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序 文 

気候変動問題と国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ（2030アジェンダ）」および「持

続可能な開発目標（SDGs）」への取り組みは、世界の多くの地域でようやく勢いを大きく増しつつあ

ります。温室効果ガス排出による壊滅的な影響と、科学的根拠のある1.5度目標を超えた地球規模での

気温上昇がもたらす致命的な結末については、すでに何年も前から科学者が警告してきました。適切に

対応しなければ、各国による温室効果ガスの排出は続き、気候変動による壊滅的な影響が拡大するおそ

れがあります。 

温室効果ガスを排出するインフラは、今も毎日、数多く建設されています。エネルギー、建設、輸送

部門におけるインフラの建設、開発および運営により排出される温室効果ガスは、世界の排出量のおよ

そ7割を占めます。その一方で、2050年までに必要なインフラの70％はまだ建設されていません。その

ためインフラ建設は問題の主要因となっています。同時に、開発、雇用、持続可能な未来に向けたイノ

ベーションを生み、生活の質を向上させる原動力となる、大きな機会でもあります。気候目標に沿った

インフラ建設を行うなど現状を根本から変えるには、包括的なアプローチと慎重な政策決定を求める社

会的圧力を考慮する必要があります。しかしどのような観点から見ても、これらの課題を無視すること

はもはやできません。 

G20諸国は世界の温室効果ガスのおよそ80％を排出しています。したがって、2050年までに温室効果

ガス排出量を実質ゼロとするための移行を正しく進め、持続可能な未来をつくる中心的存在となるべき

です。2030アジェンダやパリ協定などの国際協定は、誰一人置き去りにしない「ニュー・クライメイ

ト・エコノミー（新たな気候経済）」に向けた変革の枠組みとなるでしょう。G20ブエノスアイレス・

サミットでは、パリ協定の締結国20カ国のうち19カ国が、パリ協定を「不可逆的」なものであると再確

認するとともに、先進国が手段を提供して気候変動に関する国連気候変動枠組条約を実行していくこと

の重要性が改めて表明されました。1 

そうした中、Foundations Platform F20（F20）は、低炭素経済への移行がもたらす可能性とそのメ

カニズムのアウトラインを描くことを目指しています。財団と慈善団体は、変化の原動力や仲介役とし

て重要な役割を果たします。またF20は、G20諸国の国内、G20諸国間、およびG20以外の国々におい

て、市民社会と産業界、金融業界、シンクタンク、政治との間の架け橋となります。そして各国が経済

のレジリエンスを向上させ、雇用の増加や生産性の向上といった低炭素経済がもたらす可能性を十分に

享受できるよう、強力で決定的な行動を促したいと考えます。 

1 G20 首脳宣言（2017）10 ページ 
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そのためF20は、長期的な解決策を提唱するとともに、2030アジェンダやパリ協定などの多国間協定

の実施を推進する、G20諸国による野心的な連合の構築を支援します。G20首脳には、本報告書をもっ

て以下の提言の実施を求めます。 

- 1.5 度目標および 2030 アジェンダ（SDGs の 17 の目標を含む）に沿ったインフラ計画を策定す

ること

- 自然エネルギー、エネルギー効率の向上および持続可能でレジリエントなインフラ建設への投資

を行う「グリーン投資」を推進すること

- 全セクターでカーボンプライシングを実施し、2025 年までに化石燃料補助金を廃止して、低炭

素経済への移行に対する投資を拡大すること

- 気候変動が世界の金融システムと投資にもたらすシステミックリスクを低減させるため、気候関

連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に基づいて、気候関連の情報を完全に開示する

こと。また、グリーンボンドなど、気候変動による機会を探り、イノベーションを促すこと。

F20 は「誰一人として取り残すことなく全員を移行させる」との原則に基づく移行に不可欠なものと

して、本提言を実行することを要請します。国際的な財団は本提言に基づいて問題の解決に取り組み、

G20 大阪サミットにおける持続可能な未来に向けた交渉を積極的に支援することを強く決意しています。  

F20 事務局長 

ステファン・シュリグ
持続可能性のための

ファウンデーション F20

代表 クラウス・ミルケ 

F20 共同代表 

アヴィナ財団

ラミロ・フェルナンデス
ラミロ・フェルナンデス

F20 共同代表  

自然エネルギー財団  

大林ミカ 
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エグゼクティブ・サマリー
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に関する 2015 年の国際合意および気候変動に関す

るパリ協定は、21 世紀経済の新しい道しるべの役割を果たすが、国際社会はこれらの目標の実現に

必要なリーダーシップ、熱意、投資の動員という面で大きく立ち遅れている。この新しいグローバ

ル・アジェンダに関し、G20 が改めて意欲的で調和の取れたリーダーシップを取ることが急務であ

る。 

無策無為がもたらすリスクとコストはますます急速に広がり、これまで考えられていたよりも深

刻化している。2017 年は 1880 年以降で 2 番目に暑い年だった。また、過去に最も気温が高かった

年を見ると、上位 19 のうち 18 の年が 2000 年以降である。2 発表されたばかりのデータによれば、

大気中の二酸化炭素濃度は過去最高の 415ppm に達している。これは人類文明の歴史上、経験した

ことのないレベルである。こうした気候変動は、干ばつ、火災、自然災害、海岸浸食や、それらが

結果としてもたらす経済や生活へのリスクという形で直接的な損失を引き起こしている。昨今の成

長軌道もまた、水資源、土地、生物多様性といった他のグローバル・コモンズに強い負荷をかけ、

自然資本の損失を加速させている。 

パリ協定は、世界各国が「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2 度より十分低く保つ

とともに、1.5 度に抑える努力を追求すること」、および気候変動に対してレジリエンスを構築す

ることを誓っている。2 度シナリオが引き起こすコストの科学的証拠が積み上げられたことを考え

れば、気温上昇を 1.5 度に抑えることの論拠は 5 年前よりさらに強まったと言える。今、持続可能

な開発目標（SDGs）は、共通の使命を持つ統一的枠組みを提供し、ゼロ・カーボン世界経済への

移行が、経済成長および環境保護、ならびに貧困の終息、不平等の緩和、世界的な健康・教育・福

祉の向上等による人類の進歩と並行して進行することを保証する。 

質の高い、持続可能なインフラへの投資は文字通り、より望ましい新たな成長軌道と意欲的な開

発目標達成のための基礎を築く。2030 アジェンダおよびパリ協定に則って、質の高い、持続可能な

インフラに、歴史に残る一連の投資を行うことによって何世代もの人々に恩恵がもたらされるだろ

う。持続可能なインフラへの投資は、雇用創出、工業化の促進と競争力の強化、そして人々と市場

の結びつきを通じて、包括的かつ持続可能な成長のための触媒になりうる。同時に、持続可能なイ

ンフラは、基本的サービスと就労機会の提供によって貧困緩和を後押しすることができる。環境へ

の配慮がなされたインフラ投資は、自然環境の保全、炭素排出・汚染の低減、気候変動の影響から

の回復力の強化、資源の効率的利用の保証に貢献する。  

G20 はインフラ投資および資金拠出の拡大に向けた推進力となったが、そのリーダーシップをパ

リ協定および SDGs と調和させる必要がある。G20 の指導者は 2010 年からインフラを経済成長の

柱として重視するようになった。2014 年の G20 ブリスベン・サミットは、官民による質の高いイ

ンフラへの投資を支援するために、G20「グローバル・インフラストラクチャー・イニシアティブ」

2 NASA (2018), NASA Global Climate Change (2019) 
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を採択した。同イニシアティブは 2016 年の中国・杭州サミットでも再確認された。2017 年、ドイ

ツ・ハンブルクにおいて G20 は気候とエネルギー持続性を強調した。さらに 2018 年にはアルゼン

チンのリーダーシップのもとで、「インフラを投資対象とするためのロードマップ」を策定した。

2019 年は、質の高いインフラに係る G20 原則等を通じて、議長国日本のもとでこのアジェンダを

推進する。G20 は、この 21 世紀において、質の高いインフラに係る原則が、パリ協定および

SDGs に沿った持続可能なインフラを意味することをはっきりと認識しなければならない。 

世界は、「温室効果ガスについて低排出型であり、および気候に対して強靭である発展に向けた

方針に資金の流れを適合させることを含め、持続可能な開発および貧困を撲滅するための努力の文

脈において、気候変動の脅威に対する世界全体での対応を強化すること」を目指すとパリ協定第 2

条は記している。多くの新興市場国および途上国（EMDC）においては、自然エネルギー、ゼロカ

ーボン輸送、回復力およびその他の分野を含め、持続可能なインフラへの新規資本投資が必要であ

る。先進国および EMDC の一部セグメントでは、新規資本投資に加え、石炭火力発電所や非効率

的な輸送網等の持続不可能なインフラを廃止し、より新しいカーボンニュートラルなインフラに切

り替えるための投資も必要とされる。パリ協定を順守するために、全ての新規資本投資を脱炭素化

し、回復力を加速的に強めるべきである。現在のペースでいけば、国際社会は 1.5 度目標は言うに

及ばず、2 度のパリ・シナリオすら実現できないだろう。この報告書では次のことを示す。 

• 持続可能なインフラ投資は、必要投資額を年間3兆2,000億米ドル下回っている。国際社会

がベースラインSDGsおよびパリ協定が目標とする2度の上限を達成するためには、2015～

2030年にかけて毎年GDPの7.6%以上、すなわち7兆6,000億米ドルを投資する必要があるが、

インフラ投資の現況はGDPの5.5%にとどまっている。よってGDPの2.1%が不足している

ことになる。 

• 国際開発金融機関が十分なレベルの融資を発動していない。国際開発金融機関（MDB）は

現在、持続可能なインフラのために年間約500億米ドルの融資を提供しているが、これは

EMDCの予想必要資金のわずか1.5%に過ぎない。加えて、MDBは民間のインフラ融資を促

す効果を十分に上げているとは言えない。

• 各国の開発銀行およびその他の開発金融機関のほうが、持続可能なインフラに関してより大

きな役割を果たしている。その融資額は年間約880億米ドルにのぼるが、ブラジル、中国、

ドイツの大規模金融機関が中心であり、全世界の必要資金の1.2%に過ぎない。

• G20から持続可能なインフラへの民間資本の流入もきわめて小さく、全世界の必要資金総額

のわずか0.5%にとどまっている。

G20 はさらに高い目標を推進し、カーボンニュートラルで、気候変動の影響に対して回復力を持

つ経済への明確なシフトを引き起こすことに関して中心的な役割を担っている。実効性の高い断固

とした行動を取ることにより、各国は、雇用の創出、競争と成長の活発化、経済的脆弱性の回避を

含め、脱炭素化がもたらす機会を生かすことができる。 
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必要とされる行動の規模と緊急性を強く意識した G20 諸国の強力な連携を構築することが緊急に

求められている。この目的のために、G20 は、 

• インフラ・アジェンダと 1.5 度目標および SDGs との調和に向けて努力を払うべきである。

G20 は国別貢献（NDC）を継続的に実施し、COP26 の前段階である今後 5 年間について意

欲的な NDC を策定することによってリーダーシップを発揮できる。これらの NDC は、

SDGs および 1.5 度目標の実現に向けて設計された成長・開発戦略を支えとすべきである。

同時に、明確なベンチマークおよびスケジュールによってこれらの目的が果たされるように

G20 気候・エネルギー行動計画を改訂すべきである。G20 諸国は、各国の蔵相および中央

銀行を促し、「気候行動対策のための蔵相連合（Coalition of Finance Ministers for Climate

Action）」および「金融システムグリーン化のための中央銀行・監督機構ネットワーク

（気候変動リスク等に係る金融当局ネットワークとも言われる）（NGFS）」に参加させる

べきである。貿易担当相は、貿易・投資条約の改正を導入するだけでなく、自然エネルギー

およびカーボンニュートラル技術の分野における貿易・投資の加速を奨励し、段階的撤退が

必要なセクターの貿易・投資に対する現行奨励策を縮小すべきである。

• 持続可能なインフラへの大規模投資の窓を大きく開くべきである。この目的に向け、G20 諸

国は、SDGs および 1.5 度目標の達成に向けて開発された質の高いインフラを実現するため

の包括的アジェンダを追求すべきである。「質の高いインフラに係る G20 原則」は、この

アジェンダに着手するための重要な機会を提供する。プロジェクトのライフサイクル全体に

わたるコスト効率、回復力、アクセシビリティおよび債務持続可能性等、現在議論されてい

る多数の要素は健全な投資のために重要だが、1.5 度目標を含む合意された目標のもとで、

気候影響および回復力、ならびに自然資本の保全に重点を置かなければならない。G20 は、

上流の財団法人を鼓舞しつつ、共通の原則および基準を定め、気候を含む環境リスクの全て

を包含する体系的取組みを進めるべきである。 

• 化石燃料補助金を廃止し、カーボンプライシングを主流化すべきである。G20 政府は自国域

内において信頼できる政策および価格を確立し、各国が団結して行動する上で主導的役割を

果たす。実施の道筋は、流通への影響や移行による影響を含め、各国特有の条件によって異

なるだろう。化石燃料補助金は負のカーボンプライシングと同等の意味を持つため、段階的

に廃止することが重要である。カーボンプライシングと化石燃料補助金の廃止はともに莫大

な収入を生む可能性がある。この収入を、持続可能な投資を増やすための財源とし、適正な

移行の促進を後押しするために使用できる。

• 石炭を段階的に廃止し、全ての化石燃料を段階的に廃止するためのスケジュールを設定する

とともに、G20 諸国のみならず他の国々との海外貿易、投資および資金の流れに係る政策も

これに基づいて調整すべきである。政策の調和が進行している。また、一部地域では石炭そ

の他の化石燃料の価格がすでに上昇し、今後 10 年のうちに全世界で自然エネルギーより高

価になることが予想される。よって、現在の石炭への投資が、多大な経済的・社会的損失を

伴う座礁資産になることは間違いない。一貫性のないシグナルが送られれば、2035 年まで

に化石燃料を使用する座礁資産が 12 兆米ドルに達するおそれがあると推定される。
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• 持続可能性および 1.5度目標としっかり調和する融資を大規模に発動すべきである。G20 諸

国はスピルオーバー効果の活用によって実現可能な収入モデルを形成すべきである。スピル

オーバー効果によって長期的なリターンを増大させられるほか、改良型信用補完メカニズム

の併用により、数兆ドルにのぼる民間資本、年金基金およびソブリン・ウェルス・ファンド

を呼び込み、投資利益のコストを抑え、結果として債務持続可能性を高めることが可能であ

る。G20 は優先的ニーズを満たし、「数十億規模から数兆ドル規模への拡大」のアジェンダ

を支えるために、1,000 億米ドルを気候基金に追加的に投入するよう努力すべきである。

G20 は持続可能な資金調達に再び取り組み、持続可能性と調和するように金融システムをシ

フトさせるべきである。G20 全体で「気候関連財務情報開示タスクフォース」の勧告に基づ

く報告を義務付けるべきである。また、NGFS が提案したように、気候リスクをプルーデン

ス評価およびリスク評価の枠組みに体系的に組み込むべきである。

• 開かれた透明性のある方法で、G20 共通目標の達成に向けた進捗状況を追跡するグローバ

ル・インフラストラクチャー・ハブを土台とした測定・監視システムを確立すべきである。

G20 は、持続可能なインフラとは何を意味するのか、持続可能なインフラをパリ気候協定お

よび SDGs と調和させることが実務面で何を意味するかについての共通の理解に基づいた、

持続可能なインフラ投資を追跡するためのメソドロジーの開発を保証すべきである。気温上

昇を 1.5 度以内に抑えるためのシナリオと方法がここに明示的に含まれるべきである。  

これらの政策を実現させるための鍵は開発金融機関（DFI）（MDB と国レベル DFI の双方）が

握っている。2017 年の気候変動サミット（One Planet Summit）において、国際開発金融クラブを

はじめとする多数の MDB が金融の流れをパリ協定に沿わせるための共同宣言に署名し、SDGs を

戦略と目標の中心に据えることを誓約した。3 DFI は低炭素金融へのコミットメントを強め、化石

燃料への融資を段階的に廃止し、各国の戦略とプラットフォームを可能にし、バランスシートを活

用することによって政策を導くことができる。さらに、DFI は債務の持続可能性を監視し、多数の

ステークホルダー間におけるアクセス・利益の共有を保証する手段を有している。

• 開発金融機関がバランスシートを持続可能なインフラにシフトさせ、融資の余裕分を最大化

させ、民間部門の金融を活用し、かつ MDB が十分な追加出資を受けた場合、開発金融機関

は年間最大 2兆 5,000億米ドルを動かせる可能性がある。

G20 諸国は、国際開発金融機関および各国開発銀行において 5 兆米ドル相当の資産にアクセスで

きる4。毎年、G20 外の海外直接投資に提供される 2,500 億ドル余りの資金を持続可能なインフラに

投入できる可能性がある。しかし、G20 が自国内でインフラに投じる資金は GDP の 3%に過ぎな

い。また、G20 諸国の DFI が開発金融機関を通じて動員する資金は毎年平均 1,150 億ドルにとどま

る。低所得国に流入する割合はごくわずかである。DFI は、アジェンダ 2030 およびパリ協定に沿

3 IDFC (2018) 

4 Kring & Gallagher (2019) 
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って金融の流れをスケーリングし、集中させる調整システムとして機能すべきである。DFI は、共

通の目標を構築するための幅広いシステム、監視およびアカウンタビリティ・システムとして働く

べきである。 

この課題の大きさと緊急性はどれだけ誇張してもしすぎることはない。今後 15 年間でインフラ

・ストックは 2 倍以上に増加することが予想される。世界経済は今後 20 年間で 2 倍に成長する可

能性が高い。また、都市人口は今後 30 年間でほぼ倍増するだろう。実行しなければならない規模

の投資では、我々は炭素排出量の多い技術や非効率な資本を封じ込むことができない。正念場を迎

えるこれからの数年間に下される決定が、今後 10～15 年の投資の軌道を形成し、今世紀以降の人

々と地球の未来を決定づけることになる。 

FOR A TRANSFORMATION THAT LEAVES NO ONE BEHIND
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