

響を与える可能性があります。

◼ また、気候変動は食料生産、水資源、移住、

経済発展等の変化を通じて、間接的に人

間の健康に影響を及ぼす可能性があります。

デロイトは、労働人口の死亡率と疾病罹患率の増

加、およびそれに伴う労働時間の減少が労働生産

性を低下させると考えています。

何が構築され、どのように損傷しているか 私たちの生き方

労働生産性に対する熱ストレスの影響

熱ストレスとは、身体が生理的障害なしに

耐え得る限度を上回る暑熱を指します。

◼ 気温が上昇すると、熱ストレスにより労

働者の健康と安全および作業遂行能

力への影響が懸念されるようになりま

す。

◼ 体が受けることのできる熱ストレスは限ら

れています。

◼ 深刻な健康被害(熱中症/脳卒中/死

亡)が出ないレベルの熱ストレスだとして

も、熱ストレスにさらされた労働者は、

精神的な作業能力水準の低下、およ

び事故のリスクが高くなります。

デロイトは、熱ストレスによる労働者の身体機能

と作業能力の 「低下」 が労働生産性を低下さ

せると考えています。

海面上昇は豊かな土地を侵食します

◼ 気温が上昇すると、陸上の氷河が溶け海に流

れ込んだり、水温が高くなることで、海面が上

昇します。

◼ 海面上昇は、海岸線に沿って侵食、浸水、ま

たは海水に含まれる塩分の侵入を通じて土地

に害をもたらし、農業生産に影響を及ぼします。

◼ 都市部の低地や海岸では、住宅や商業施設

が被害を受け、修理に多額の費用を要したり、

人が居住できなくなります。不動産セクターで

は、物件価格の急激な調整が見られます。

デロイトは、海面上昇によって失われた生産性の

高い土地の数と、その土地の生産活動レベルの

低下を経済的影響として計算しています。

労働者の働き方 私たちが住む場所と働く場所

収穫量の変動による農業被害

◼ 農業は気候変動によって最も影響を受ける産業の

一つです。オーストラリアの地形は広大で変化に富

んでいることから、過去最悪の干ばつに見舞われる

地域や、壊滅的な洪水に見舞われる地域が同時

に発生することが想定されます。

◼ 気候変動により、気温の上昇、大気中の二酸化

炭素 (CO2) 濃度の上昇、降水量の地域パターンの

変化が発生します。

◼ 農作物においては、生育条件、利用可能給水量、

異常気象の深刻さと頻度等の変動により、農作物

の収穫量の増減と市場の不確実性が生じます。

緩和されない気候変動に直面した場合、たとえ適応

したとしても、農家ができる対策には限界があります。

デロイトは、気候変動による農作物の生産量の変動

が農業に大きな影響を及ぼすと考えています。

休日の過ごし方

何をどのように成長させるか

世界通貨の流れに対する観光被害

◼ 天候や気候は、世界中の観光産業にとって重

要であり、経済の推進力でもあります。また世

界の中でもオーストラリアでは、観光産業は特

に重要な産業です。

◼ これまで自然や観光スポットを利用した人々の

余暇の過ごし方が変わり、国内外からの観光

客の誘致が難しくなります。

◼ 観光は経済の柱であり、観光がなければ多く

の地域経済が苦戦を強いられます。

デロイトでは、経済を循環する観光収入の損失の規

模と、ビジネス、雇用、生計への影響を考察していま

す。

気候変動による経済への影響
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国際エネルギー機関 (IEA) とIMFによる最近の分析では、世界的な景気後退と失業者の急増という主要な問題について各国が取り組む必要があること

が示されています。それは、よりクリーンで安全なエネルギー・システムを基盤としつつ、持続可能な経済成長を生み出す方法である必要があります。 2021年

から2023年の間に グリーンリカバリー（環境重視の経済対策）が導入された場合、IEAとIMFは年間投資1兆ドル（USD）の利益が得られると推定して

います。これは世界のGDPの0.7%にすぎませんが、グリーンリカバリーを導入しない場合に比べて世界のGDPは今後3年間で3.5%上昇することに加え、経済

の構造が変わることで多くの利益が継続的にもたらされることになります。例えば、年間約900万人の雇用が創出され、CO2排出量は45億トン削減されま

す。

オーストラリアの成長には、リスクを軽減し、ビジネスと社会・経済の双方に利益をもたらす優れた政策、経済性、投資が必要です。 気候変動と経済の変

化はシナリオの一つではなく、ベースラインとして織り込むべき項目です。現在の経済モデルは、気候変動の経済的影響を考慮していないため、経済成長ト

レンドや長期的なより広範囲にわたる経済的影響を見誤っていますが 、デロイトは、物理的な気候変動の経済的影響をオーストラリアのベースライン経済

軌道に統合する枠組みを採用して算出しました。

代表的濃度経路シナリオ（Representative Concentrative Pathway：RCP）をRCP6.0からRCP8.5の範囲で反映し、2100年までの経済アウトプット

（GDPで測定）を予測しました。排出量が多いケースの経済成長の予測は以下の通りです。

◼ CO2排出量の増加は、産業革命以上の温暖化をもたらします。

◼ 温暖化は、気候を変化させ、土地の利用、人々の働き方、資本の流れといった経済の生産要素に物理的な損害をもたらします。

◼ 生産要素に対するこれらの損害は、経済全体に及び、GDPに影響を与えます。排出量の変化や気温の変動は、これらの影響に変化をもたらします。

つまり、経済は気候に影響を与え、気候は経済に影響を与えます。

一方、適切に対策を打った場合、もたらされる経済的便益はより大きなものとなります。対策によりもたらされる経済的便益を知ることは、ビジネスにとって

も、脱炭素化を進めていくにあたっても重要です。本レポートは、レジリエントな成長と経済の変革を同時に成し遂げるための政策・規制の検討材料を提供

します。オーストラリアは、サステナブルな未来を構築するにあたって新たな選択をする必要があり、それがオーストラリアの次世代を守ることに繋がるのです。

3. 気候変動をベースラインとして織り込んだ「New Choice」の必要性
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