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Ⅰ． 「今そこにある危機」－現実化・
深刻化する気候変動のリスク

１．近年の日本の気象災害
みなさんも感じていらっしゃると思いますが、近

年、日本では大きな自然災害に連続して見舞われてい
ます。

2018年7月の西日本豪雨では、岡山県、広島県、
岐阜県などで大きな被害が生じ、200名を超える方の
命が失われました。その後の夏は記録的な高温とな
り、ピーク時には「災害級」と言われるほどの暑さで
した。9月には台風21号、台風24号が関西地方など
を襲い、関西国際空港の水没や、電力インフラへの影
響など非常に大きな被害が発生しました。

2019年も9月に台風15号が房総半島を襲い、電力
インフラに大きなダメージを与えました。10月には
台風19号が襲来して、東日本に大きな被害をもたら
しました。浸水などにより工場の操業が停止し、サプ
ライチェーンを通じて、被害を受けた地域外の経済活
動にも影響が及びました。

２．気象災害による経済損失
2018年の台風21号と西日本豪雨による経済損失は

推計230億米ドルで、この年の日本における損害保険
金支払額は1兆円を超えています。地震保険と単純に
は比較できませんが、これは東日本大震災時に損害保
険会社が支払った金額を超える水準です。

2019年には台風19号と台風15号の経済損失が世
界1位と3位を占め、合計で2兆7千億円超の経済損
失となりました。この年も損害保険会社の保険金支払

額は1兆円を超えています。
比較的被害額が小さかった2020年においても、九

州の球磨川の氾濫を引き起こした7月の豪雨は85億
米ドルの経済損失と推計されています。

こうした災害がすべて気候変動の影響によるものと
いうことではありませんが、例えば、雨に関して言え
ば、人間活動からのCO2 排出により雨の量が6％～
7％程度押し上げられていると評価されています。想
定を超えるような雨の降り方をもたらしうる、そうい
う押上げ効果を気候変動がつくりだしていると言える
と思います。

気象災害の経済損失額は世界的にも増加し、2020
年は2,680億米ドルで、今世紀の年平均損失額を約
8％上回っています。

３．IPCC第6次評価報告書
2021年8月に発表されたIPCC（国連気候変動に関

する政府間パネル）の第6次評価報告書によると、
IPCCは活動を始めて30年経ちますが、はじめて「人
間活動が大気、海洋、陸域の温暖化を引き起こしてい
ることに疑いはない」と断定しています。実際に世界
の平均気温は、19世紀後半と比較して既に約1.1℃上
昇していて、陸域では1.6℃上昇しています。気温の
上昇に伴って異常気象の頻度や強度が大きくなるとい
う予測も示されています。

この報告書では、将来の社会経済の在り方によっ
て、5つの排出経路、シナリオを想定して、気温上昇
などの将来予測が示されています。

今から徐々に、あるいはかなり急速に世界の排出量
が減るシナリオが2つ、そして、2050年頃まではあ
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まり変わらず、2050年頃以降、排出量が減るシナリ
オが1つ、今以上に排出量が増えるシナリオが2つ、
という計5つの排出経路を想定しています。

今後急速に排出量を減らしていった場合、2080年
～2100年の平均で、値に幅がありますが、中間値で
1.5℃、また徐々に減らしていった場合では2℃を下
回る水準に、それぞれ気温上昇を抑えることができ
る、という見通しです。

一方、2050年頃まで排出量は減らずに、それ以降
減っていくシナリオでは、2℃を優に超える気温上昇
となります。排出量が増えていく残り2つのシナリオ
では気温上昇はさらに高くなります。

４．IPCC「1.5℃特別報告書」が示すもの
IPCCが2018年に公表した「1.5℃特別報告書」で

は、気温上昇が1.5℃の場合と2℃の場合とで影響に
どのような違いが出るかについて知見をまとめていま
す。

この報告書によれば、「少なくとも5年に一回深刻
な熱波を被る世界人口」は、1.5℃上昇の場合で
14％、2℃上昇の場合では37％となり、0.5℃の違い
によるインパクトは2.6倍です。

また、生態系が提供する様々なサービス、特に食糧
生産や漁業資源の漁獲に対する影響が大きいこともこ
の報告書の中で示されています。

近年の様々な異常な気象、例えば、異常な降雨が、
気温上昇を伴ってさらに大きくなる可能性を孕んでい
ますので、それに対応した防災・減災対策が必要とな
りますし、野放図な気温上昇を回避する方策を講じな
いと対応もできなくなります。

そこで、気温上昇をできるだけ低い水準に抑えるこ
とが必要だという認識が、2018年頃からこうした科
学の知見を踏まえて、社会的に、諸国家の間でも共有
されるようになりました。

1.5℃に気温上昇を抑えるためには、2050年頃に
CO2排出を実質ゼロ、カーボンニュートラル（ネット
ゼロ）にするような水準で削減しなければならない、
そういう規模とスピードの削減が必要だという科学的
知見が示されたことが「1.5℃までに気温上昇を抑え
よう、2050年までにカーボンニュートラルを実現し
よう」とする社会の動きにつながっています。

そのためには、温室効果ガスを排出する社会基盤を
変えていくことが必要になります。エネルギー、建築
物、交通を含むインフラ、産業など、あらゆる分野に
おいて、急速で広範囲な、かつてない規模での脱炭
素、低排出に向けたトランスフォーメーションが必要
となります。そのための政策も、それを実現するため
の投資・資金も必要であることを「1.5℃特別報告書」
は示しています。

Ⅱ． 2050年カーボンニュートラルに
向かう世界

１．カーボンニュートラルに向かう世界
パリ協定（2015年）はその2条1において、その

目的の一つに「工業化前と比して、世界の平均気温の
上昇を2℃を十分下回る水準に抑制し（＝2℃目標）、
1.5℃までに抑制するよう努力する（＝1.5℃の努力
目標）」と定めています。現在、この1.5℃目標が事
実上、世界の共通目標に格上げされた、と言ってよい
かと思います。

2020年10月の菅総理大臣の所信表明演説（「我が
国は、2050年に、温室効果ガスの排出を全体として
ゼロにする」）は、世界の気候変動に対する危機感、
そして科学に裏打ちされたものであると思います。前
述のIPCCの知見は、1.5℃までに抑えるには2050年
頃に「CO2」排出実質ゼロであるのに対して、日本の
目標は「温室効果ガス」排出実質ゼロで厳密には違い
ますが、温室効果ガスの中でCO2が一番多く、ほぼ
同義と考えてよいと思います。

米国を含むG7先進主要国も2050年カーボンニュー
トラルの目標を共有しています。中国では、2020年
9月に習近平国家主席が「遅くとも2060年までのカー
ボンニュートラル」を表明しました。

すでに120か国を超える国とEUがこの目標を共有
し、国もさることながら、企業もこうした方向に大き
く動いています。

パリ協定の目標が合意された時もそうでしたが、こ
の目標は、これまでの行政や企業、特に日本の行政や
企業のこれまでの考え方とは少し違う考え方での目標
の設定だと思います。

パリ協定の長期目標が合意された時も、菅総理が所
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信表明された時も、「これは実現可能な目標なのか？」
という質問をよく受けました。答えはシンプルで、

「今の気候変動対策の積み上げの先には、あるいは現
在の社会の仕組みを大きく変えないままでは、決して
たどり着かない目標」ということです。

２．パリ協定の長期目標から見えるもの
国際エネルギー機関（IEA）は、各国が予定する対

策が実施された場合、2050年に世界の排出量は大き
く増えることはなく、あまり減りもしない、という見
通しを示しています。パリ協定の長期目標である2℃
目標を十分下回る目標、だいたい1.7℃ぐらいで計算
していますが、これを達成する想定の排出量の見通し
とは、非常に大きなギャップがあります。

1.5℃の場合では、さらに早く大きく減らすことに
なりますので、ギャップはより大きくなります。つま
り、パリ協定の長期目標や2050年カーボンニュート
ラルという長期の目標は「達成が見込めるから立てた
目標」ではありません。むしろ、現状の対策の積み上
げのままでは達成できないので、「ありたい未来社会
像」「社会のかたち」を先に描いたうえで、そこに向
かって今の私たちの社会を近づけていくためのもので
す。どこに課題があるのか、どこにイノベーションが
必要か、何をしなければいけないのか、ということを
社会で共有して、そこに向けて政策を導入していくた
めのゴールでありビジョンです。

多くのモデル分析が、今利用可能な技術だけではど
うしても2050年カーボンニュートラルを実現する排
出削減ができない、としています。モデルの想定に
よっても違いますが、何らかの新しい技術が必要で、
そういう意味では、100％実現できる保証はありませ
ん。しかし、目標を明確に示すことで、イノベーショ
ンを含めて社会を変革していく、そのためのあらゆる
政策を導入していく、そのためのゴールであると考え
ることが適切だと思います。

３．各国の2030年目標の引き上げ
菅総理が2021年4月に表明した2030年の目標は、

温室効果ガス排出量を2013年度から46％削減し、さ
らに50％の高みに向けて挑戦を続けていく、という
ものです。

これを受けて第6次エネルギー基本計画案、地球温
暖化対策計画案をはじめ、様々な省庁の脱炭素、カー
ボンニュートラルに向けた政策の検討が同時並行的に
進んでいます。

2050年カーボンニュートラルは、先進主要国の共
通した目標になっていますが、大きな焦点は、これを
可能にする2030年の世界の削減の水準をいかに実現
するかです。2030年の目標は2050年の目標に整合
的なものにするため、いずれの主要先進国も、基準年
は違いますが、ほぼ同じような水準の削減を目指して
います。

中国も2020年12月に2030年の目標引き上げを
行っています。中国、インドは先進国とは異なり、経
済活動あたりの排出の効率化や、一次エネルギー消費
に占める非化石燃料の割合の拡大などを目標にしてい
ます。将来に向けてまだ排出が増える見通しの国は、
絶対排出量の削減を目標にしにくい、という事情もあ
ります。

４．主要国の気候変動政策
主要先進国に共通しているのは、コロナで傷んだ経

済社会の復興策の中に気候変動や環境政策を盛り込ん
でいるということです。復興する過程の中で、より持
続可能な脱炭素社会を構築するという考え方が共通し
ています。

日本の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリ
－ン成長戦略」もそうした側面を有していると思いま
すが、EUの「グリーン・リカバリー」が典型的なも
のとしてよく紹介されています。EUから離脱した英
国を含めて、インフラの脱炭素化・低炭素化に非常に
大きな財政支出をしていることが共通しています。既
存建築物の改築も含めた建築物対策、そして、交通シ
ステム、モビリティのゼロエミッション化やエネル
ギーの脱炭素化のためのインフラ整備です。

企業が事業への気候変動リスクについてしっかり分
析して情報開示するための指針、これを作成した作業
部会の名をとってTCFD（Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures）とも呼ばれています
が、このTCFDに沿った情報開示の義務化の動きがあ
ります。

日本においては、コーポレートガバナンス・コード

 77 ファイナンス　2022 Jan.

連
載
セ
ミ
ナ
ー

17_P75-80_Seminar_03.indd   77 2022/01/11   10:09:07



が改訂され、TCFDに準拠して気候変動リスクを分析
し情報を開示することが来年4月に立ち上がる東京証
券取引所のプライム市場への上場要件となります。英
国では法律上の義務化に向けて動いています。

EUも今年4月に、企業の気候変動関連の情報、正
確に言うと、持続可能性関連の情報を開示する法令案
を出しています。今まで1万1千社が開示してきた持
続可能性に関する情報開示に関して、5万社まで拡大
することと、特に気候変動に関してはTCFDに準拠す
ることを盛り込むのが柱です。

EUは、2030年の目標である「1990年比で少なく
とも55％削減」を達成するための手段として、炭素
国境調整メカニズム（CBAM）を導入するという提
案を今年の7月14日に行いました。

CBAMは、EU域外から輸入される産品の輸入者に
対して、域外で産品が製造される過程で排出された
CO2など温室効果ガスの排出量に応じて、EU域内の
同じ産品の製造者が支払うのと同じ水準の支払を行う
ことを求めるものです。2023年から、鉄鋼、アルミ
ニウム、セメント、化学肥料、電力の5品目について、
製造過程での排出量の報告制度を始め、2026年1月
1日からは実際に支払いを求めることが提案されてい
ます。

これら5品目の日本からEUへの輸出量は相対的に小
さく、当面、日本への大きな影響はないと思いますが、
2026年に本格始動する前に、ほかの品目にも広げてい
くかどうか検討されることになっています。これまでの
欧州議会の議論は「できるだけ多くの産品、できれば
すべての産品に適用したい」となっており、日本に対
する影響を注視していく必要があると思います。

５．日本企業によるカーボンニュートラル目標
先行してパリ協定と整合的な目標を掲げる日本企業

は、日々増えています。現在、国際的なSBTイニシ
アチブ（SBTi：Science Based Targets Initiative）
で、日本企業128社がパリ協定と整合的な目標を設定
していると認定され、1.5℃目標を掲げる企業も53社
あります。日本を代表する企業が多いのですが、最近
では中小企業も増えています。

排出削減の一つの方法は再生可能エネルギーの導入
ですが、自社使用の電気を100％再生エネルギーにす

る企業のイニシアチブ（RE100）に参加する日本企
業は約60社に増えています。

大手ガス会社、電力会社は2050年カーボンニュー
トラル目標を掲げています。鉄道や航空会社といった
多くのエネルギーを使う交通系の企業、化石燃料を採
掘・供給してきたエネルギー企業も同様で、中長期的
にビジネスポートフォリオを変える戦略と併せて目標
表明しています。

2050年カーボンニュートラルは、菅総理の表明以
降、ほぼデフォルトの目標であり、企業はそれを前提
に、相応する2030年の目標をどう設定するかに大き
な関心があります。

2021年4月の菅総理の2030年目標の表明以降、
様々な企業が目標表明を行っています。大手金融グ
ループ、生命保険会社などに共通しているのは「投融
資先の排出削減目標」を決め、その2050年実質ゼロ
をめざしていることです。

トヨタ自動車は既に2015年の時点で、2050年ま
での自社のカーボンニュートラルという目標を掲げて
いましたが、今年、2035年に目標を前倒しして、取
引先である下請け企業に具体的な数値目標を持って排
出量の削減をするよう要請しています。

６．企業がカーボンニュートラルに動く理由
なぜ企業はカーボンニュートラルに動くのかという

と、ひとつは、これからさらに大きくなることが予測
される気候変動の悪影響とリスクへの対応です。

共通して一般的な理由が、2つあります。1つ目は
企業がサプライチェーンの脱炭素化に注力するように
なってきたこと、その結果、取引先は対応せざるを得
なくなり、連鎖的に広がっていくという構図です。

もう1つは金融市場、特に資本市場だと思いますが、
どれだけ気候変動対策ができているかが、企業の評価
の軸になってきています。したがって、企業は、気候
変動問題という社会課題にどう対応していくのかはも
ちろんのこと、金融市場や取引先からの評価を左右す
る問題にもなっており、まさに本業の問題になってい
ます。ここにうまく対応できないと日本の産業競争力
の問題にもなるということです。
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７．マイクロソフト社、アップル社の取り組み
マイクロソフト社は2030年までにカーボンネガ

ティブを実現する目標を掲げていますが、焦点は
Scope3（サプライチェーン、バリューチェーンから
の排出量）の排出量です。既に自社の排出量は2025
年頃までにゼロにできる見通しです。同社は今年から
自社の取引企業選定プロセスにおいて、その候補とな
る企業にScope1、Scope2（自社事業からの排出量）
に加えて、Scope3の排出量の提示を求め、それを基
に取引先を決定するとしています。

またアップル社は、2030年までに自社の事業はも
ちろん、製品のサプライチェーン、製品のライフサイ
クルからの排出量を正味ゼロにする目標と計画を昨年
発表しました。

同社は2015年から既に、2030年までに自社製品
をすべて再生可能エネルギーで製造するようサプライ
ヤーに対して要請しており、日本企業を含め、それに
応える企業が増えています。

８．日本のエネルギー政策に対する企業の危機感
こうした動きがある中、昨年秋あたりから日本のエ

ネルギー政策に対し、ものづくり企業からの危機感を
もった声が聞かれるようになりました。

2020年の「モビリティの構造変化と2030年以降
に向けた自動車政策の方向性に関する検討会」（経済
産業省）においては、モビィリティの電動化が世界的
に進む中で、電動化によって走行時の排出量は減って
も、自動車の製造時の排出量、ライフサイクルのCO2

排出量は増える可能性がある。そのため、日本のエネ
ルギーシステムが、より脱炭素、低炭素になり、再生
可能エネルギーがコスト面で入手しやすいものになら
ないと、日本の産業競争力に大きな影響がある、とい
う報告が日本企業からなされました。

日本は、再生可能エネルギーが調達できないことで
失われる恐れがある事業収益額が米国に次いで大き
く、8兆円と推計されています。日本の場合、電力
1kWhあたりのCO2排出量が先進国の中で最も高い国
の一つであり、省エネ等でCO2を削減する努力をし
ても、その効果がなかなか出にくい電力システムに
なっています。

９．金融が変わる、金融が変える
企業の行動変化のひとつのドライバーが金融からの

評価です。ESG投資額が大きくなり、そのためにも
企業が気候変動リスクをしっかり分析して情報を開示
するTCFD対応を求める動きが強くなっています。こ
うした情報を基に、金融機関・投資家から企業に対し
て「建設的対話」と言われる働きかけ＝「エンゲー
ジーメント」が行われます。さらには、気候変動関連
の株主提案が株主総会に出され、機関投資家から相当
の支持を得るようにもなっています。

機関投資家や金融機関による国際的なイニシアチブ
である「Climate Action 100＋」には日本の主だっ
たアセットマネジメント会社も参加しています。特
に、投資先として重要な世界の167の大排出企業（そ
のうち日本企業は10社）を対象に、TCFD勧告に沿っ
た企業の情報開示や、経営陣のガバナンス、バリュー
チェーン全体に対する排出削減について集中的に働き
かけています。

それでは、なぜ金融が動くのか。それは、気候変動
が、システミック・リスクとして金融市場そのものの
安定性を脅かすものとして認識されたことによるもの
と理解しています。深刻化する気候変動の影響に加え
て、本当にカーボンニュートラルに向かっていくとす
れば、社会の大規模な構造転換が求められることとな
り、この変化に企業がうまく対応できない場合には金
融市場の安定性に対する懸念が生じます。

現在、金融はネットゼロ、カーボンニュートラルに向
かう動きを大きく加速しています。Net-Zero Banking 
Allianceという銀行のアライアンスが発足するなど、
金融・投資家が2050年までに投融資ポートフォリオ
をネットゼロにする大きな動きが生まれています。

2021年10月から英国でCOP26（国連気候変動枠
組条約第26回締約国会議）が開催されますが、その
注目点のひとつが金融・投資で、多くの投資家が注目
する会議になるのではないかと思います。

１０．パリ協定後の気候変動政策の変化
これまでの話を通じて、京都議定書の頃と比べてパ

リ協定採択後の気候変動政策がかなり変わってきたと
いうことをお感じになっているのではないでしょう
か。気候変動政策の焦点は、ビジネス、つまり経済社
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会の担い手である企業の戦略と意思決定に気候変動リ
スクを統合して主流化する仕組みを上手く作っていく
点にあります。

さらに、気候変動対策のための費用はもちろんコス
トですが、それがもたらす便益にも着目して政策を立
てる、その必要があるという認識の広がりが大きな変
化ではないかと思います。

例えば、環境省、経済産業省の補助金を活用して天
然ガスコージェネレーション（熱電併給）と再生可能
エネルギーを組み合わせ、道の駅と周辺の住宅へのエ
ネルギー供給を開始した千葉県睦沢町の事例を紹介し
ます。供給開始後間もなく、台風15号の影響で停電
になりましたが、防災拠点である道の駅を住民に開放
し、電気と温水を供給し住民の生活を支えました。道
の駅では電気や日常に必要なシャワーやトイレを使用
することができ、800人以上の住民が道の駅を訪れた
ということです。

これは温暖化対策として整備されたものですが、上
手くほかの政策目的を実現する広範な効果を生んでい
ます。こういう政策が必要になると思いますし、評価
されてきていると思います。

１１． 脱炭素に向かう根本的なインフラの 
入れ替え、社会基盤の転換

私たちは、今かつてない「変化」の中にあります。
企業の気候変動問題への認識や気候変動対応が持つ意
味合いもそうです。言い方を変えると、気候変動政策
の位置付けが、単なる環境政策、エネルギー政策では
なく、産業政策としての意味合いも持ってきていると
思います。

社会や企業にとって最悪のシナリオは、想定してい
ない変化に対応できず、社会が混乱すること、事業継
続ができなくなってしまうということですので、先を
見越して意志を持ち、戦略を持って変化に対応してい
ただきたい、と企業には申し上げています。これは政
策の側も同じで、脱炭素に向かう根本的なインフラの
入れ替え、社会基盤の転換が必要です。中長期的な視
点をもって、計画的に、スムーズな変革と移行を政策
に期待しています。

とりわけ、企業は足元で排出量の削減を求められる
とともに、2050年カーボンニュートラルに整合する

ような中長期的なビジネスポートフォリオへの転換が
求められています。先程、先進国はコロナからのグ
リーン・リカバリー政策で共通していると言いました
が、今、構築する、改修するインフラが2050年にも
残るとすれば、しっかり2050年カーボンニュートラ
ルと整合的なインフラとするための政策が必要です。

１２．日本にとっての2つの政策課題
最後になりますが、横断的な日本の政策課題が2つ

あると思います。
一つは、日本の技術力をいかに市場化するかという

点です。日本は、太陽電池も含めてクリーンエネル
ギー技術の特許数は多いのですが、商業化となると、
諸外国に比べてずっと数が少なくなっています。太陽
光発電がまさにそうだったと思いますが、非常に高い
技術力を持っていながら、その市場化に残念ながら成
功しなかった例だと思います。

もう一つの課題は、排出量を徐々に減らしながら、
新しい技術開発にしっかり投資していただくためにど
ういう資金支援が可能か、トランジション・ファイナ
ンスという政策課題です。

これは非常に難しい課題で、新しい技術が開発でき
るかわからないにもかかわらず投資することは、企業
にとって高いリスクの投資となります。排出量を徐々
に減らしながら、新しい技術開発に投資する企業をど
うやって支援していくか、金融機関に単にリスクを
取ってくれ、というだけでは恐らく解決しない問題で
はないかと思います。財政の支出だけではないと思い
ますが、そのリスクを分配する何らかの政策が必要だ
と思います。
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