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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and 

does not constitute professional advice. You should not act upon the information 

contained in this publication without obtaining specific professional advice. No 

representation or warranty （express or implied） is given as to the accuracy or 

completeness of the information contained in this publication, and, to the extent 

permitted by law, PricewaterhouseCoopers Aarata, PricewaterhouseCoopers Co., Ltd., 

Zeirishi-Hojin PricewaterhouseCoopers, their members, employees and agents do not 

accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you 

or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this 

publication or for any decision based on it.

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

邦題『地球の未来を守るために』、ブルントランド委員会報告
Our Common Future, Bruntland Commission Report, 1987

“IPCC ※における議論を踏まえ、先進国は、率先して排出削減に努める必要がある
と考えています。わが国も長期の削減目標を定めることに積極的にコミットしてい
くべきであると考えています。また、中期目標についても、温暖化を止めるために
科学が要請する水準に基づくものとして、1990 年比で言えば 2020 年までに 25％
削減をめざします。

　－中略－

しかしながら、もちろん、我が国のみが高い削減目標を掲げても、気候変動を止め
ることはできません。世界のすべての主要国による、公平かつ実効性のある国際枠
組みの構築が不可欠です。すべての主要国の参加による意欲的な目標の合意が、我
が国の国際社会への約束の「前提」となります。”

国連気候変動首脳会合開会式における鳩山由紀夫前内閣総理大臣演説
2009 年 9 月 22 日ニューヨーク・国連本部

※ IPCC：気候変動に関する政府間パネル
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1.1　現代文明は成功したのか？
20世紀初頭、約20億人だった世界人口は、

2009 年には約 68 億人に達し、 さらに、
2050 年には 90 億人を超えると予想されて
います。医薬の進歩と、拡大する食糧生産、
それらを世界に行き渡らせる交通や情報通
信などの技術や、その進歩を触発し続ける
競争的なグローバル経済システムによって
実現したこの繁栄は、まさに文明の成果で
あるといえます。

その一方で、その繁栄を支えるために世
界が消費するエネルギー量は増え続けてお
り、 今後 40 年でおよそ 2.5 倍に増大する
と予想されています。このことは、エネル
ギー資源も同じ勢いで消費されることを意
味しています。

温室効果ガスの増加は、もはや疑うべく
もない実績データを示し、それは、気候変
動といわれるように、気象の変化を凶暴化
させ、毎年各地で大きな被害をもたらし、
自然環境を急激に変容させています。

また、モノや資本の自由移動は、物質的
な豊かさを世界にもたらすと同時に、各地
で大きな歪みを生み出しています。たとえ
ば、先進国で一般化した容器包装が、十分
な廃棄物処理システムが整っていない途上
国に持ち込まれるために、その国で深刻な
ゴミ問題が広がっています。また、国際金

融市場の投資マネーは、時として穀物市場
に流れ込んで価格高騰を招き、途上国の貧
しい人々の生活をさらに困窮させ、飢餓を
助長させることがあります。

グローバル経済がもたらす繁栄による歪
みは、いつどのように解消されるのでしょ
うか。この地球上で進行しつつある事態が、
容易ならざる方向に向かいつつあるのでは
ないか、という疑念は多かれ少なかれ誰も
が感じているのではないでしょうか。

1.2　価値は変わり市場も変わる
優れた企業は、し烈な競争の中において

も常に環境に配慮し、取引先（サプライヤ
ー）における労働環境や人権問題にも注意
を払っています。こうした企業の行動は、
今起こりつつある多くの問題が市場に影響
を及ぼし始めていることを経営者が感じ始
めている証左といえるでしょう。

人々は繁栄における持続可能性（サステ
ナビリティ）に注目し始めています。いか
に環境に負担をかけず、社会におけるさま
ざまなあつれきを最小限に止めながら、次
の世代のことも考えて豊かになっていける
のか。人々の価値観は確実に変化していま
す。そしてこの変化は、ビジネスの世界に
も波及し、企業の経営成果の評価において
も、これまでの金額的尺度に加えて、以下
のような定性的要素を含む多様な評価軸が
示されています。
• 持続可能な発展に対するリーダーシップ

と責任の明示
• 株主価値を長期的に高めるための戦略の

有無
• 多様なステークホルダーに対し満足を提

供する努力
• 長期的に支持される付加価値の存在
• 企業活動の誠実性と透明性

経済社会の現状は、環境汚染のようにそ
れ自体は市場で取引されない問題が与える
被害や損害（外部不経済）を抑えるために、
原因を発生させる側が必要な対策費用を負
担する仕組みが必ずしも機能しているとは
言えません。また、一方で、企業の費用負
担が増大した場合に経済成長を阻害しない
よう、市場を合理的に維持することも難し
いといわれています。そうした中で、近年、
環境税や排出権取引制度など、外部不経済
を内部化しようとするさまざまな取り組み
が行われています。こうした取り組みが成
果をあげることによって、市場経済の仕組
みを通じて環境対応の改善が誘発され、企
業行動がサステナビリティに貢献する方向
に向かうようになることが期待されていま
す。

第 1 章　はじめに
Sustainability（持続可能性） = 未来へのアクセス
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1.3　リーダーの役割
自由競争がイノベーションを加速させ大

きな富を生むことは、紛れもない事実です。
一方、私たちは、モラルのない自由競争が
地球環境に大きな負担をかけるとともに、
常に勝者と敗者を生み、そこから憎しみや
妬みといった、さらなる争いの原因が生ま
れることを目の当たりにしています。行き
過ぎた自由は、結局のところ自由な活動を
制約することになります。健全な競争は必
要ですが、自由の名のもとに倫理や良識を
欠く競争を行う時代は過ぎ去ったことにリ
ーダーたちは既に気づいています。

これまで培われてきた経済システムを変
革することは容易ではありませんが、私た
ちはサステナビリティを阻害する要因を軽
減する努力を惜しむべきではありません。

この根幹において、制度設定者として政
府機関は極めて重要な役割を担っており、
その実行者として企業のリーダーもまた重
い責任を有しているといえましょう。あら
ゆる組織のリーダーは、価値の変化に適切
に対応していかなければなりません。新し
い価値が生まれ、それが新しい市場へと発
展していくことが、自らの機会（チャンス）
を生み出すことにもつながるのです。

今、世界で何が起こっているのか、それ
に対して世界のリーダーたちは何を考え自
らの組織や企業の方向性をどう決定すべき
なのか。そしてそれをどう具体化していく
のか。本レポートは、持続可能な地球環境
と人間社会の健全な発展のために貢献し、
変化を機会（チャンス）に導こうとする、
あらゆる組織や企業のリーダーの皆様の行
動の参考に資する目的で作成したものです。

1.4　各章の概略
1．はじめに：加速度的な情報化とグロー

バル化の進展の中で、静かにそして確
実に進む価値の多様化。この混沌とし
た社会状況をチャンスに変えることを
目指す組織や企業のリーダーの皆様に
対するメッセージをまとめました。

2．地球規模のメガトレンド：国の発展や
企業活動を取り巻く地球レベルの潮流
および変化の動向や特徴を理解するこ
とが重要になっています。持続的な社
会づくりと企業経営が求められる根本
的な理由について分析して、まとめま
した。

3．世界のガバナンスの潮流と新たな視点
～サステナビリティを踏まえたフレー
ムワーク：国や企業のリーダーとして
の判断と行動の原則。第 2 章の地球規

模のメガトレンドがもたらすさまざま
な課題に対して、リーダーに求められ
る思考様式と行動を明らかにします。
さらに、政府や企業が持続可能な発展
と社会を目指すための考え方や取り組
みのアプローチに関するヒントを整理
しました。

4．サステナビリティに関するリスクの認
識：第 2 章の地球規模のメガトレンド
は、国や地域社会、個別の企業にさま
ざまな影響を及ぼします。未然の対応
や今後の戦略に役立つよう、物や人命
など、社会的な損害や企業活動への影
響と具体的事例をまとめました。

5．セクター分析：第 2 章の地球規模のメ
ガトレンドと第 4 章のサステナビリテ
ィに関するリスクの認識から、民間企
業や公益事業に着目し、主要な 8 つの
分野に関し、予想されるリスクと投資
機会について具体的に踏み込んだ分析
を試みました。

6．社会的制度インフラ（公的制度・イニ
シアチブ）：「持続可能な社会の形成」
に向けて、民間企業や公益事業の取り
組み以外に、制度・仕組みや社会的基
盤における課題を整理し、政府などの
制度・政策や施策に期待される役割に
ついてまとめました。

7．PwC Japan が提供するサポート：各セ
クターのリスクおよび投資機会への取
り組み、政府や業界などによる社会の
制度・仕組みづくりなどの取り組みに
対し、独立した専門家集団として私ど
も PwC がご提供できる知見や支援サ
ービスについてご紹介します。
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私たちは、21 世紀の「持続可能な社会
づくり」という共通の目的に向けて行動す
る前に、私たちを取り巻く世界の状況と近
未来像を正しく理解することが大切です。
地球規模のドラスティックな潮流（メガト
レンド）が、どのように「持続可能な社会
づくり」に直接または間接に影響するかに
ついて中長期的な目線で科学的かつ包括的
に評価し、国や地方自治体、企業および市
民のそれぞれの役割と責任のあり方にまで
落とし込んで整理していくことが重要と思
われます。

そのためにはまず、地球規模で進行する
重要なトレンドの特徴をつかむことです。
こうしたトレンドは、目に見える現象や影
響だけではなく、今は何ら問題がなくても、
将来悪い影響が現れたり、いくつかの要因
が重なり合って新たな異変を起こしたり、
あるいは他の地域環境や人々の暮らしに被
害が及んだりと、問題の現れ方もさまざま
です。そこで、単に思い込みではなく、信
頼度の高い情報と事実に基づいて、どのよ
うな要因が影響して「持続可能な社会づく
り」に警鐘を鳴らすのか、理解することか
ら始めたいと思います。

2.1　気候 変動による 
世界経済への影響

私たち人間の経済・ 社会の発展が CO2
などの温室効果ガスを増大させ、気候変動
をもたらすことは国内外において周知の事
実であり、温室効果ガスの排出がこのまま
続けば、2100 年には世界の平均気温が最
大で 7℃上昇すると予測されています 1。
気候変動は、海面の上昇、集中豪雨や渇水
などの異常気象、地域の生態系や水循環の
バランスの変化など、さまざまな環境悪化
を引き起こし、さらにそれらが、農業や水
産業の生産活動、国土の安全、感染症とい
った人の健康などに対し二次的な被害をも
たらすといわれています 2。気候変動は、
直接的または間接的に地球全体に広大かつ
甚大な影響を及ぼす可能性があり、私たち
に対し地球規模で深刻な脅威を与えていま
す。

表に示すように、こうした地球環境の致
命的な危機を回避するには、2050 年頃ま
でに温室効果ガスの排出量を 2000 年比で
マイナス 80 ～ 50％に抑制し、気候上昇幅
2.0 ～ 2.4℃、 大気中の CO2 濃度を 350 ～
400ppm に維持する必要がある、というの
が国際的に合意された科学的見解となって

1　The University of New South Wales. （2009）. The Copenhagen Diagnosis. 
入手先 http://www.ccrc.unsw.edu.au/Copenhagen/Copenhagen_Diagnosis_LOW.pdf. （参照 2010-05-06）.

2　PricewaterhouseCoopers. （2008）. Carbon Value.

環境

社会

経済

IT・デジタル社会

世界経済システム

経済圏域のシフト

人口爆発と人口構造

気候変動による危機
エネルギーの需要と供給

水・食糧の安全保障

天然資源・生態系へのあつれき

図 1：持続可能な社会づくりに影響する地球規模のトレンド

第 2 章　地球規模のメガトレンド



BigPicture ～サステナビリティの未来を考える  7

第 2章　地球規模のメガトレンド

います 3。
2009 年 12 月の国連気候変動枠組み条約

第 15 回締約国会議（COP15）では、米国
と中国、先進国と途上国との間の意見衝突
などがあり、政治的決着が導き出されなか
ったものの、気候変動問題が世界にとって
最重要課題であるとの認識が定着しました。

元世界銀行上級副総裁、ニコラス・スタ
ーン氏が「スターン・レビュー」として気
候変動問題の経済への影響を報告しました。
この報告書において、 先ほど挙げた CO2
濃度の水準を満たすには、世界の国内総生
産（GDP）の 1％に相当する 2.5 兆ドルを
毎年投資することが必要であり、当該投資
を行わなければ、GDP 換算で各国平均毎
年 5 ～ 10％の損失になると警告していま
す 4。気候変動のリスクは継続期間が長く、
その範囲と経済的規模も巨大です。したが
って、政府や企業は、気候変動が自然環境、
人命と健康、事業活動、財政や財務に与え
る影響をあいまいに捉えるのではなく、定
量的かつ定性的にリスクを認識し、評価す
ることが重要であるといえます。

世界が取り組むべき対策は、既存発電所
の低炭素化、原子力発電の安全活用、省エ
ネルギー機器の普及を進めるとともに、新
技術による再生可能エネルギーや低炭素型
の建築物と交通システムを促進し、新規植
林や森林減少を防止するなど、多岐にわた
ります。しかし一国、一業界、一企業では、
実行可能な取り組みもその効果も限られま
す。気候変動の制約を前提とする低炭素型
の社会や経済システムを築くには、ともに
発展していく方向で相互の連携と協力を真
剣に考えることが重要ではないでしょうか。

2.2　世界 エネルギーの 
需要増大と資源争奪

世界の人口増加と新興国や途上国の経済
拡大に伴って、世界のエネルギー需要は今
後急増すると見込まれています。2050 年
には、世界の GDP は約 4 倍に成長し、エ
ネルギー（一次エネルギーベース）の需要
は現在の 2 倍以上に膨れ上がると予想され
ています 5。

エネルギー需要の傾向をみると、地域別
に様相は異なります。G7 諸国などの先進

国は、成長鈍化や省エネルギーと再生可能
エネルギーの促進、CO2 排出量のより少
ない燃料への転換などが進むとされている
一方で、経済成長の著しい中国やインドを
含むアジアでは CO2 排出量の多い石炭へ
の依存傾向が続きます 6, 7。

3　IPCC. （2007）. IPCC 第 4 次評価報告書．気候変動に関する最新の科学的知見を世界中の科学者がまとめた報告書） 
4　HM Treasury UK . （2006）. Stern Review on the Economics of Climate Change.  英国政府が、ニコラス・スターン

元世界銀行上級副総裁（現在は英国政府気候変動・開発における経済担当政府特別顧問）に作成を依頼した、気候
変動問題の経済影響に関する報告書）.

5　PricewaterhouseCoopers. （2008）. The World in 2050 : Can rapid global growth be reconciled with moving to a 
low carbon economy?. （p.7）.

6　International Energy Agency. （2009）. World Energy Outlook 2009. （p.52）.
7　US Energy Information Administration. Country Analysis Brief India.

入手先 http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=IN （参照 2010-05-06）.

表 1：世界平均気温の伴う影響の事例

（影響は、適応の程度、気温変化の速度、社会経済の経路によって異なる）

同資料は、気候変動に関する評価間パネル（IPCC）第 4次評価報告書統合報告書政策決定者向け要約
（Summary for Policymakers）を文部科学省・気象庁・環境省・経済産業省が翻訳したものである。

出典：気候変動 2007統括報告書 政策決定者向け要約

† 「重大な」はここでは40％以上と定義する。　‡ 2000年から2080年までの海面水位平均上昇率4.2mm/年に基づく

種の分布範囲の移動及び森林火災のリスクの増加

健康

沿岸域

食料

生態系

水

0 1 2 3 4 5℃

0 1 2 3 4 5℃
湿潤熱帯地域と高緯度地域における水利用可能量の増加
中緯度地域及び半乾燥低緯度地域における水利用可能量の減少と干ばつの増加
数億人の人々が水ストレスの増加に直面

最大30％の種の絶滅
リスクが増加

地球規模での
重大な†絶滅

広範囲にわたるサンゴの
死滅

ほとんどのサンゴが
白化サンゴの白化の増加

陸域生物圏の正味の炭素放出源化が進行
～15％ ～40％の生態系が

影響を受ける

海洋の深層循環が弱まることによる生態系の変化

小規模農家、自給農業者、漁業者への複合的で局所的な負の影響
低緯度地域における穀物生産性の
低下傾向

中高緯度地域におけるいくつかの
穀物の生産性の増加傾向

低緯度地域における全て
の穀物の生産性低下

いくつかの地域における
穀物の生産性の低下

洪水及び暴風雨による被害の増加
世界の沿岸湿地の
約30％の消失‡

毎年さらに数百万人が沿岸域の洪水に
遭遇する可能性がある

栄養不良、下痢、心臓・呼吸器系疾患、感染症による負担の増加
熱波、洪水、干ばつによる罹病率及び死亡率の増加
いくつかの感染症媒介動物の分布変化

保健サービスへの重大な負担

1980～1999年に対する世界年平均気温の変化（℃）
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図 2：世界の一次エネルギー需要推移（温暖化対策をとらない場合）
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重要な問題として、世界と地域がこのま
ま発展を続けていくだけのエネルギー資源
はあるかという点について、化石燃料の生
産量を需要量が超える「ピークオイル（世
界の石油生産のピーク年）」がいつか、「化
石燃料の枯渇」はいつか、など諸説論じら
れています。しかし、ここで大事なのは、
やがて訪れる事態を憂慮することではなく、
それに対し何をなすべきか目標を定めて行
動を開始することです。短期的には既存の
エネルギー供給システムの効率化を進め、
中期的には、太陽光、風力、水力、バイオ
マス、地熱、潮力など自然エネルギー資源
の利用度を高めることが必要です。こうし
て全体として化石燃料への依存から脱却し、
その他のエネルギーに転換することで、持
続可能な社会を築き、将来世代の福祉をも
たらすことが期待されます。

既に日本および各国政府は、エネルギー
需給戦略と効果的な温暖化対策を国家の最
優先課題として掲げ、企業とともに再生可
能エネルギーや燃料電池の開発および普及
や原子力発電の建設へ大規模な投資などを
開始しており、化石燃料からの転換が加速
しています。

しかし、こうしたエネルギーの需給戦略
にも課題は多く残されています。原子力発
電の使用済み燃料の安全な再利用技術の確
立や、新規建設や能力増強に関する対象地
域やその他関係者との調整、大豆、小麦、
サトウキビなどの食用原料由来のバイオマ
スエネルギーと食糧安全保障の問題、太陽
光発電設備や次世代自動車などに使用され
るレアメタル（希少金属）の安定確保など
の問題がそれです。新しいエネルギー資源
の開発と普及については、化石燃料に見ら
れるような各国、各企業の保護主義、利益
追求主義に陥らないよう、世界と地域の発
展、それぞれによる貢献を目標として今か
ら考えていく必要があります。

わが国は、エネルギー消費大国であるに
もかかわらず、エネルギー自給率はわずか
4％（2008 年調査時点）と、主要先進国の
中でも最も低い水準にあるため 8、グロー
バルなエネルギー需給の将来の動向によっ
ては企業活動や国民生活に深刻な影響が及
びかねません。その意味でも、わが国にと
ってエネルギー問題は、他の先進国よりも

一層重要であり、エネルギー自給率向上に
向けた行動は喫緊の課題となっています。

2.3　 天然資源の利用： 
自然生態系とのコンフリクト

私たちの暮らしに必要なモノの多くは自
然生態系からの恵みによって賄われていま
す。農産物や水産物はいうに及ばず、衣料、
住宅資材、医薬品、さらに生存そのものに
必要な酸素は植物の光合成により作られ、
人間社会からの汚水は微生物などによって
浄化されます。公共財としての自然生態系
がもたらすモノや便益をエコシステムサー
ビス（あるいは生態系サービス）といいま
すが 9、前述のエネルギー資源と同様、こ
のサービスの持続的な利用が将来にわたっ
て可能なのか、また、気候変動や増加する
一方の開発行為、さらには近年特に深刻化
している途上国における環境汚染問題が自
然生態系に与える影響などについても警鐘
が鳴らされています。

20世紀以降の地球全体の急激な人口増加、
都市化と経済拡大は、食糧、淡水や木材な
ど、人間が自然生態系から得ることのでき
るサービスを過去 50 年間に 60％も消費し
たと推定されています 10。過去 300 年間で
地球上の森林地帯は約 40％縮小し、1900
年以降、50％以上の湿地が消滅し、また、
世界の 30％以上のサンゴ礁が深刻な被害
を受け、マングローブは過去 20 年間で 35
％が消滅したとされています 11。

生物多様性条約第 9 回締約国会議（COP9）
において発表された“The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity: an interim 
report” では、「陸上の生態系だけで毎年
約 50 億ユーロに相当する生態系サービス
が失われている」 と試算しています 12。

バイオマスは、サトウキビ、穀物、木材
を原料とし、 化石燃料由来のプラスチッ
ク・ 繊維などの代替製品や、CO2 を排出
しないカーボンニュートラルの代替エネル
ギーとして期待が高まっており、 各国政
府・企業の投資活動が活発化しています。
しかしその一方で、バイオマスブームによ
る、森林の伐採や農地転換も拡大しており、
自然生態系の減少や劣化が懸念されていま
す。また、自然エネルギーの水力、風力、

8　International Energy Agency. （2008）. Energy Balances of OECD Countries, 2008 edition.
9　地球生態系診断  ミレニアム生態系評価 /Millennium Ecosystem Assessment Org. 

入手先 http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
10　Millennium Ecosystem Assessment. （2005）. Ecosystems and Human Well-being Synthesis. （p.6）.
11　TEEB. （2008）. The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers - 

Summary: Responding to the Value of Nature 2009.
入手先 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm （参照 2010-05-06）.

12　TEEB. （2008）. The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers - 
Summary: Responding to the Value of Nature 2009.
入手先 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm （参照 2010-05-06）.
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第 2章　地球規模のメガトレンド

地熱も、その開発においては大なり小なり
自然環境の改変を伴います。さらに、レア
メタルやレアアースは、家電、携帯電話、
自動車、太陽光発電などさまざまな産業で
需要が増え続けていますが、その鉄鉱石・
石炭の採掘と同様に、採掘地の地下水や河
川流域の汚染と生態系への影響などが問題
となっています。

私たちは、気候変動、大気汚染、水質汚
濁、さらには開発行為による自然環境の改
変が、そこに生息する生物種を減少させた
り、生態系のバランスを崩したりすること
を一般論としては知っています。しかし、
自然や生態系への知識の不足、変化の現れ
方の長期性や、自然や生態系の持つ価値へ
の認識不足ゆえに、必ずしもこれを深刻な
問題として捉えてこなかったように思いま
す。しかし世界では今や資源エネルギー問
題は、地球レベルの脅威として認識され、
レアメタル、レアアースやバイオマスのよ
うな問題が表面化することによって、それ
らが国民生活やビジネスの問題として認識
され始めています。

2010 年 10 月に名古屋で生物多様性条約
第 10 回締約国会議（COP10）が開催され
ます。会議の議長国を務める日本の国や地
方公共団体および企業は、これを機に公共
財としてのエコシステムサービスの問題に
ついて、認識をより一層深めるとともに、
各地域の課題解決に向けて率先して取り組
んでいくことが望まれます。

2.4　 水と食糧の確保： 
生活を支える最も基本的な資源

これまで、エネルギーと天然資源を取り
上げてきましたが、ここでは、最も根本的
かつライフラインとして重要な水と食糧の
問題について考えます。

世界の飢餓人口は 2009 年に 10.2 億人に
達し、世界人口の 6 分の 1 を占めるに至っ
ています。飢餓人口は 2008 年から約 1 億
人も増加していますが、その背景として食
糧価格の高騰が影響しています 13。食糧価
格は、中国やインドなど新興国の経済成長
や、食糧指標通貨である米ドルの下落、燃
料の高騰などの影響を受けて、2007 年半

ばから高騰を続けています 14。穀物は人の
食糧や家畜の飼料以外にバイオ燃料の原料
になる割合が増えており、 さらに、21 世
紀に入って急激に拡大した国際金融市場の
投資マネーの穀物市場への流入が価格の高
騰を招き、貧困層の食糧確保が一層困難な
状況となっています。

日本は、山河と海に囲まれた豊かな風土
を持つ、水資源に恵まれた国です。一方、
世界全体では、人口増加と都市化、経済拡
大により水の問題が深刻化しています。国
連によると、2008 年の世界人口の 20％は、
安全な飲料水が確保できず、約 11 億人は、
整備された給水源を利用できていません。
そして、毎年約 200 万人が、地表水のし
尿汚染による水系伝染病によって命を落と
しています 15。

食糧問題と水問題は、これまでも地域紛
争の原因とされてきましたが、2008 年世
界経済フォーラム・ダボス会議のように、
水を「水戦争のリスク」という政治・社会
的にも発展する問題としてその深刻さを取
り上げる動きも出ています。

今日の日本の食生活は、米主体の伝統的
な日本食から、小麦などを中心とした欧米
様式へと変わり、食材についても、貿易自
由化の流れの中で輸入中心となりました。
農林水産省によると 2008 年度のカロリー
ベースの日本の食料自給率は 41％にとど
まり 16、一方で農産物輸入額は 5 兆 9,821
億円 17 に達しています。これを、農作物・
水産物の物質の流れ（マテリアルフロー）
の観点からみると、日本人の食生活は、国
内の農業、水産業および水資源から賄う以
外に、それを上回る量を海外から持ち込む
一方で、年間約 1900 万トンの食品を廃棄
しています 18。

戦後の食糧政策と産業優先政策によって、
日本は戦後の荒廃から飛躍的な復興と経済
成長を遂げました。しかし、それは同時に
極端な食糧自給率の低下をもたらしました。
今後の世界的な人口増加に伴う食糧需要を
考えると、食糧自給率は、国家の安全保障
の上でも極めて重要な問題となるのは明ら
かです。食糧自給率の向上には、国内農水
産業の保護育成が不可欠ですが、貿易自由
化の流れの中で国内農家の所得補償や農業

13　FAO. （2009 年 7 月 19 日）. 1.02 billion people hungry．
入手先 http://www.fao.org/news/story/en/item/20568/icode/ （参照 2010-05-06）.

14　PricewaterhouseCoopers. （2009）. Rebuilding the Global Economy Rebalance, Connectedness, Sustainability. 
（p.32）

15　UNEP. （2008）. Vital Water Graphics - An Overview of the State of the World's Fresh and Marine Waters - 2nd 
Edition．

16　農林水産省．（2009 年 8 月 11 日）．平成 20 年度食料自給率について .
入手先 http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/090811.html （参照 2010-05-06）.

17　農林水産省．（2009）. 平成 20 年度食料・農業・農村の動向、平成 21 年度食料・農業・農村瀬策．p.50
18　環境省．（2009）. 平成 21 年版　環境・循環型社会・生物多様性白書．

入手先 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h21/pdf.html （参照 2010-05-06）.
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分野の規制緩和などの国内政策をどのよう
に進めていくのかは、政府・自治体と民間
が一体となって考えていくべき問題だとい
えます。さらには、食品廃棄問題は、資源
の有効利用はもとより、食糧や水不足に直
面する途上国との関係維持の点からも早急
に解決すべき問題ですが、この問題は、現
在の消費システムの変革と同時に、国民一
人一人の意識変革を必要とする根の深い問
題であるといえます。

ますます膨張する人間の活動が、地域の
生活環境はもとより地球規模の環境変化を
引き起こし、そこに息づく生態系に深刻な
影響を及ぼしています。さらに、資源の争
奪戦は主に先進国と途上国の間にさまざま
な歪みを生みつつ制御不可能な問題へと変
化しつつあります。地球の「有限性」と「許
容範囲」は、もはや概念論ではなく現実問
題となっています。これらの根本原因とし
て、激変する人口構造や経済成長を求める
社会的構造が存在します。人間が豊かさを
望むがゆえに、経済・社会の発展を求め続
けるという現実があるのです。次の 2.5 節
以降では、今日の歩みの延長線上に、どの
ような人間の活動規模や社会構造が想定さ
れるのか、そしていかなる新たな難局に直
面することになるのかについて概観します。

2.5　 新興国や途上国の人口増大と 
先進国の少子高齢化

「40 年後には、地球上に今よりさらに 3
割も多い数の人類が暮らす世界になる」
－この世界の新秩序とはいかなるものか、
想像できるでしょうか。世界の人口は、ア
ジアなどの新興国や途上国を中心に増大し、
2050 年には現在より 22 億人多い 90 億人
に拡大し、先進国対途上国の人口構成比は、
13.5 ％ 対 86.5 ％ と な る と い わ れ て い ま
す 19, 20。

新興国や途上国での急速な人口増加は、
都市と農村の格差、食糧や資源・エネルギ
ーの確保の問題をより一層深刻化させるで
しょう。また、急速な都市化と工業地帯の
開発は、以前のような局地的汚染に止まら
ず、地球全域に環境汚染をもたらすものと
懸念されます。グローバリゼーションの急

速な進展は、各国で富裕層と低所得者層の
格差を広げています。2007 年時点で 110
カ国、55 億人を対象とした調査によれば、
世界の人口の所得ピラミッドの底辺から
72％、実に約 40 億人が年間所得 3000 ドル
以下で暮らす低所得者層に相当するとされ
ています 21。この低所得者層については、
近年、人口の所得ピラミッドの底辺、BOP

（Base of the Economic Pyramid）と称し
て注目されるようになってきました。こう
した中で、 途上国や新興国の低所得者層

（BOP 層）を対象とした生活基盤や社会基
盤の改善に資するビジネスの開拓が特に注
目され始めています。

一方先進国では、米国やフランスといっ
た一部の国を除き、出生率の低下や医療技
術の向上による少子高齢化といった人口構
造の変化がみられ、さらに、労働人口その
ものの減少や正規職員と非正規社員の労働
市場構造の変化など、負の連鎖が加速して
います。多くの先進国においては、経済成
長により国民の生活水準の向上や企業の事
業拡大がなされてきましたが、その原動力
は徐々に失われつつあります。特に先進国
では、国内の人口減少や少子高齢化によっ
て国内消費が低迷することが懸念されてい
ます。そのため、人口増加による消費と経
済の拡大が期待される新興国や途上国の成
長市場を求めて、企業の生産・販売拠点の
海外への移転・拡大が加速しています。ま
た、少子高齢化による働き手の人口減少だ
けでなく、企業の海外での労働調達が国内
の雇用機会の縮小につながることなどが懸
念されています。

日本は、2008 年時点で 5 人に 1 人が 65
歳以上の高齢者 22 という「高齢化社会」
を迎えましたが、2055 年にはさらに高齢
者人口は 4 割を超えると予測されていま
す 23。労働力の減少は、資本蓄積および知
的資産の活用を通じて、それ以上に生産性
を向上させることで、労働力減少分のマイ
ナスを補うことができなければ、GDP の
増大や経済の成長がいよいよ難しくなって
きます。さらには、高齢者の福祉に要する
コストの急激な増加は、将来、国家財政の
圧迫につながるのではないかと、多くの国
民が懸念しています。このように、日本の

19　United Nations.（2008）．World Population Prospects, The 2008 Revision, Highlights.（p.vii）．
入手先 http://esa.un.org/unpd/wpp2008/peps_documents.htm （参照 2010-05-06）.

20　PricewaterhouseCoopers.（2006）．The world in 2050: Beyond the BRICs: a broader look at emerging market 
growth prospects．

21　世界資源研究所 / 国際金融公社．（2007）.Hammond, A.L., Kramer, W.J., Katz, R.S., Tran, J.T., & Walker, C．The 
Next 4 billion, Market size and business strategy at the base of the pyramid．
入手先 http://pdf.wri.org/n4b_full_text_lowrez.pdf （参照 2010-05-06）.

22　内閣府．高齢化の状況及び高齢社会対策の実施の状況に関する年次報告（高齢社会白書）平成 21 年版．（p.2）．
入手先 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html （参照 2010-05-06）.

23　国立社会保障・人口問題研究所．日本の将来推計人口 （平成 18 年 12 月推計）．（2006）．（p.3）．
入手先 http://www.ipss.go.jp/pp-newest/j/newest03/newest03.pdf （参照 2010-05-06）.
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少子高齢化と労働人口の減少は、経済成長
はもとより国家や社会の安定を阻む重大な
問題と認識されています。人口構造問題は、
短期間で抜本的な解決をすることは困難で
すが、政府と産業界交えての議論や官民連
携による取り組みが早期に開始されること
が何よりも不可欠であるといえるでしょう。

2.6　 デジタルコンバージェンス： 
次世代の IT がもたらす社会

今日において、情報・通信技術は、国民
の生活やビジネスの利便性向上に不可欠な
社会的経済的活動の基盤であり、全世界の
2 人に 1 人が携帯電話を保有し、20 以上の
国々と地域で地上デジタル放送が提供され
ています 24。日本では、IT 産業の GDP 成
長率への寄与率は 4 割を超え、国内経済と
GDP 成長において自動車・輸送機械、鉄鋼
を上回る重要なウェイトを占めています 25。

先進国や新興国でのブロードバンドの普
及と、ウィキペディア（Wikipedia）、ブロ
グ（Blog）、ソーシャルネットワークなど
に 代 表 さ れ る 次 世 代 Web（ あ る い は
Web2.0）現象によって、分散されたさま
ざまな情報を集めて、インターネット上で
統合して使うサービスが世界中に広がりま
した。さらに、異なる産業が融合した新た
なサービスや技術も加速し、モバイル端末
や携帯電話があれば、誰でもどこでも利用
できる、音楽や映像コンテンツの配信、電
子書籍、モバイル財布やネット決済などを
次々と実現させました。

今や、 世界中どこからでも、24 時間い
つでも、ネットワークにアクセスし、大容
量の情報や企業および個人の情報などを送
受信できる社会となりました。そのため、
これらを制御するネットワーク・インフラ
は、社会の公共財として安定供給がより重
要性を増し、プライバシーとセキュリティ
の確保、データセンターの省エネルギー化
が最重要課題になっています。加えて、新
興国や途上国の経済成長と消費者の需要は、
PC、携帯電話、モバイル端末、各種電子
部品の増産ならびにサーバー建設を加速さ
せていますが、世界中の旺盛な需要は、同
時に廃棄物の大量発生をもたらしています。

レアメタルなどの資源争奪がよく話題にな
りますが、有害物質の処理システムや廃棄
物のリサイクルシステムの整備といった新
たな課題も発生しています。

環境への貢献にも期待できる新しい IT
技術、社会インフラが、スマートグリッド
とクラウド（クラウドコンピューティング）
です。スマートグリッドは、従来の発電所
および太陽光発電や風力発電などの分散電
源といった供給側と、オフィス、工場、家
庭の需要側が情報通信によって双方向にや
りとりし、自己管理を進める社会インフラ
技術です。スマートメーターで CO2 排出
量やエネルギーの売買価格を確認し、オフ
ィス、工場、家庭、店舗ならびに駐車場な
ど都市のさまざまな施設で省エネルギーや
蓄電、エネルギーの融通を行い、地域社会
全体で CO2 の排出量を抑制しようという
ものです。世界全体で 2020 年と 2050 年の
中長期的な温室効果ガスの削減目標を達成
するためには、ライフライン分野と IT 分
野が融合し、電気、ガス、水道のスマート
グリッド、交通のスマートトランスポーテ
ーションが基盤となった都市像の具体化、
すなわちスマートシティ化の実現が不可欠
です。そして、低炭素社会の実現に向けて、
国内外で大規模な投資計画や実証実験が活
発化しています。

クラウドは、ネットワークでソフトウェ
アや情報サービスを利用する利用形態とし
て提唱され、高価なソフトウェアを自ら保
有する形から、ネットワークを通してコン
ピュータ群を自由に使用してその対価を支
払う形になり、企業経営や社会のライフス
タイルを変化させるといわれています 26。
企業や個人において、個別のハードウェア
やサーバーの保有と買換えが不要となるた
め、社会全体でのコスト削減効果と省エネ
ルギーや省資源化の環境効果が期待されま
す。クラウドは、IT 資産を保有しない、
IT 開発・管理部門を持たない「持たざる
経営・行政」への潮流を加速させる可能性
を持つ一方 27、機密性の確保、知財情報管
理、法的規制の範囲、セキュリティなどに
関して課題やリスクがあるため 28、経営や
事業への導入に際してはこれらの点に留意
する必要があります。情報の所在が国境を

24　総務省．世界情報通信事情．
入手先 http://g-ict.soumu.go.jp/index.html （参照 2010-05-06）．

25　総務省．（2007） . 情報通信白書平成 19 年版．（p.20）．
入手先 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h19/pdf/19honpen.pdf （参照 2010-05-06）.

26　経済産業省クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会．（2009 年 12 月 25 日）．資料 2 クラウドコ
ンピューティングが実現する新サービスと新しい社会像．
入手先 http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g91225c03j.pdf （参照 2010-05-06）.

27　PricewaterhouseCoopers．（2009）．Technology forecast: Summer 2009．
28　Armbrust, M. 他．（2009）．Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing．Electrical Engineering and 

Computer Sciences University of California Berkeley.
入手先 http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf （参照 2010-05-06）.
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越えると、情報の保管や処理のセキュリテ
ィ、知財情報の権利、プライバシー保護の
ルールや法的規制の範囲といった新しい課
題が生じます。米国や英国では捜査当局に
情報の調査権限があり、国内にサーバーを
設置している場合、企業・個人のユーザー
が知らないところで捜査当局から情報を見
られる可能性があります。クラウド・サー
ビス事業者の事業継続性は、ユーザー企業
の事業に重大な影響を及ぼす可能性があり
ます。経営や行政でのクラウド・システム
の利用に当たっては、業務の効率化の手段
として過度に依存することのないよう、関
連するリスクやデメリットにも慎重に対処
していく必要があります。

米国のコラムニストであるトーマス・フ
リードマンがグローバル化により世界が均
質化する「フラット化」 を指摘したとお
り 30、IT 産業ではハードウェアの規格、
サービスの標準化、デジタルコンバージェ
ンスによる提携・合併が盛んになることで、
情報やサービスが低廉化し、ユニバーサル
アクセスが容易になり、フラット化を実現
しているようです。しかし、フラット化で

きない、あるいはフラット化しない世界も
同時に生み出しています。国家間や地域間、
また個人間において、情報技通信の技術を
駆使できる者とそうでない者との間に生じ
るデジタルデバイドと称される情報格差や、
メディア情報の活用能力や真偽の理解力、
メディアリテラシーの格差などが存在して
います。さらに、フラット化とクラウドが
知の伝播のスピードと範囲を飛躍的に拡大
させ、知的情報の複製を容易にすることで、
多くの業種や業務が代替可能になり、その
結果、従来の労働集約型のアナログ的産業、
オートメーション化された製造装置による
ハイテク産業、IT 研究開発・管理部門な
どにおいて、アジア新興国の安い労働力と
中国やインドの IT 技術者によって国内の
労働者の雇用機会が脅かされる可能性も出
てきます。

国および IT 産業は、これら新しい技術
および産業や社会の構造が、世界や地域の
人、モノ、サービス、環境の未来をどのよ
うに変えていくのか、そして、IT を基盤
とした公正かつ健全な社会を実現するため
に、国および企業の施策をどのように進化
させるべきかという視点から今後を見据え
ていく必要があると思います。

2.7　 アジア経済圏の台頭： 
経済・政治パワーの変化

世界の GDP に占める新興国の比率は上
昇し、2008 年時点で 44％を占めていま
す 31。世界同時不況後の GDP 成長率は、
先進国では国によって回復ペースが異なり
ますが、新興国では全般的に好調に上昇し
続けており、その主役は中国、インドとい
ったアジアの新興国です 32。 特に中国の
GDP は、2010 年中にも日本を抜いて世界
第 2 位になる見通しです。21 世紀前半の
アジア・環太平洋地域の情勢、政治と経済
のパワーの変化を地政学的見地から考察し
てみます。

第 1 に、環太平洋地域の海洋貿易です。
環太平洋アジア諸国は、アメリカ、日本、
中国、韓国、台湾、その他東アジア諸国な
ど、原材料の経済を動かす輸入と、欧米へ
の製品の輸出を海洋貿易に頼っています。
人口が 10 億人超の中国とインド、2-3 億人
のインドネシアといった人口大国などが消
費や投資のアジア需要を牽引し、組み立て

29　PricewaterhouseCoopers．（2009）．Cleantech revolution: Building smart infrastructures.
30　Friedman, T.L., （2005）．The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century．ニューヨーク : Farrar, 

Straus and Giroux．
31　International Monetary Fund．（2008 年 10 月）．Gross domestic product based on purchasing-power-parity （PPP） 

share of world total.
32　International Monetary Fund．（2010 年 4 月）．World Economic Outlook, Rebalancing Growth．
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た消費財の欧米への輸出モデルから、アジ
アが最終需要地となる供給モデルへと変化
しています。

第 2 に、アジア新興国への世界的な資金
流入です。海外から流入する資金額は、こ
の 30 年間で中国は 403 億ドルから 924 億
ドル、インドは 40 億ドルから 351 億ドル
に急増しています。一方、欧米・日本を含
む OECD（経済協力開発機構） 加盟国で
は 920 億ドルから 1,021 億ドルへと約 10％
の増加に止まりました（2009 年時点）33。
日本国内に限定したビジネスを展開してい
る企業にとっても、 この資金の流れは中
国・インドなどの新興国ライバルの登場を
通じて経営上大きく影響を受けることにな
ります。

第 3 に、東アジア全域を巻き込む FTA
（自由貿易協定）構築の動きの活発化です。
東アジア経済の拡大とともに、統合された
市場、アジア経済のガバナンス体制の重要
性が高まっています。東アジアでの FTA
構想で排除されることを懸念する米国は、
APEC（アジア太平洋経済協力会議）加盟
国 に よ る ア ジ ア 太 平 洋 自 由 貿 易 圏

（FTAAP） を主張しています。 この分野
で先行する欧州の市場、経済・通貨、政治
の統合過程での成功と失敗から学ぶ点は多
いでしょうが、アジアにおいては各国の経
済レベル、政治情勢、民族や宗教が余りに
異なるため、各国間の利害調整は容易では
ないと思われます。

2010年はAPECが日本で開催されますが、
議長国である日本がアジア太平洋地域での
経済・政治のパワーバランスと制度構築に
おいてリーダーシップを発揮することが期
待されます。日本がアジア・太平洋地域経
済圏の中で今後どのような立場や役割を担
うのか、国も企業も、中長期的な見通しと
地球的規模のマクロ的視点から、国家戦略
や経営戦略を考え、政治や経営の舵取りを
していく必要があるのではないでしょうか。

2.8　 世界経済・金融市場： 
世界同時不況後の不確実性

50 年前の 1960 年代、日本は高度経済成
長の真っ只中で、世界の先進国の仲間入り
を目指していました。1970 年代には、 世
界はニクソンショックと石油ショックによ
り、先進国経済の戦後資本主義の成長メカ
ニズムと世界経済の枠組みであったブレト
ンウッズ体制が崩壊しました。

1980 年代は、 サッチャー英首相やレー

ガン米大統領らによる新自由主義的政策、
金融市場の自由化や金融資本主義の拡大に
より先進国の経済力が回復していきます。
この頃、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」
に象徴される日本経済の台頭とともに日米
経済摩擦が深刻化しました。

1990 年代、 社会主義圏の崩壊により、
地球規模の世界経済、単一市場が誕生しま
した。 そして米国の「強いドル」 政策、
IT 産業や金融工学による投資・証券取引
により、世界に金融資本主義化が浸透して
いきました。

21 世紀に入り、 グローバリゼーション
が広がり、世界経済の多極化の兆しととも
に、欧州連合（EU）、BRICs、ASEAN の
勢力が拡大しました。米国では金融自由化
を背景に、後に 2008 年のサブプライムロ
ーン問題と世界金融危機の誘因となる市場
環境が形成され始めていました。

このように歴史を振り返ると、10 年単
位の時間軸で経済がどれほど大きく変容し
てきたかが改めて実感されます。ところで、
2010 年以降、世界経済・金融市場はどの
ように変化してくのでしょうか。
• ニクソンショックで基本的に終了したド

ル基軸体制。ユーロの登場と世界的危機
で顕在化した基軸通貨の不在、ドルの国
際的位置づけの行方。

• 中国・インド経済の持続的成長力。一方
で、中国の不動産開発投資の過熱（資産
バブル）、インドのインフレなどの懸念
要素の存在。

• 環境関連のエネルギー・資源・排出クレ
ジット・環境技術などの革新的市場への
期待、IT 革命と IT バブル、天然ガスと
エンロン事件、石油マネーとドバイショ
ックなどの商品と投資マネーの歴史的経
験からの学習。

• 日本の名目 GDP は 2007 年度の 515 兆円
をピークに減少に転じ、2009 年度には
473 兆円となる見込みである一方、政府
の経済成長戦略は、2020 年度までの平
均で、名目 3％、実質 2％を上回る成長、
2020 年度の経済規模を名目 GDP で 650
兆円と予測 34。
グローバル化した世界経済・金融市場は、

世界同時不況から脱却し、どのような方向
に進むのか、歴史から正しく教訓を学び、
今後に生かすことが重要となります。

33　OECD．（June 2009）．Investment News, Issue 10, 
入手先 http://www.oecd.org/dataoecd/53/24/43143597.pdf （参照 2010-05-06）.

34　首相官邸．（2009 年 12 月 30 日）．新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～ .
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第 2 章の「地球規模のメガトレンド」で
取上げる諸問題に対し、世界が持続可能な
発展を続けるためには、あらゆる組織が、
今こそ、各種課題に対処するためのガバナ
ンスのあり方と、組織の進むべき方向性と
役割を明確にすべき時期にきていると思い
ます。ここでは、世界のガバナンスの潮流
と新たなガバナンスの視点について洞察す
るとともに、これらを踏まえたサステナビ
リティのフレームワークについて考えてみ
ます。

3.1　新たなガバナンスの世界的潮流
2008 年に起こったサブプライムローン

問題は、ガバナンスの観点からも象徴的な
出来事でした。銀行や企業が市場リスクや
信用リスクを網羅的に把握しないまま、短
期的な利益を追求し取引量を急速に拡大さ
せた結果、最初は一企業の破綻、一与信案
件の破綻が、その後世界中の金融機関の資
産や国家資産へと影響が広がってしまいま
した。こうした問題は、環境や社会の問題、
つまりサステナビリティにおいても起こり
得る問題であるといえます。サステナビリ

ティは、個々の企業における環境や社会へ
の影響が、その企業だけでなく、地球規模
の広範囲の自然環境や人々の生活、社会な
らびに国に影響する問題として認識される
必要があります。

また、2009 年 12 月にコペンハーゲンで
開催された国連気候変動枠組み条約第 15
回締約国会議（COP15） においては、 気
候変動の問題が国家間の議論によっては解
決できず、個々の国家を超えた世界的ガバ
ナンスの視点が必要となっていることを示
唆しています。

これらの出来事に象徴されるように、従
来のガバナンスモデルでは時代の変化に十
分に対応できなくなりつつあります。そこ
で現在では、このような状況に対応するた
めの新しいガバナンスモデルが世界で模索
されています。以下に実例を交えながら、
こうしたガバナンスの世界の新しい潮流を
概観します。

企業のレベルでは、コーポレート・ガバ
ナンスに、環境や社会といったサステナビ
リティ要素を取り込むための新しいガイド
ラインが制度化される動きがみられます。
たとえば、2009 年 9 月、 南アフリカで
King III というコーポレート・ガバナンス
についての新しい報告書 35 が発行されま
した。この報告書の中では、リーダーシッ
プの理念、サステナビリティおよび企業市
民活動について詳述されており、同国の新
会社法に反映されることが予定されていま
す。国連グローバルコンパクトや日本経団
連の企業行動憲章など、サステナビリティ
要素の理念を示したものは従来もありまし
たが、このように、より具体的かつ詳細な
ガイドラインが制度化されたのは初めての
ことです。

国のレベルでは、国家の発展を国内の経
済活動と国民生活の両面で捉えるべく、国
の発展の指標である GDP 自体を見直そう
とする動きが強まってきています。たとえ
ば、2009 年 9 月、フランスは GDP に代わ
る新しい経済指標についての報告書を発表
しています 36。そこでは、環境負荷や生活
の質のサステナビリティ要素を測定し経済
指標の中に含める必要があることなどが提
言されています。今後、各国においても、
こうした「国の（持続的な）発展の指標」
を見直そうという動きが強まっていくもの
と思われます。

以上のような動きは、経済要素だけに偏
っていた従来型ガバナンスを見直し、環境

35　PricewaterhouseCoopers．（2009）．Corporate Governance - King III - Introduction and overview．
36　Stiglits, J.E., Sen, A., & Fitoussi, J., （2009）．Report by the Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress．
入手先 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf （参照 2010-05-06）.

第 3 章　世界のガバナンスの潮流と
新たな視点

～サステナビリティを踏まえたフレームワーク
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や社会といったサステナビリティの要素を
ガバナンスに取り込もうとする潮流を示し
ています。また、個別の企業行動や国の政
策について、経済の成長や物質的豊かさだ
けを目標としてきたことで、その影響の適
切な予測を欠いたまま世界規模の諸問題を
発生させたことへの反省を踏まえた対応で
あるともいえます。つまり、国家の経済的
発展において、成長の質や精神的な豊かさ
との適切なバランスを確保するガバナンス
を模索するものといえるでしょう。

3.2　 企業価値と組織の成長 ･ 発展 
に関する新たな視点

前節で述べてきたようなガバナンスの新
しい潮流の背景として、近年、環境や社会
の問題が経済に大きな影響を与え、諸問題
が複合的に関連してきているという側面が
あります。環境や社会の問題が企業の経営
に直接影響を及ぼす事例は確実に増えてい
ます。特に、気候変動については、個々の
企業にとっても経営や事業に影響する重大
なリスクであるという認識が定着しつつあ
ります。リーマンショックによる経済危機
下にあっても、世界の経営者の 61％が気
候変動対策の投資を維持し、17％が当該投
資を増加させています 37。また、環境や社
会の問題に配慮した製品・サービスが企業
の売上拡大や消費者の支持につながる例も
増えています。環境や社会の問題に関心の
高い消費者は、欧米の先進国から、今や世
界各地に広がっています。

最近では、企業が環境や社会といったサ
ステナビリティ要素を事業活動に積極的に
取り込むことが実質的な企業価値に影響を
及ぼすという事例を報告する統計調査が多
くみられます。この種の調査に対しては、
業績が良好な企業だからこそサステナビリ
ティ活動に取り組むことができるのではな
いか、あるいは、企業の利益とサステナビ
リティ要素は切り離して考えるべきではな
いかといった見方をされがちです。しかし、
近年は調査方法も精緻化され、企業の中長
期的な存続や発展とサステナビリティ活動
との相関関係が相当な精度をもって示され
つつあります。

たとえば、PwC と SAM が経年的に行
っている世界の大手企業 1200 社以上を対
象とした 2010 年度調査においては、サス
テナビリティへの取り組みが先進的な企業

は、そうでない企業に比べて株価上昇率が
高いという結果が示されました。この調査
では、サステナビリティへの取り組みを定
量的に分析し、資金調達コスト、業務運営
の効率化、売上の増加の 3 つの側面でプラ
スに影響している結果と、相関関係を示し
た企業の具体的事例を紹介しています 38。
さらに、2010 年 2 月、「持続可能な開発の
ための世界経済人会議（WBCSD）」 では、
サステナビリティ関連事業の追加投資額は、
2020 年には約 0.5 ～ 1.5 兆米ドル（現在価
値換算）、2050年には約3～10兆米ドル（世
界の GDP の約 1.5 ～ 4.5％）に上るという
試算値が公表されています 39。

今、足許の現実だけでなく、世界や日本
の未来に視野を広げた行動をしていくため
に、国や企業の理念について再確認するこ
とが必要な時期に来ているといえます。つ
まり、組織活動とは社会ニーズに応えてい
くことであり、国や企業が持続可能な発展
を遂げるためには、世界や地域で起こる諸
問題に対し貢献することが不可欠であると
いう点を再認識することが大切だと思いま
す。企業の場合には、地球や地域とのつな
がりも認識した上で、その企業を取り巻く
多様なステークホルダーの要請に対処して
いくことが求められるでしょう。こうした
企業の経営姿勢と行動が、社会からの信頼
や支持につながり、長期的な企業価値の向
上に資するのだと思います。

また、理念の再認識に当たっては、同時
に、日本の役割を意識することも大切であ
ると考えます。｢もったいない｣、｢おかげ
さま｣ などの言葉からも分かるように、自
然や人々との間で自分が生かされていると
いう考え方が、日本人の血肉の中には組み
込まれています。日本は、今後の持続可能
な発展に向けた取り組みにおいて、グロー
バルな諸問題に対し、資金的・技術的な貢
献を果たすだけでなく、自然に対する畏敬
の念や、「和を以て貴しと為す」など、日
本人の伝統的な考え方や価値概念を誇りと
し、世界に広めていく役割を果たすことが
可能です。特に、低炭素社会に向けて国際
的なルールや仕組みづくりが急速に進展す
る中で、日本は国益の観点を持ちつつ、国
外にも積極的に発信していく姿勢が求めら
れるでしょう。こうした視点から日本と世
界の未来を考えることで、組織およびリー
ダーのあり方や役割がより鮮明に見えてく
るのではないでしょうか。

37　PricewaterhouseCoopers．（2010）．第 13 回世界の CEO 意識調査 .
38　PricewaterhouseCoopers & SAM．（2010）．The Sustainability Yearbook 2010．
39　World Business Council for Sustainability Development．（2010）．Vision 2050．

入手先 http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?DocTypeId=33&ObjectId=Mzc0MDE （参照 2010-
05-06）.
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3.3　 サステナブル・フレームワーク
サステナビリティの課題は、確かに新し

い課題として認識されるようになってはい
ますが、依然として、現行の組織運営、マ
ネジメントの中核に組み込まれず、各論と
して扱われてはいないでしょうか。サステ
ナビリティをマネジメントの中心的課題に
据える体制に変革するにはどうしたらよい
でしょうか。そうした概念やフレームワー
クは、未だ明確には定義されていませんが、
ここではマネジメントの基本的な要素と手
段を通じて包括的に対処していく「サステ
ナビリティ・フレームワーク」について考
察してみたいと思います。

3.3.1　統合された意思決定

企業や政府レベルの意思決定においては、
メガトレンドの諸問題や、自らの影響を考
慮していく必要があります。

たとえば、国内需要の低迷を反映し新興
国市場に活路を求める企業の海外進出は、
現地国での労働争議や、廃棄物や環境汚染
の問題を同時に発生させる可能性がありま
す。従来は、労働問題には総務が、環境問
題にはコンプライアンスや環境管理の部門
が、それぞれ対処していました。しかし、
サステナビリティの課題が事業戦略や業績
ならびに企業評価に直接あるいは間接に影
響を及ぼす現在の企業経営においては、個
別部門を超えた企業としての総合的な意思
決定と対応が求められます。

また、組織における意思決定とガバナン
スとの関係は、企業では、コンプライアン
ス部門と経営企画部門とが別組織である場
合、政府では、環境問題を環境省以外の省
庁でも検討する場合などがあります。組織
のトップは、サステナビリティに関して最
適な意思決定ができるよう、ガバナンス体
制が適切に機能しているかを同時に確認し、
必要に応じて体制の改善を図っていく必要
があります。

3.3.2　管理システムと情報通信技術

国あるいは企業において、自らの活動に
関連して生じる汚染物質、廃棄物、温室効
果ガスなどの環境負荷の状況や、それらの
対策費用の発生状況を同時に把握しようと
するならば、種類の異なる情報を集約して
一元的に管理する統合的なシステムが必要
となります。また、企業のグローバリゼー
ションが進展するに従って、地理的に分散
する経営情報を本社で集約的に管理する体
制の必要性も高まるでしょう。

サステナビリティの課題と対策の内容は、
環境管理やコンプライアンスの部門担当者
や専門家のみに通用する情報の形ではなく、
経営トップ自身が理解でき、かつ、関連す
る課題や対策において個々の役割を果たす
財務、販売、調達部門などの担当者とも共
有できるものである必要があります。また、
環境・CSR 報告書などの開示を通じて、
サステナビリティに関心のある株主、地域
住民、顧客、取引先といったステークホル
ダーにも十分に理解できる内容の情報が提
供されることにより、相互のコミュニケー
ションの向上に資することが期待されます。

IT の活用として、企業や自治体が、組
織外の大学、 非政府組織（NGO） や取引
先などと協働して、サステナビリティの情
報を交換し、解決策を探る作業を行い、そ
の成果と知見を社会に還元する取り組みが
試みられています。このことは、サステナ
ビリティの課題解決のアプローチそのもの
に変革をもたらす可能性があります。

3.3.3　新しい価値に基づく会計と内部
報告

企業は、事業を展開する国々の社会にお
いて、長期的に持続する価値を創出する製
品・サービスを提供することを目指してい
ます。しかし、企業がそうした理念を追求
するに当たっては、機会と同時にリスクに
も直面することから、常にその活動の総合
成果の価値を注視する経営を行う必要があ
ります。

たとえば、気候変動の問題において、温
室効果ガスの排出に対する課税や対策に伴
う費用負担は、直接企業の財務に影響を及
ぼしますが、森林保全プロジェクトに対す
る投資活動は、炭素クレジットの創出だけ
でなく、経済価値になりにくい自然生態系
への貢献といった新しい価値を創造します。
また、グローバリゼーションの進展に伴い、
新興国や途上国へ進出する企業がますます
増えていく中で、企業は、各地においてサ
ステナビリティと利益の追求を両立させる
経営を行う必要に迫られるでしょう。すで
に、一部の企業では、富裕層や中間層をタ
ーゲットとした事業開拓だけでなく、低所
得者層の生活水準の向上にも貢献できるよ
うな、製品やサービスの開発や実験的な取
り組みが行われています。

このような企業は、潜在的にはプラスに
もマイナスにも働くこれらの価値について
早期に認識し、事業の方針や経営判断に活
かして行くことの重要性に気づいています。
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図 4：サステナブル・フレームワーク例

サステナブル・フレームワークの例
～ビリヤードゲームに例えて～

　メガトレンドから生じるサステナビリティの課題を解決するため、サステナビリティ・フレームワー
クを用いた組織の運営と経営の実践を、以下のビリヤードになぞらえて解説します。
　ビリヤードでは 9 つの球を用いたナインボールが有名ですが、ここでは 8 つの球を用いたゲームに
例えてみたいと思います。従来のマネジメントから発展したサステナビリティ・フレームワークが、新
たなゲームの先行きを左右するでしょう。
　経営者が手玉を付くキュー（棒）で、組織が手球（白い大玉）です。そしてクッションはサステナビ
リティ・フレームワーク、8つの球はメガトレンドです。
　ビリヤードの作戦では、クッションと球、球と球が起す衝突の連鎖を踏まえ、いかに少ないショット
でポケットできるかを考えます。そして、これを引き起すのがキューと手球です。
　一方、組織経営でも、サステナビリティ・フレームワークを効果的に用いて、メガトレンドから生じ
る複数の課題を同時に解決する戦略が必要です。組織のリーダーには、組織が直面する数々の課題の相
互関係と、組織内部での連携を意識した方向性の決定が求められます。

　たとえば、このゲームでは、製品製造に使用する化石燃料を再生可能エネルギーに変えることで（球 2）、
天然資源の枯渇を和らげる（球 3）と同時に、食糧の燃料使用の回避（球 4）にも効果があります。組
織によるこれら一連の取り組みを、効果的にステークホルダーと対話していくことで、ステークホルダ
ー自身の行動にも影響を与え、気候変動による危機を緩和すること（球 1）にもつながるでしょう。
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3.3.4　研究開発と教育

将来のサステナビリティに関連した課題
について、そのリスクを適切に回避し、ま
たそれを自らの機会に転じるためにも、国
や企業は技術の発展に努める必要がありま
す。たとえば、食糧安全保障と生態系に配
慮した農業技術や養殖技術、有害化学物質
を使用しない代替素材や、食の安全や産地
の確認のトレーサビリティ（生産履歴の追
跡）技術などがありますが、こうした技術
の研究開発には一定の投資が必要となりま
す。

国や企業は、サステナビリティの課題解
決のために、それを担う人材の育成や組織
全体の認識レベルの底上げにも取り組まな
ければなりません。必要な人材や潜在能力
が既に組織内に存在している場合も少なく
ありません。今後重要となる人材や能力と
しては、地域貢献や労働争議問題などでの
コミュニケーション能力、メガトレンドと
企業の経営戦略あるいは国の成長戦略を関
係付ける分析能力、さらに法務コンプライ
アンスにおいては、最新の環境・社会問題
に関する法令や判例の知識などがあげられ
ます。

さらに、国や企業には、地域や一般市民
への啓発活動の推進も期待されています。
代表的な事例として、植林活動、発電施設
や廃棄物施設の見学、スポーツや芸術文化
の振興などがあります。最近の景気低迷や
企業業績の悪化などにより、こうした活動
は決して容易でないと思われますが、これ
を継続する経営努力が問われています。

3.3.5　�ステークホルダー・エンゲージ
メント（対話と関係づくり）

国および企業にとって、ステークホルダ
ーといわれる利害関係者は、地域、有権者、
株主、 顧客、 取引先（サプライヤー）、
NGO、従業員などがあり、これら利害関
係者は事業活動や経営の意思決定にさまざ
まな形で影響を及ぼします。

サステナビリティにおいて、ステークホ
ルダーとの対話や関係づくりが重要となる
理由は、環境問題や社会的責任への不適切
な対応が、往々にして企業の業績や評価を
揺るがす結果になる場合があるためです。
そのため、企業においては、生態系への影
響や地球温暖化問題に対する配慮を求める
顧客や NGO による指摘や要望に常に耳を
傾け、製品やサービスの改善や今後の事業
方針への反映など、経営に活用することが
大切です。

ステークホルダー・エンゲージメントは、

さまざまな形で企業経営に取り込むことが
可能です。そしてその取り組みの成果は、
ステークホルダーとのコミュニケーション
の向上に止まらず、企業に対する社会の支
持や競合他社との差別化につながるでしょ
う。

3.3.6　測定、外部報告、透明性と保証

国や企業は、サステナビリティの考え方
を反映した組織の運営や企業経営を実践す
るために、透明性のある情報の測定と報告
手続を構築し、それを通じて信頼と協力が
得られるよう努めることが必要です。

1. の「統合された意思決定」で述べたよ
うな、労働や環境汚染の把握と改善を行う
ためには、定量情報および定性情報を収集
し、分析できる環境や体制が必要となりま
す。

国や企業がサステナビリティに関する情
報や取り組みの現状について、関係者にわ
かりやすく、適切に開示していくことで、
自ら責任を果たすべく行った努力への理解
とその成果に対する正当な評価が得られる
のです。

近年、顧客や NGO だけでなく、投資家
からも法令順守、気候変動関連、職場環境
や地域への貢献といった情報開示を求める
動きがあり、国および企業は、今後そうし
た要請にも応えて行く必要があります。
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第 2 章の「地球規模のメガトレンド」で
示した諸問題は、私たちの経済社会と企業
のビジネス活動にどのような影響を及ぼす
のでしょうか。たとえば、気候変動のよう
な環境問題が及ぼす人の健康や社会インフ
ラに対する物理的な損害、資源エネルギー
の争奪問題のような人間の競争から生じる
ビジネスへの影響、さらにはエネルギー関
連や穀物関連商品などの先物取引市場の価
格への影響など、多様な影響があげられま
す。しかし、これらの諸問題は、必ずしも
すべてがネガティブに働くわけではなく、
対処の仕方によっては新たな機会となり得
ます。ただし、それらを新たな機会とする
ためには、今ある社会やビジネスの仕組み
および既存の方法の変革が必要となる場合
もあるでしょう。こうした変革に取り組ま
なければ（ゲームに勝てず：機会に変換で
きず）今まで認識していたリスクへの対応
のみにとどまってしまう可能性があります。
組織および企業のリーダーは、それぞれの
立場からこうしたリスクを予測して早期に
対処すると同時に、新たな事業機会にもつ

なげていく必要があるでしょう。
本章では、4.1 節で国・地域など社会が

被る恐れのある物的損害・人的被害を取上
げ、4.2 節ではさらに一歩踏み込み、企業
のビジネスにもたらすリスクと機会につい
て述べます。

4.1　社会的な損害リスク

4.1.1　物的損害

温室効果ガスに起因する気候変動は、社
会インフラや事業用施設・設備に対し物的
に直接的な影響を与える要因となります。
気候温暖化による著しい低気圧や局地的な
豪雨・ 水害による世界的な被害は、 過去
30 年間で件数にして 2.7 倍、金額ベースで
は約 4 倍に増加しています 40。この 30 年
間で最大の被害をもたらした災害は、2005
年 8 月、米国に上陸したハリケーン「カト
リーナ」で、1,250 億米ドルの損害を与え
たとされています。

温室効果ガス排出のペースが現在のまま
推移したとすると、2100 年には海水面が 1
～ 2m 上昇するとみられています 41。今後
も洪水や高潮の被害額はさらに増加するお
それがあり、バングラデシュでは、気温が
2 度上れば最大 25％の国土が浸水すると予
測されています 42。

気候変動が日本国内に及ぼす影響ですが、
大気中の CO2 濃度を 550ppm に抑えたと
しても、自然災害による社会インフラの被
害や天候不順による農業への影響など、
2050 年には年間 9.1 兆円規模の被害が発生
すると試算されています 43。主な国際物流
を海運に頼る日本の沿岸部には大規模な事
業用施設・設備が集中しており、温暖化に
伴う海面上昇は、これらの事業に対する脅
威となります。また、山岳に囲まれる地域
や河川周辺の地域では、突発的かつ局地的
な豪雨がもたらす水害が頻発する懸念があ
ります。こうした自然災害のリスクに対し、
国や自治体レベルの防災対策はもちろん、
各企業における対策が必要となるでしょう。

経済社会にとって、社会インフラや事業
資産以外の重要な財産として、自然生態系
が持つ生物多様性という資産があります。
生態系サービスの恩恵で成り立つ産業は数
多く存在しますが、こうしたサービスに対
して大きな脅威となっているのが、環境配

40　Munich Re．（2009）．Climate Change and Impacts．
41　The University of New South Wales．（2009）．The Copenhagen Diagnosis．

入手先 http://www.ccrc.unsw.edu.au/Copenhagen/Copenhagen_Diagnosis_LOW.pdf．（参照 2010-05-06）.
42　HM Treasury UK ．（2006）．Stern Review on the Economics of Climate Change． 
43　環境省温暖化影響総合予測プロジェクトチーム．（2009）．地球温暖化「日本に与える影響」－最新の科学的知見－．

入手先 http://www.nies.go.jp/s4_impact/pdf/20080529report.pdf （参照 2010-05-06）.

第 4 章　サステナビリティに関する
リスクの認識
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慮を欠いた開発行為や、有害物質を含んだ
排出による大気、水域、土地などの汚染で
す。国および企業は、これらの環境汚染に
よる生物多様性への影響が自国および自ら
の事業に対し、どのようなリスクを与えて
いるのかを適切に認識する必要があるでし
ょう。

さらに有害物質の流出によって起こる土
壌汚染は、土地利用を実質的に制約する物
的損害であると同時に深刻な財務問題でも
あります。土壌地下水汚染に関する調査や
修復などの潜在的な土壌汚染対策費は、日
本全体で 16.9 兆円に及ぶと試算されてい
ます 44。途上国では土壌地下水汚染の修復
が義務付けられていない地域も多いため、
地域で営む企業の社会的責任と法規制の動
向を考慮し、土地取得の際には十分な調査
を行い、然るべき対策を講ずることが望ま
れます。なお、わが国では 2010 年 4 月に
開始する会計年度より、会計上、法的義務
を伴う土壌修復に要する費用を環境負債と
して計上することが求められています。

4.1.2　人的被害

急激な人口増加に伴う食糧不足、資源争
奪の紛争、気候変動による自然災害や農林
漁業への悪影響、さらには自然生態系の有
害物質汚染など、現在地球上で進行しつつ
ある多くの事象は、人の生命や健康に甚大
な影響を及ぼすものとなっています。

食糧不足による飢餓は、今も昔も変わら
ず、人類が抱える最大の問題です。その背
景には、地域紛争や自然災害による難民の
増加などがありますが、近年においても食
糧価格の高騰や貧困層全体の人口増加が依
然として飢餓人口増大の原因となっていま
す。

たとえば、サブプライムローン問題を契
機にして広がった世界的な金融不安の結果、
国際投資資金が原油市場から穀物市場に流
入し、穀物価格を押し上げた事態も記憶に
新しいところですが、こうした金融不安や
先物取引市場の投機的な動きが、結果とし
て途上国の人々を食糧不安に追い込むとい
う悪循環を招くことがあります。一方、気
候変動そのものが原因とみられる自然災害
や天候不順によって農作物や水産物の収穫
量が変動する可能性がありますが、この場
合でも、食糧問題で最も影響を受けやすい
途上国や貧困層がその被害を被る傾向があ
ります。

また、水不足も深刻な問題です。新興国
や途上国では、生活排水や産業排水が河川
や地下水を汚染し、人々の健康被害が広が
っています。これらの国や地域の人口の増
加は、生活や農業および工業の水需要をさ
らに拡大させています。2020 年までにア
フリカでは最大 2.5 億人分まで水の入手が
困難になるとの予想もあり 45、地域紛争の
さらなる原因となる懸念があります。

さらに、気候変動により巨大化した熱帯
性低気圧は、各地に深刻な人的被害を及ぼ
しています。ハリケーン「カトリーナ」で
は、 先進国の米国においてさえ、1800 名
以上の犠牲者を出しており、途上国に至っ
ては、2008 年ミャンマーを襲ったサイク
ロンで 3 万人近い死者と 4 万人を超える行
方不明者を出しています。防災施設や国土
整備が不十分で、人口が低地に密集するよ
うな途上国では、被害はより一層大きなも
のとなり得ます。

4.2　企業活動におけるリスクと機会
経営者が企業活動においてサステナビリ

ティを考慮することにより、ビジネスのリ
スクと機会のあり方が異なってきます。こ
のビジネスのリスクと機会は、経営の外部
環境として生じるものと、経営の内部要因
に関連して生じるものとに分類できます。
以下においては、外部環境について、競合

44　環境省．（2007）．土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態などについて．
入手先 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=9505&hou_id=8300 （参照 2010-05-06）.

45　IPCC．（2007）．IPCC 第 4 次評価報告書．
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▶海外サプライヤーによる環境や社
会的配慮の欠如

▶サプライチェーンにおける情報開
示要求の高まり

▶従業員の就労条件に関する意識
の変化
▶グローバル化に伴う企業の地理
的な活動範囲の拡大

▶少子高齢化に伴う労働力の減少

▶エネルギーや天然資源の調達競
争の激化
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▶環境や社会的配慮にかかわるコスト
の増大
▶環境債務の会計報告の義務化
▶気候変動に関する非財務情報の要求

▶投資家や金融機関の社会的責任投資への拡大
▶気候変動問題が及ぼす財務影響への投資家の
関心の高まり

▶サステナビリティの取り組み情報の開示制度

▶製品やサービスの選択基準の変化
▶顧客と企業間のコミュニケーショ
ン不足

▶グローバリゼーションによる製品・サ
ービスの拡大

▶製品関連情報の説明責任の高まり
▶環境意識の高まりとIT革新によるス
マート化

図 5：ビジネスリスクに影響のある外部環境と内部要因
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他社（市場における競争力）、顧客（ニーズ）、
投融資者とその他の利害関係者などのステ
ークホルダー（期待）、サプライヤー（管理）
の観点から、また、内部要因については、
従業員（人材資本）、製造（プロセスの環
境・社会のマネジメント）、製品とサービ
ス（環境性・安全性の責任・配慮）、財務

（コスト・会計・情報開示）の観点から、
それぞれ具体的に分析したいと思います。

4.2.1　競合者

今後、市場での競争に変化をもたらす主
な要素として、以下が考えられます。
• 新興国など成長市場への進出と経営戦略

のグローバル化
• エネルギーや天然資源の調達競争の激化

先進国の企業では、国内の景気や需要の
低迷に見切りをつけ、成長市場である中国
やインドなどの新興国に生産や販売の拠点
を移す事例が増え続けています。こうした
中で今後は、製造販売戦略、組織戦略、資
材調達戦略、さらには IT 戦略などを、グ
ローバリゼーションに対応できるよう策定
し、経営を行う企業が出てくるものと考え
られます。グローバル化は、企業経営のあ
り方の一つですが、それを志向する企業は、
気候変動、環境汚染、食糧と水、貧困、人
権などを含め、経営全体を地球規模で考え
る役割と責任を負うことになっていくでし
ょう。

国内で活動する企業も、グローバル経営
を行う企業も、今後は、いずれもエネルギ
ーや資源問題の影響を確実に受けることに
なります。これは、新興国や途上国の経済
発展や人口増加によって、世界全体でエネ
ルギー、天然資源などの原燃料の調達が難
しくなることが予想されるためです。また、
輸入型の事業モデルでは、現地の労働賃金
や原材料コストが将来上昇する可能性があ
り、これが品質や価格面での競争力など、
自社の製品やサービスに及ぼすリスク要因
となります。

企業が国内や海外において、サステナビ
リティの諸問題にどのように取り組むかに
よって、その事業収益や企業としての評価
を揺るがす甚大なリスクにつながる場合も
あれば、積極的な取り組みの成果が社会か
ら高く支持され、競合他社や業界をリード
できる場合もあるでしょう。すなわち、現
代は、サステナビリティに対する企業の取
り組みの如何によって企業の成功と評価が
左右される時代になっているといえます。

4.2.2　顧　客

今後、顧客のニーズに変化をもたらす主
な要素として、以下が考えられます。
• 製品やサービスの選択基準の変化
• 顧客とのコミュニケーションの不足

企業活動の顧客による評価においては、
価格、デザインや機能、製品やサービスの
利便性や安全性に加え、環境や社会的責任
などのサステナビリティの要素の重要性が
高まっています。

消費者が製品やサービスの原材料や含有
物質の安全性、環境負荷の低減、地域コミ
ュニティへの配慮の状況などを確認して製
品やサービスを選ぶ、グリーン購入活動は
これまでにもありました。しかし、今や、
こうした選択は、国や地域を問わず、食品
や日用品、住宅やオフィスの不動産、乗り
物やホテル、さらに官公庁まで広がってい
ます。このような消費者の選好が社会に浸
透するに従い、企業の先進的な取り組みは
プラスに、有害物質の混入や環境配慮の偽
装表示などの不祥事はマイナスに、という
形で、企業のサステナビリティへの取り組
みが企業イメージや売上げに影響しやすく
なっています。

インターネットを含む IT の普及と個人
や NGO および公的機関の情報提供により、
以前は企業側のみが所有していた情報が顧
客側でも容易に得られるようになっていま
す。環境や社会的責任の観点から企業や製
品・サービスを分析する消費者の能力も高
度化しており、インターネットなどを通じ
て風評が簡単に広まる可能性があります。
今後企業は、製品・サービスの展示や包装、
配送などのさまざまな場面での情報発信や
表示・開示において、これまで以上に細心
の注意を払う必要があるでしょう。

企業活動、製品やサービスにおけるサス
テナビリティの取り組みや、それらの情報
を積極的に迅速かつ正確に顧客側へ提供す
ることは、企業が顧客の信頼を得るための
有力な手段となるでしょう。 環境・CSR
報告書やステークホルダー対談などを活用
し、企業はこれまで以上に顧客とのコミュ
ニケーションを深めていくことが望まれま
す。

4.2.3　投融資者・他ステークホルダー

今後、投融資者とその他のステークホル
ダーの関心に変化をもたらす主な要素とし
て、以下が考えられます。
• 投資家や金融機関の社会的責任投資の拡

大
• 気候変動問題が及ぼす財務上の影響に対
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する投資家の関心の高まり
• サステナビリティの取り組み情報の開示

制度
投資家が、企業に投資する際、経済的な

指標に加えて、環境や社会貢献およびコン
プライアンスなど社会的公正性の指標も総
合的に評価して投資判断を行う、いわゆる
社会的責任投資（SRI）が、欧米を中心に
年々活発化しています。投資家は気候変動
問題、エネルギーや資源問題、貧困や人権、
労働者の問題など、世界におけるメガトレ
ンドに敏感で、彼らの関心や意向を受けて、
企業に対するサステナビリティ対応の要求
はさらに厳しくなる可能性があります。

一方、金融機関が投融資先のプロジェク
トに留意し、貸手側の社会的な責任を果た
すため、国際金融公社による赤道原則、ま
た国連による責任投資原則（PRI）に署名
するケースも増えています。今後、企業は、
金融機関からの資金調達において、短期的
な業績や財務状況の評価だけでなく、より
長期的な企業のサステナビリティへの対応
状況や貢献について、適切な評価を得る努
力を行うことが求められるでしょう。

投資家が特に注視するのは、気候変動問
題が企業の財務に与える影響です。最近の
大きな動きとして、世界の機関投資家を代
表し、気候変動によるリスクと機会に関す
る投資関連情報について企業へ質問し、個
別企業の回答と分析結果を開示する、カー
ボンディスクロージャープロジェクト

（CDP）があります。また、欧米各国政府
では、環境や社会的責任、気候変動の財務
的な影響に対する投資家の関心や要請を受
けて、情報開示の制度化を検討する動きも
あり、企業にとって情報開示の圧力は、ま
すます強まる傾向にあります。

このように、企業のサステナビリティへ
の取り組みとその関連情報の開示への要請
は急速に高まっています。こうした中、投
資家・融資者とのコミュニケーションの不
足、不十分な情報把握と開示は、自社の評
価を下げ、資金調達リスクを高める可能性
があります。その反面、企業においては、
各種の情報開示制度を積極的に活用するこ
とにより、戦略的な資金調達を図ることも
可能となります。

4.2.4　サプライヤー

サプライヤーとの関係において自社のビ
ジネスに影響を与える要素として、以下が
考えられます。
• サプライヤーの不祥事による自社ブラン

ドへの影響
• 海外サプライヤーによる環境や社会的配

慮の欠如
• サプライチェーンにおける情報開示要求

の高まり
製品やサービスの多様化や機能の向上は、

取引先との関係をますます複雑にします。
つまり、自社で内製し、コントロールでき
る範囲が狭まり、サプライヤーに依存する
部分が拡大し、そこから問題が発生するリ
スクが大きくなる傾向があります。アパレ
ルやスポーツ用品業界の児童労働問題や、
食品業界の食品偽造や残留農薬問題などは、
サプライヤーの不祥事によって企業の評価
や業績がダメージを受けた事例です。特に、
最終消費者を顧客とする企業においては、
重大なリスクとなります。

先進国の企業は、世界全体を工場および
原料の生産地とし、新興国や途上国に原料、
製品やサービスの供給を依存しており、そ
の度合はさらに高まる傾向にあります。し
かし、途上国では社会制度、法規制および
社会インフラが未整備なために、これまで
はサプライヤーにおける児童労働や極端な
低賃金、劣悪な労働環境や、不十分な環境
汚染対策の実態が見過ごされてきたケース
もあります。海外のサプライヤーの環境、
社会的問題やその実態の存在を知らないこ
とは、企業の社会的責任追及のリスクを高
めることになります。ただし、企業側の論
理で、一方的にサプライヤーに環境や社会
の配慮を要求するだけでは十分ではありま
せん。現地の国および地域が抱えるエネル
ギーや資源問題、食糧と水の問題の実情や
その背景にある要因を適切に理解し、本質
的な対応にともに取り組む姿勢が必要とな
るでしょう。

また、気候変動問題の関心の高まりとと
もに、製品やサービスのライフサイクルに
おける温室効果ガスの排出量を企業がサプ
ライヤーと協力して示す、いわゆるカーボ
ンフットプリントの取り組みが世界的に広
がっています。さらに、製品に含有される
化学物質に関する規制や、自動車や家電製
品の廃棄物リサイクルの規制が先進国や新
興国などで強化されています。環境配慮の
要件や対象物質の明示および対象製品の拡
大に伴い、企業においては安全性評価や環
境に配慮した設計および代替物質の利用が
必要となります。そこでは、サプライヤー
との協力関係とサプライチェーンマネジメ
ントが成功の鍵となります。

4.2.5　従業員

今後、従業員との関係において自社のビ
ジネスに影響を与える要素として、以下が
考えられます。
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• 従業員の就労条件に関する意識の変化
• グローバル化に伴う企業の地理的な活動

範囲の拡大
• 少子高齢化に伴う労働力の減少

従業員があって初めて企業活動が成立す
るため、従業員に関するサステナビリティ
への取り組み如何により、適切な対応が経
営の大きな力となる反面、誤った対応は大
きなリスクとなります。最低賃金の補償、
雇用差別の排除、労働安全衛生など、従来
からの取り組みに加え、近年注目されてい
るのは、多様な働き方の尊重、障害者雇用
の促進といった問題です。一方、こうした
前向きな課題とは別に、強制労働や児童労
働、非正規雇用や派遣問題のようなリスク
要因も注目を集めています。

グローバル化に伴う企業活動の地理的範
囲の拡大は、人種や宗教や文化の違いによ
る特有の問題を引き起こします。特に宗教
的価値観への配慮や現地の労働規制への適
合、労使間の団体交渉権の確保、途上国に
おける人種差別や強制労働や児童労働とい
った人権問題への対応が重要となります。
また、企業は、景気や企業の事業戦略が大
規模な合併や買収、事業所の進出や撤退な
どの施策を左右し、数千から数万人にのぼ
る地域の雇用問題や地域経済の不安にまで
発展することに特に留意する必要がありま
す。

一方、日本における少子高齢化の波は、
経済収縮とともに企業の存続・成長に欠か
せない労働力の確保にも暗い影を落とし、
従来の男性や正規社員中心の労働力構成の
見直しを求めることになるでしょう。多様
な働き方を受け入れるワークシェアリング
や、移民や外国人労働者の受入れなど、政
府の社会制度と企業の雇用戦略の双方の積
極的な対応が不可欠となります。事業の海
外進出における海外特有の課題の克服や国
内の労働人口の減少を見据えた雇用戦略の
見直しなど、企業には多くのハードルが立
ちはだかっています。

4.2.6　製造（製造プロセスと調達）

今後、製造プロセスと調達に変化を与え
る要素して、以下が考えられます。
• エネルギーや天然資源の調達競争の激化
• グローバル化に伴う製造拠点の分散と拡

大
製造に関する最大のサステナビリティ問

題は、いうまでもなく環境問題です。世界
共通の課題である気候変動とエネルギーの
問題は、国や企業を問わず、事業上のリス
クとなっています。また、そのリスクが長
期化する可能性があるため、国および企業

は、地球規模での温室効果ガスの削減とい
う一大目標に向けて、それと表裏一体をな
すエネルギー戦略を策定するとともに、効
率的な製造プロセスの構築や調達計画の立
案・実施に取り組むことが必要となります。

新興国や途上国における経済発展や人口
増加は、 製造に必要なエネルギーや原材
料・原燃料の調達競争を激化させ、そこに
投機マネーの流入、資源ナショナリズムな
どが絡み合って、調達の確保が困難となる
リスクや、海外拠点の国および地域の賃金
上昇が製造コスト全体を押し上げるといっ
たリスクの要因となりますが、製造におい
ては、これらのリスクを早期に認識し適切
に対処していく必要があります。

また、企業のグローバリゼーションとと
もに、製造と調達の拠点は当該企業の本拠
地から地理的に分散拡大する傾向にあるた
め、各製造拠点においては労働環境や環境
汚染対策など 4.2.4 のサプライヤーと同様
の課題を抱えることになります。

このように製造や調達は、メガトレンド
の影響を受け、サステナビリティに関連す
るさまざまなリスクにさらされつつありま
す。しかし、こうしたリスクへの対応に当
たっては、関連法令規則などの順守のみな
らず、製造過程の環境汚染を抑制する生産
者責任や地域社会の一員としての社会的責
任を果たしていく姿勢を発揮することも企
業にとって重要です。環境対応のための設
計変更など、追加コストを伴う取り組みは、
企業の経営負担となりますが、このような
リスクに対する積極的な行動は、業界スタ
ンダードの変革を主導すると同時に、自社
の競争力の向上にもつながるでしょう。

4.2.7　製品・サービス（使用中・廃棄
過程での負荷）

今後、製品やサービスに変化を与える要
因として以下が考えられます。
• グローバリゼーションによる製品・サー

ビスの流通範囲の拡大
• 製品関連情報の説明責任の高まり
• 消費者の環境意識の高まりと IT 革新に

よるスマート化
新興国や途上国の経済発展と企業のグロ

ーバリゼーションにより、製品の流通範囲
は飛躍的に拡大し、その結果、大量の使用
済み製品の廃棄および処理問題が世界各地
で深刻化する可能性があります。企業は生
産者責任の立場から、容器の回収およびリ
サイクル、使用済み製品による汚染の防止、
環境汚染の原状回復などに関して、 製造
国・地域のみならず、流通国・地域におけ
る影響にも配慮する必要があります。しか
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し、廃棄物の処理システムが十分に普及し
ていない国や地域もあるため、企業は、自
社製品が環境や社会に及ぼす影響をあらゆ
る角度から分析・検討し、自らその影響を
抑制・緩和する施策を講ずる責任がありま
す。

また、4.2.2 の「顧客」 で述べたとおり、
企業が製品やサービスに関する情報の説明
とともに、製品やサービスの使用や廃棄の
段階で生じる環境や社会的問題にどのよう
に配慮しているかについて、顧客に対し十
分な説明を行うことは、企業の信頼性と透
明性の確保の観点からも不可欠となりつつ
あります。世界中で製品やサービスが提供
されるようになると、製品・サービスに関
する事故や虚偽表示などの問題は、原因と
なった製品・サービスに止まらず、企業そ
のものの信頼を失墜させる事態に至る可能
性もあるため、製品やサービスの説明責任
については特に念入りな対応が求められま
す。

また、これまで工場などを中心に行われ
てきた、エネルギー、水、紙などの資源の
使用量および CO2 や下水の発生量などを
把握する活動は、社会全般における環境意
識の高まりや IT 革新とともに、人間の日
常の生活やオフィスにも波及し、従来の環
境配慮行動を大きく変革させつつあります。
具体的には、日用品および家電ならびにオ
フィス機器などにエネルギーおよび資源の
使用量や CO2 の排出量などを表示したり、
それらの使用量・排出量などを抑制・削減
するエコ活動を支援する製品やサービス開
発されるといった傾向です。さらに、最近
こうした傾向の例として、スマートメータ
ー、スマートハウス、スマートオフィス、
スマートストアなどが注目を浴びています。

4.2.8　財務

今後、財務面に影響を与える要因として、
以下が考えられます。
• 環境や社会的配慮にかかわるコストの増

大
• 環境債務の会計上の計上および報告の義

務化
• 気候変動に関する非財務情報の開示要求

企業活動においては、温室効果ガスや汚
染物質の抑制、廃棄物のリサイクルなどの
環境対策や、従業員の社会保障制度および
製品やサービスの安全対策などに関して、
さまざまなステークホルダーの要請や法令
規則の要求に応える必要があり、そうした
要求は今後も一層厳格化する傾向にありま

す。今後の企業経営においては、環境に関
する法令規則の順守のコストのみならず、
自主的な対応のために投資や出費が必要に
なります。さらに、環境汚染や健康被害に
対する損害賠償や訴訟費用の発生の可能性
も増大しており、こうした諸々のコストの
増加は、今後の企業の業績や財務状況に影
響を及ぼします。

日本や米国の会計基準および国際会計基
準（IFRS）においては、環境リスクを会
計上「環境債務」として認識・測定し、そ
れを財務情報の一要素として開示・報告す
ることが義務付けられており、この動きは
国際的潮流となっています。具体的には、
土壌汚染、アスベスト、ポリ塩化ビフェニ
ル（PCB）などの廃棄物にかかわる環境対
策費用などが対象になります。企業は、将
来的に支出が発生すると見込まれる潜在的
な環境リスクに対し適正な環境債務を認識
するとともに、今後の環境規制の強化や事
業の地域的拡大に伴い、さらに増加が予想
される環境対策コストの発生に備えるため、
財務面での対応についても早期に検討して
おく必要があります。

企業は、経営および財務に対する気候変
動の影響についても現実的なリスクとして
認識し始めています。PwC による最近の
調査においても、世界の CEO の約 60％は、

「キャップ＆トレードを含めた将来の規制
が自社の財務に与えるインパクトに対して
準備をしている」と回答しています 46。一
方で、世界経済フォーラム、国際会計事務
所および各国会計士協会で構成される気候
変動関連情報審議会（Carbon Discloser 
Standard Board） が、 気候変動に関する
情報を開示するためのフレームワークづく
りを進めています。

こうした流れは、環境面を中心としたサ
ステナビリティ情報が財務情報との関連性
を持ちながら、今後の企業情報開示の中で
一層重視されるようになることを示唆して
います。今後企業の経営者は、自社のサス
テナビリティに関する状況を財務情報と関
連づけて統合的に管理し、客観的なデータ
に基づいて対外的に開示し説明できるよう
準備する必要があるでしょう。

今や社会問題ともなっているサステナビ
リティに関する諸問題を適切に解決するに
は、民間の努力だけでは限界があります。
第 6 章の「社会的制度インフラ」では、社
会全体にかかわるルールや仕組みを構築す
るとともに、ハード、ソフト両面での方策
を手当する、国および公的機関の役割につ
いて考察します。

46　PricewaterhouseCoopers．（2010）．第 13 回世界の CEO 意識調査．（p.71）．
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本章では、主要な産業別に固有のリスク
を抽出するとともに、ビジネス機会と社会
への貢献の可能性について検討を行います。
たとえば、ある産業にとっては特定の環境
問題がビジネスリスクになる場合でも、他
の産業にとってはビジネス機会と考えられ
る場合があります。ここでは、サステナビ
リティの問題をめぐり、産業界の勢力図が
将来的に移り変わり得る様子についても分
析します。また、それぞれの業界の関係者
の理解と、ステークホルダーとのディスカ
ッションに資する内容とするため、業界間
の重複はありますが、できるだけ業界ごと
に完結させた分析と取りまとめ方としまし
た。

5.1　エネルギー
エネルギー業界は、新興国の経済成長と

人口増加、それに伴うエネルギーと資源の
問題や、気候変動問題などのメガトレンド
の影響を最も受けやすい業界の一つです。
そして、この業界では、再生可能エネルギ
ーの普及促進、蓄電池・燃料電池の開発・
生産、スマートグリッドの普及などにより、

既存のエネルギー供給システムが大きな変
革を迫られています。これらの状況は、欧
米に続き日本でもエネルギーセクターの業
種間、電機メーカーとの提携・再編、グロ
ーバル市場への参入といった動きとなって
表れつつあり、エネルギー業界の地図を大
きく塗り替える可能性もあります。

●電　力

日本の一次エネルギー消費量は、2000
年に入ってから横ばい傾向ですが、電力消
費量は情報化の進展やエアコンの普及、さ
らに核家族化によって、むしろ増え続けて
います。電力業界は、化石燃料資源の安定
調達と温室効果ガスの削減の両方を解決し
ていくという重要な経営課題を抱えていま
す。一方、今後の動向として、再生可能エ
ネルギーの地産地消、スマートグリッドな
ど新たな技術の普及が電気やエネルギー需
給の様相を一変させる可能性を秘めていま
す。

影響・リスク
世界的にピークオイルの時期が注目され

る中で、新興国の経済発展による急激なエ
ネルギー消費の増大は、電力業界の化石燃
料の安定確保の将来に影を落としています。

国内の電力業界は、温暖化対策として、
2020 年のエネルギー原単位削減目標を 20
％と示しましたが 47、この原単位に対し、
温室効果ガスの排出抑制を課される業界や
環境 NGO からは厳しい目が向けられてい
ます。さらに、法律により 2020 年までに
非化石電源を 50％以上としなければなら
ないという縛りを受けています。このよう
に、国内の電力業界はあらゆる面において
大幅な温室効果ガスの削減を迫られていま
す。

電力業界の温室効果ガスの削減の選択肢
として、原子力発電の増強および稼働率の
向上や、発電の省エネルギー化、再生可能
エネルギー電源の拡大などがあげられます。
しかし、それぞれの電源によりコスト、技
術革新のスピードやエネルギー効率が異な
るため、中長期的な視野での最適配分の実
現が求められるでしょう。

原子力発電については、世界全体で電力
供給量が増加傾向にあり 48、温暖化対策の
有効な手段ともなっていますが、多くの固
有の課題を抱えています。発電者は、地元
住民の反対運動などに対し、コミュニケー

47　日本経済団体連合会．（2010）．環境自主行動計画〔温暖化対策編〕2009 年度フォローアップ結果．
入手先 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/035/index.html （参照 2010-05-06）.

48　Energy Information Administration．International Energy Outlook 2009
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ションを通じて説明に全力を尽くさなけれ
ばなりません。また、発電所の事故は、人
的被害のみならず、環境などの被害に対す
る莫大な損害賠償を発生させ、発電事業や
企業自体の存続問題にも発展する可能性が
あります。また、使用済み核燃料のリサイ
クルは、原子力発電継続の必須条件である
ことから、国や地域と協力したリサイクル
体制の確立が急務となっています。さらに
使用済み核燃料の保管時の放射能漏洩や過
激派などからの盗取などのリスクにさらさ
れるため、適切なリスク管理体制の構築と
運営がますます重要となります。

一方、スマートグリッドや分散型電源の
普及などの活動は、需要家側の省エネルギ
ーを促進しますが、電力業界にとっては、
中長期的な電気供給量の減少や多額のイン
フラ投資負担をもたらすことから、必ずし
も積極的には対応しにくい面があることは
否定できないと思われます。しかし、これ
までの電力市場に異業種の事業者が参入す
ることにより、新たな需要を生み出す可能
性もあり、今後電力業界は、新しい経営や
ビジネスモデルに積極的に踏み込むことが
期待されます。

貢献・機会
世界の再生可能エネルギー市場は 2008

年実績で約 1,200 億米ドルで、この 4 年間
で約 6 倍に拡大し、さらに成長が期待され
ています 49。サステナビリティに関する電
力業界最大の貢献は温室効果ガスの排出削
減であり、安全な再生可能エネルギーの大
量導入は今後必須の方向といえるでしょう。

スマートグリッドは、日本は後発国です
が、欧米や中国は国のエネルギー戦略の中
核に位置づけて多額の投資を行っています。
電力業界については、国内で開発した技術
を用いて、積極的に海外に進出し、新たな
電気需要の開拓や環境技術の移転の機会に
取り組むことが期待されています。特に、
電力需要の増加が見込まれる途上国に進出
する際には、スマートグリッドによる電力
受給システムの国内での経験は大きな武器
となるでしょう。

世界で建設中の原子力発電所数は、2009
年 8 月末現在 54 基です。特に中国は 16 基
と他国を大きく引き離しており、国の温暖
化対策の主力策としています 50。日本にお
いても建設中の原子力発電所は 3 基と比較
的多く、温室効果ガス排出抑制の重要な手
段とされています。しかし、原子力発電は、

徹底した安全運用と使用済み核燃料のリサ
イクル問題などの解決なしには、温暖化対
策の有効な切り札とはなり得ないことに留
意が必要でしょう。

世界では、CO2 を大量に排出する石炭
火力発電への対策が重要課題となっていま
す。電源に対する割合において、米国は約
50％、中国は 80％超、日本でも 25％を超
えています。そのため、石炭火力発電の効
率向上や CO2 の回収・固定化技術の実用
化が期待されています。電力会社と発電施
設の重電メーカーが連携し、海外にこれら
の技術を移転することは、環境に対する大
きな貢献となると同時に企業のビジネスチ
ャンスにもなるでしょう。

●石油・ガス

石油・ガス業界は、新興国や途上国にお
ける石油製品需要の増加傾向に対し、国内
市場は、少子高齢化や車離れ、脱石油や環
境配慮による燃費の向上などにより、これ
までのような右肩上がりの需要の維持が難
しくなっています。地球環境を守りながら、
同時にエネルギー安全保障を確保していく
ために、CO2 排出の少ない天然ガスの供
給や水素燃料の開発などが期待されていま
す。

影響・リスク
世界の石油とガスの資源は、欧米大手石

油メジャーから、アフリカ、アジア、中東

49　Renewable Energy Policy Network for the 21st Century．（2009）．Renewables Global Status Report 2009 update．
入手先 http://www.ren21.net/pdf/RE_GSR_2009_Update.pdf （参照 2010-05-06）.

50　International Energy Agency．（2009）．World Energy Outlook 2009.

Country

Sources: IAEA PRIS database, available at www.iaea.org; Japan’s Ministry of Energy, Trade and Industry.

Number of reactors Capacity（net, MW）
Argentina
Bulgaria
China
Chinese Taipei
Finland
France
India
Iran
Japan
Korea
Pakistan
Russia
Slovakia
Ukraine
United States
Total

1
2
16
2
1
1
6
1
3
6
1
9
2
2
1
54

692
1 906
15 220
2 600
1 600
1 600
2 910
915
3 516
6 520
300
6 894
810
1 900
1 165
48 548

出典：World Energy Outlook 2009, IEA, 2009

表 2：世界の建設中原子力発電所
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の資源保有国へとパワーバランスが変化し
つつあります。これにより、原油や天然ガ
スの市場は、資源ナショナリズムや紛争な
ど地政学的リスクおよびそれらを材料視す
る投機的動きが複雑に絡み、資源価格と調
達はこれらの影響でますます不安定となる
でしょう。

今後、世界的なエネルギー需要の増加に
伴い、 良質の石炭や石油の資源の調達が
徐々に難しくなる可能性があります。これ
ら資源の品質低下とともに、石油製品やガ
スなどの製造段階での温室効果ガスの削減
対策や大気汚染物質の除去対策の環境対策
費用などの負担が増す可能性があります。

また、石油や天然ガスは、油田開発やタ
ンカー輸送などから生じる事故や火災が、
時として大規模な環境破壊や漁業関係者や
住民の補償などに及ぶリスクがあります。
ひとたび事故を起こした場合には、企業は
その責任から、賠償金、復旧費や罰金など
多大な費用の支払を迫られ、それが経営の
根幹を揺るがしかねない事態に至る場合が
あります。エクソン・バルディーズ号のタ
ンカー事故（1989 年）、BP のメキシコ湾
沖原油流出事故（2010 年） はまさにそう
した歴史的な事故の事例です。今後、世界
の油田開発は、陸上から海底や深海の開発
に向かう傾向にありますが、海底で起こっ
たメキシコ湾沖原油流出事故のような事故
が再び起こらないよう、十分な安全対策を
準備することが必要となるでしょう。

さらに、工場やガソリンスタンドの跡地
などは、再開発や売却時に土壌や地下水汚
染の実態が判明した場合に、多額の対策費
や訴訟による損害賠償などの支払に発展す
るリスクがあります。さらに、対策費用や
損害費用を、環境債務として財務諸表に反
映させる必要がある場合には、企業価値の
評価にも影響を与える可能性があります。
このように、土壌汚染は石油・ガス業界に
とって深刻な課題です。土壌や地下水など
の実態把握および問題が発見された場合の
除去や浄化などへの適時・適切な対応がビ
ジネスリスクの軽減につながると思われま
す。

貢献・機会
石油・ガス業界は、その需要の先行きが

頭打ち状態になると同時に、温暖化対策に
対する社会的な外圧の増大により、今後は
総合エネルギー産業としての新しいビジネ
スモデルの構築を迫られるでしょう。そこ
では、これまでに培ってきた技術、温暖化

対策技術や環境配慮技術などが、新しいエ
ネルギーの開発普及に役立つと考えられま
す。

たとえば、石炭を環境に配慮して効率的
に 利 用 す る 技 術（CCT：Clean Coal 
Technology） や、CO2 を大幅に削減する
CO2 回収貯留技術（CCS：Carbon Dioxide 
Capture and Storage）、次世代の自動車技
術やスマートグリッドに対応するバイオ燃
料や水素利用技術などの研究開発が進めら
れています。

新興国や途上国においては、石油とガス
の資源の需要増大とともに安価で低質なも
のが多く市場に出回ると思われます。日本
の国および企業は、国際的競争が激化する
中で、官民一体となって日本の高い環境技
術を積極的にアピールして対外技術移転に
取り組むとともに、環境配慮および低炭素
社会に貢献するエネルギーイノベーション
をリードしていく意欲的な取り組みを推進
していくことが期待されます。

5.2　工業製品
工業製品については、温室効果ガスの排

出や汚染物質の管理問題など、環境に負荷
を与える可能性の高い分野を鉄鋼・非鉄、
自動車、電機・電子、プラント・重電、石
油化学に分けて分析します。これらの業界
は、これまでの日本経済の成長発展を牽引
してきた産業であり、世界に先行する技術
力を有しています。これらの業界は、今後、
日本の高い環境技術を新興国や途上国に移
転し、温室効果ガスの排出削減などへの取
り組みに寄与すると同時に、自らの持続的
成長モデルを構築することが期待されます。

●鉄鋼・非鉄

世界の鉄鋼・非鉄の生産量は、新興国や
途上国の経済成長に伴い右肩上がりの増加
傾向にあります 51。鉱物資源は有限なため、
鉄鋼製品や非鉄製品の回収とリサイクルは、
業界の持続性の必須課題となっています。
また、鉄鋼・非鉄業は、エネルギー多消費
産業であるため、地球温暖化対策に対する
要求がますます厳しくなる傾向にあります。

影響・リスク
日本の鉄鋼業は、国内製造業の中で温室

効果ガスの CO2 を最も多く排出する業種
として、その削減が重要課題となっていま
す。しかし、同時に国際的にもエネルギー

51　日本鉄鋼連盟．（2009）．〈別紙〉日本鉄鋼業の地球温暖化問題への取組み．
入手先 http://www.jisf.or.jp/news/topics/docs/200911262.pdf （参照 2010-05-06）.
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効率が高く、生産量当たりの CO2 排出量
が小さいといった高い技術水準にあること
から 52、排出量削減コストの増加による製
品価格の上昇が国際競争力の低下をもたら
すという懸念もあります。今後、技術面や
コスト面などのハードルを克服し、エネル
ギー効率のさらなる向上および CO2 排出
の抑制と CO2 の分離・回収を促進してい
くことが望まれます。

また、新興国や途上国への投資や進出に
おいては、現地の地域環境、人権や労働環
境への配慮が欠かせません。環境対策や地
球温暖化対策の設備投資および将来的な労
働争議や賃上げ問題の発生を十分に考慮し
た収益計画や管理計画の立案が求められま
す。

また、石炭・鉱物の採掘地において、環
境面や社会面で問題が発生するリスクが大
きく、調達先（サプライチェーン）の不祥
事であっても、自社製品・サービスの評価
の低下や顧客離れに影響する可能性があり
ます。そのため、採掘地など調達先におけ
る環境や社会への配慮の状況を把握し、不
適切な場合は改善を促すことも必要です。

貢献・機会
鉄鋼業においては、世界最高水準のエネ

ルギー効率の高い技術を新興国や途上国な
ど海外に移転導入することによって、世界
規模での温室効果ガス削減に貢献（エコソ
リューション）することが可能です。同時
に、厳しい国際競争下での差別化や、排出
権の獲得などの経済的効果も期待されます。

非鉄業界においては、関連技術の開発に
伴いビジネス機会が拡大しています。燃料
電池や省エネルギー対策のための精密機器
など、環境配慮型商品の需要拡大は、商品
に必要なリチウムなどの希少金属（レアメ
タル）需要を拡大しています。また、リサ
イクル技術も重要です。特にレアメタルは
電子機器などハイテク製品に不可欠な原材
料であるため、リサイクルの推進が原材料
の安定確保につながります。レアメタルに
ついては、未だリサイクル技術は確立され
ていませんが、今後開発が進み、実用化の
段階になれば大きなビジネス機会となるで
しょう。

●自動車

自動車業界は日本の基幹産業であり、自
動車部品産業を始め関連する産業の裾野が

広く、日本経済に対する影響は多大です。
今後、同業界を取り巻く環境として、新興
国市場の需要拡大、燃料価格の上昇、環境
規制のグローバル化、消費者の環境意識の
浸透などが主な要素といえます。特に、自
動車の気候変動対策は重要課題です。世界
の車の走行量は、新興国や途上国の経済成
長に伴い、2030 年には 2005 年比の約 1.9
倍になると予測されています 53。ここでは、
乗用車やトラックなどの業務用車両、 建
機・農耕車両を製造する自動車メーカー・
部品メーカーを広範に取上げ、リスクと機
会について整理します。

影響・リスク
自動車業界については、地球温暖化問題

の影響もあり、消費者、行政当局、株主な
どステークホルダーからの自動車の燃費改
善に対する要求は、より一層厳しくなる傾
向にあります。先進国では、温室効果ガス
の削減量を中長期的に大幅に削減すること
を掲げており、使用エネルギー量の少ない
環境配慮型自動車の普及を支援しています。
日本国内では、補助金と減税効果により省
エネルギー商品の需要が増加しつつあり、
国内消費を牽引し始めています。

消費者は、通常購入価格や減税効果など
の経済メリットを重視しますが、今後は、
環境意識が浸透していくことで、購入時に
環境に配慮して自動車を選択することが一
般化すると思われます。そのため、環境配
慮型自動車の開発の遅れは、国際競争力や
事業継続に甚大な影響を及ぼす可能性があ
ります。また、環境配慮自動車の生産にお
いては、将来的にレアメタルの価格の上昇
や調達競争の激化が予想されるため、製品
のコスト対応力と原料の安定調達が重要な
成功要因となります。

世界同時不況は、自動車業界の業績を悪
化させ、国内の正規・非正規社員の人員削
減にも発展しましたが、海外生産拠点では、
人権問題や賃上げ問題を含む労働争議が新
たな事業リスクとなりつつあります。今後、
海外生産拠点の比重がさらに増大すること
も予想される中、各企業は、グローバル規
模での人材マネジメントを図り、地域とと
もに発展する企業として、国内および海外
の地域の雇用機会の創出や従業員との対話
を通じた労働問題の解決に努めることが望
まれます。

52　日本鉄鋼連盟．（2008 年 2 月 25 日）．「日本鉄鋼業のエネルギー効率」について．
入手先 http://www.jisf.or.jp/business/ondanka/efficiency/docs/EnergyEfficiencyJPN.pdf （参照 2010-05-06）.

53　日本自動車工業会．（2008）．世界の道路交通セクターにおける CO2 削減取り組みの提言．
入手先 http://www.jari.or.jp/resource/uploads/b2948d8b2dfb705c6d47ab668a2c9d62.pdf （参照 2010-05-06）.
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貢献・機会
自動車業界の今後は、ハイブリッド自動

車や天然ガス自動車、電気自動車など、石
油以外のエネルギーを使うクリーンエネル
ギー自動車などを開発し、それを普及させ
ていくことが、社会への大きな貢献目標と
なります。日本で急速に広まったハイブリ
ッド車や天然ガス自動車は、当面のクリー
ンエネルギー自動車の市場を牽引していく
と予想されますが、今後はさらに、プラグ
インハイブリッド車、電気自動車、燃料電
池、バイオ燃料などを含め大衆化を推進し
ていくことが期待されます。

新興国や途上国では、急速な自動車交通
の普及により、都市の大気汚染や健康被害
が問題となっています。日本が先導する自
動車の排出ガス抑制技術や燃費向上技術は、
大気汚染の軽減や CO2 排出の削減に資す
るという環境保全上の効果が期待されるだ
けではなく、商品の価値の向上や国際競争
力の一層の強化という面で、新たなビジネ
ス機会としても注目されます。

●電機・電子

電機・電子業界には、家電や自動車の半
導体部品から事務機器に至るまで多種多様
な分野があり、新興国や途上国の人口増加
と経済成長を追い風として、需要は拡大傾
向にあります。欧米との競争のみならず、
中国、台湾、韓国などの台頭が日本の業界
にとって脅威となりつつあります。業界全
体が国際競争にさらされていますが、一方
では今後の温暖化対策の有力な手段として
近年注目されている燃料電池は、新たな成
長市場として発展が期待されています。

影響・リスク
新興国や途上国では、世界の工場として

家電、自動車、事務機器などの生産が増大
すると同時に、大量消費と大量廃棄がもた
らす環境問題の深刻化が懸念されています。
業界各社においては、製造過程はもとより、
ユーザーによる使用段階や廃棄段階にも配
慮し、有害物質を含む化学物質の管理、廃
棄物のリサイクル、省エネルギーや温室効
果ガス削減への対応力をさらに強化するこ
とが不可避となっています。

また、電気自動車や太陽光発電の燃料電
池や携帯が増産されるようになると、それ
らに使用されるレアメタルの供給の安定確
保が課題となります。レアメタルの資源国

が偏在しているため、今後、資源ナショナ
リズムを背景とした政治的、経済的な思惑
により供給メカニズムや価格が変動するリ
スクがあります。業界各社は、リサイクル
技術の確立を急ぐとともに、政府と連携し
てレアメタルの供給確保に向けた取り組み
を進めるなど、有効な対策を講ずる必要が
あると思われます。

電機・ 電子業界においても、2009 年に
大量の国内人員削減問題が起こり、海外生
産拠点でも労働問題が深刻化する傾向にあ
ります。自動車業界と同様、今後とも労働
問題に配慮した経営を行い、雇用機会の継
続的な創出を含め、地域とともに発展する
企業としての評価を確立していくことが望
まれます。

貢献・機会
電機・電子業界には、電力を大量消費す

る企業としての側面と、産業や消費者の省
エネルギーや温暖化対策に貢献する業界と
いう側面があります。今後成長が見込まれ
るスマートグリッドや電気自動車の普及は、
分散電源、電池、スマートメーターの技術
力を持つ電機・電子業界にとって、低炭素
社会の形成への貢献の機会をもたらすと同
時に、新たな環境市場への重要な参入機会
を提供するものとなるでしょう。

また、電機・電子業界では、LED 照明、
家庭用燃料電池、環境配慮型サーバーなど
環境負荷の少ない製品の開発と普及を促進
することが今後の大きなビジネス機会とな
ります 54。PwC が世界の経営者を対象に
実施した調査によれば、約半数の経営者が、
環境配慮製品の開発や新規サービスの提供
が自社の評価を向上させると認識していま
す 55。今後の市場においては、環境配慮製
品の開発はもとより、新規サービスの価値
を高めるサプライチェーン、バリューチェ
ーンのイノベーションが重要な成功要因と
なると考えられます。

●プラント・重電

プラント・重電業界においては、中東や
アジア諸国を中心に、大規模なプロジェク
トのグローバル化が進行しています。石油、
化学、水処理、廃棄物処理、発電などのエ
ンジニアリング技術に加えて、日本の省エ
ネルギーおよび環境の技術は、各国のイン
フラ整備のために必要とされています。特
に、前節の「エネルギー」の電力の項で述

54　経済産業省．（2009）．技術戦略マップ 2009 : 2-2.4　グリーン ･ サステイナブルケミストリー（GSC）分野．
入手先 http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/kenkyu_kaihatu/str2009.html （参照 2010-05-06）.

55　PricewaterhouseCoopers．（2010）．第 13 回世界の CEO 意識調査．（p.72）.
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べたように、人口増加と地球温暖化問題を
背景に、再生可能エネルギーや原子力発電
市場は拡大傾向にあります。今後の国内需
要は大きな伸びが期待できないため、プラ
ント業界・重電業界の海外事業展開が進ん
でいます。

影響・リスク
今後北米、アジア、中南米での水力や原

子力の発電プロジェクトへの日本企業の参
画が期待されます。水力発電は生態系への
影響が課題である一方、原子力発電は、放
射性廃棄物の処分場や、発電施設の安全性
の確保など、考慮すべき多くの課題があり
ます。万が一事故が発生した場合は、電力
事業者だけでなく発電所建設企業も批判の
対象となる可能性があります。今後の建設
ラッシュにおいても、常に安全性を重視し
た適切な発電所開発計画を進めることが必
要です。

プラント・重電業界の海外展開では、各
国で数年～数十年の大規模プロジェクトを
成功させるため、中長期的な人材の確保お
よび労働安全と人種の問題への対応が重要
となってきます。また、国内の需要低迷に
よる人員削減は、設備や設計の技術者の空
洞化を招くリスクとなります。

貢献・機会
途上国や新興国では社会インフラの整備

などに関する省エネルギー、上下水施設、
廃棄物・リサイクル施設、交通システムな
どの需要増が見込まれています。これらの
国々では、環境関連制度の整備と環境・省
エネルギー設備の導入が実現しても、運営
面で人材、技術、資金、環境配慮意識など
の不足により実効が上がらない場合があり
ます。したがって、ハードとソフト両面か
らの技術移転を図ることにより、環境改善
の効果をあげるような工夫が必要となりま
す。

次世代エネルギーシステムであるスマー
トグリッドについては、欧米だけでなく中
国・インド・ブラジル・韓国など、新興国
においても構想と実証実験が進んでいます。
日本の業界は、今後各国への参入の機会が
増える一方で、欧米企業との競争も予想さ
れます。こうした環境下で成功を収めるた
めには、提案先の新興国にとって低炭素社
会と資源循環型社会を同時に進められるよ
うな総合的なグランドデザイン立案と官民
連携による強力な提案力が求められるでし
ょう。

●石油化学
日本の石油化学業界は、世界金融危機と

原油価格の高騰によって被った大きなダメ
ージを回復するため、業界の再編と各社の
事業再編を進めつつ、アジアの市場成長を
ターゲットとした輸出と海外進出を開始し
ています。業界が抱える中長期的課題とし
ては、エネルギーと原材料のコスト面から
の圧迫、アジア新興国市場での競争の激化、
地球規模の気候変動などがあげられます。
厳しい情勢下にありますが、石油化学製品
は、工業、輸送、繊維、建設、農業、医薬、
情報通信など、多くの産業に供給されてい
るため、製造過程はもとより、製品のバリ
ューチェーンの展開に沿ってサステナビリ
ティに貢献することが期待されます。

影響・リスク
石油化学業界に対しては、地域社会を含

めた安全対策と環境保全、地球環境問題で
ある温室効果ガスの削減に対して、地域住
民、株主、顧客、取引先、行政当局などか
ら厳しい要請がさまざまな形で行われてお
り、今後もその傾向は続くと予想されます。
常にステークホルダーの懸念に配慮し、製
造過程での取り組みおよび製品を通じた安
全・環境への配慮について積極的な情報開
示やコミュニケーションを図っていくこと
が望まれます。

特に、エネルギー多消費業界であるため、
気候変動問題とエネルギー問題への対応は、
企業の業績や評価に直結する最重要課題と
なるでしょう。製造過程でのエネルギーの
効率化と温室効果ガスの排出削減は必至で
すが、バイオマスや CO2 を原料とする製
品の研究開発も急務となっています。この
ように、 石油化学業界には、CO2 排出削
減と同時にエネルギー効率を高める技術革
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新やリサイクル技術、代替技術の開発の推
進が求められています。

石油化学業界は、主に素材や中間財を提
供しているため、各種有害汚染物質の排出
削減や大気汚染防止、3R（リデュース、
リユース、リサイクル）の促進などにおい
て特に率先した取り組みが求められます。
取り組みが不十分な場合には、環境意識の
高い顧客から取引先として選定されなくな
る可能性も考えられます。

また、世界各国で、RoHS 指令や REACH
規制などの化学物質の法規制が進展してい
ます。石油化学関連各社は、化学物質の含
有情報の管理と取引先との情報伝達を行う
必要があり、それが管理コストにも影響し
てきます。そのため、サプライチェーンが
一体となった化学物質安全管理への対応や
管理システムの標準化など、課題に対し包
括的に取り組む必要があります。

貢献・機会
現代経済社会においては、化学素材がさ

まざまな消費財や産業財の中で必須の部分
として使われていることから、石油化学業
界には、製品の技術革新や科学（化学原理）
の応用による食糧、水資源、気候変動など
の課題解決を通じて、サステナビリティへ
の広範な貢献が期待されています。たとえ
ば、水資源不足や水質汚染の課題を抱える
途上国や新興国に対する水処理技術の供与
や、環境に優しい除草剤や動物用の殺菌消
毒剤の開発などが考えられます。このよう
な新しい石油化学製品に対しては、途上国
や新興国はもとより、世界全体でもニーズ
が高まることが予想できます。

また、近年石油化学業界では、科学（化
学原理）を応用することで気候変動やエネ
ルギー問題の解決に貢献する技術が生まれ
ています。電気自動車や太陽光発電に欠か
せない燃料電池は、水素と酸素の化学反応
の原理を応用したもので、火力発電所や製
鉄所から排出される CO2 の回収・貯留技
術にも化学反応が使用されます。石油化学
業界には、従来の素材を供給する産業とし
ての役割から、今後は化学工業のノウハウ
を活かした製品や技術を提供する環境産業
としての役割が期待されます。

5.3　テクノロジー
テクノロジーの進展は、人間の豊かな生

活やさまざまな産業の効率化を牽引すると
同時に、環境問題や人口問題、少子・高齢
化社会など、今日の課題解決に向けて大き
な役割を果たしています。バイオテクノロ
ジーは、食品、化学、医療、医薬品、農林
水産などの業界で幅広く利用されており、
また IT は半導体、ソフトウェア、コンピ
ュータ、ネットワーク業界と裾野も広いた
め、国の成長戦略の中に位置づける国も少
なくありません 56。ここでは、バイオテク
ノロジーと IT をめぐるサステナビリティ
の問題について考察します。

●バイオテクノロジー

バイオテクノロジーの国内市場は、2008
年度には約 2 兆 8,500 億円の規模に達して
います 57。世界市場を先導する米国および
ドイツに加え、近年では中国とインドが急
成長を遂げています。各国は、バイオテク
ノロジーを革新的技術を生み出すイノベー
ション産業と位置づけ、重要な成長分野と
して投資・育成を行っています。バイオテ
クノロジーにおける遺伝子操作、細胞融合、
組織培養といった生物が持つ高度な機能を
人間活動に役立てることにより、医療や医
薬品のみならず、地球規模の温暖化対策や
食糧問題の解決に向けた貢献が期待されて
います。一方で、これらの研究開発と商用
化においては、生命倫理の側面や自然環境
に与える影響などについての論議も進展し
ています 58。

影響・リスク
創薬、医療および農林水産などの分野で

バイオテクノロジーの活用が進むにつれて、
安全性や倫理面からの懸念材料も次第に顕
在化しています。たとえば、遺伝子組み換
え生物の取扱いに関しては、国際ルールや
国内法は整備されていますが、遺伝子組換
え作物に対する一般の認識は、約 70％が

「不安である」、「どちらかといえば不安で
ある」と感じているという調査結果が示さ
れています 59。さらに、遺伝子組換え作物
などが生態系を乱すリスクや、食品を通じ
た人体への影響と安全性についても、科学

56　経済産業省．（2009）．技術戦略マップ 2009．
入手先 http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/kenkyu_kaihatu/str2009.html （参照 2010-05-06）.

57　日経 BP 社日経バイオテク編集部．（2008）．バイオ年鑑 2009．東京 : 日経 BP 出版センター．
58　World Business Council for Sustainable Development．（2000）．Biotechnology Scenarios: 2000-2050: Using the 

future to explore the present．
入手先 http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=Mjgz （参照 2010-05-06）.

59　農林水産省．（2008）．平成 19 年度遺伝子組換え農作物などに関する意識調査．（p.IV-8）．
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的解明や政策の議論 60 は未だ進行段階に
あります。このように業界や企業は、社会
一般の認識レベルと、科学や政策の進行度
合とのギャップについても留意する必要が
あります。

病気の診断と治療などの医療・創薬の分
野や、土壌汚染などの監視および修復など
の環境分野において近年注目され始めたナ
ノバイオテクノロジーについても同様です。
ナノ材料の安全性については、各国で研究
やガイドライン策定などの取り組みが進行
中であり 61、人体や環境への影響などにつ
いて、現時点では必ずしも明らかになって
いません。

バイオテクノロジーの産業利用に関して
は、上記以外にも、遺伝子情報のプライバ
シー問題、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に
おける倫理問題や、動物実験のアニマルラ
イツの問題など、さまざまな潜在的課題に
関連してビジネスリスクが存在します。ま
た、各国の文化や宗教によって、それらの
問題の受取め方も異なります。それため、
グローバルな企業ほどリスクは高まり、
NGO などの標的にもなりやすいといえま
す。業界や企業は、情報公開や双方向のコ
ミュニケーションを積極的に進めると同時
に、消費者や社会の技術に対する認識と理
解の向上に努めることが望まれます。

貢献・機会
新興国や途上国における人口増加を中心

に、今後世界全体でも人口が大きく増加す
ると予想される中、世界の食糧、エネルギ
ー安全保障への対応は急務となっており、
特に食糧、飼料、燃料（バイオ燃料）の需
要に応えるバイオテクノロジーの役割は、
人間社会の将来にとって極めて重要なもの
となるでしょう。

世界のバイオテクノロジーの作物利用状
況を調査する国際アグリバイオ事業団

（ISAAA）によれば、2006 年から 2015 年
までに、遺伝子組み換え作物の栽培が、20
カ国から 40 カ国（2009 年時点で 25 カ国）、
農業生産者が 1 千万から 2 千万、面積も 1

億ヘクタールから 2 億ヘクタールへと倍増
すると予測されています 62。国連の機関で
あ る FAO（Food and Agricu l ture 
Organization: 食糧農業機関） や英国の王
立の科学学会 63 は、「農業分野における遺
伝子組み換え技術などのバイオテクノロジ
ーの利用が農業生産を向上させ、人口増加
に伴う食糧安全保障問題の対策に貢献す
る」と評価しています。今後農業分野、食
品分野へのバイオテクノロジーの利用が期
待されますが、同時に、環境および人体へ
の影響や安全性を評価する科学的知見・技
術を向上させ、消費者の不安を取り除く努
力を行う必要があります。

また、農林水産業における気候変動への
適応策の開発は、今後ますます重要となっ
てきます。バイオテクノロジー産業には、
気候変動に対する有効な適応策となる、病
害虫や除草剤への耐性技術、遺伝子組み換
え生物の育種・養殖の技術などを開発・育
成することが期待されますが、同時にこれ
らの研究開発の成果の商用化により、新た
なビジネス機会も拡大すると思われます。

世界全体の人口増加と先進国の少子高齢
化の進行は、医療や健康産業の市場の拡大
をもたらします。たとえば、途上国におけ
る高血圧の患者数は、2025 年には 10 億人
にまで増加すると予想されています 64。ま
た、アフリカ、アジア、東ヨーロッパ、ラ
テンアメリカでのいわゆる人口ピラミッド
の 底 辺 層（BOP：Base of the economic 
pyramid）に対する保険医療市場は、今や
約 1600 億ドル規模を有しています 65。今
後バイオテクノロジーは、先進国のみなら
ず途上国の患者に対する医療・医薬の分野
でも一層の貢献が期待されています。

● IT（情報通信技術）

第二の IT 革命として注目されているス
マートグリッドやクラウドコンピューティ
ングを始め、情報通信技術の進展は新たな
社会基盤を創り出します。それらは、地球
規模で波及的に広がり、環境負荷の低減、

60　WHO. 20 Questions on Genetically Modified （GM） Foods．（p.2）．
入手先 http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/en/20questions_en.pdf （参照 2010-05-06）.

61　環境省ナノ材料環境影響基礎調査検討会．（2008 年 6 月 16 日）．平成 20 年度第 1 回検討会配布資料 3 ナノ材料の安
全性に関する国内外の取組状況．
入手先 http://www.env.go.jp/chemi/nanomaterial/eibs-conf/01/mat03.pdf （参照 2010-05-06）.

62　James, C．（2009）．Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2009．ISAAA Brief No．41．ニューヨー
ク : ISAAA．

63　The Royal Society．（2009）．Reaping the Benefits: Science and the Sustainable Intensification of Global 
Agriculture．

64　Kearney, P.M 他．（2005）．Global burden of hypertension: analysis of worldwide data．The Lancet, Vol．365．
（pp.217-223）.

65　Hammond, A.L., Kramer, W.J., Katz, R.S., Tran, J.T., & Walker, C．（2007）．The Next 4 billion, Market size and 
business strategy at the base of the pyramid． 世界資源研究所（World Resources Institute）/ 国際金融公社

（International Finance Corporation）．（p.35）．
入手先 http://pdf.wri.org/n4b_full_text_lowrez.pdf （参照 2010-05-06）．
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安全の確保、消費者への情報伝達の発達を
促進させると同時に、ライフスタイルやビ
ジネススタイルの充実の面でも貢献が期待
されています。

影響・リスク（労働力の問題）
IT の進展については、ともすれば効率

化や生産性の向上といった面ばかりが注目
されがちですが、それが製造、使用、廃棄
のライフサイクルを通じて環境に与える影
響にも目を向ける必要があります。

まず、製造段階では、技術の高度化に伴
うエネルギー消費量の増加や、有害物質の
使用による環境負荷などの課題があります。
これは、消費者が使用する IT 機器の製造
だけではなく、IT システムを支えるソフ
トウェアやシステムインテグレータ、電気
通信など、関連するすべての製造活動から
環境負荷が発生することを意味していま
す 66。

また、近年では IT 機器の使用時や情報
通信時の環境負荷として、データセンター
におけるエネルギー使用量と廃熱の増加が
問題視されています。日本国内での IT 機
器・ システムの消費電力量は、2025 年に
は 2006 年度の約 5 倍、国内総発電量の 20
％を占めるまでに増加すると予想されてい
ます 67。あらゆる機器の待機電力のエネル
ギー使用量が増え続けるため、EU では、
2010 年から電化製品の待機電力に関する
規制を開始しました。当面は個別に省エネ

ルギー化を進めながら、将来的には、サー
バーと個々の機器の包括的な削減対策を講
ずる必要もあると思われます。

また、技術の進歩は、廃棄段階の環境負
荷を増大させる可能性があります。携帯電
話、パソコン、ケーブルや通信設備の部材
には有害物質やレアメタルが使用されてい
ます。途上国の経済成長によって IT 機器
の大量保有が進み、回収・リサイクル・廃
棄の活動、いわゆる 3R 活動が途上国の社
会に十分に根付く前に、大量の廃棄物が発
生する可能性があります。メーカー、ソフ
トウェアサービス企業は、その社会的責任
の一環として、ユーザーの IT 製品や部品
の 3R 活動、有害物質のトレーサビリティ
の確保などに適切に取り組む姿勢が求めら
れます。

貢献・機会
スマートグリッドにおけるビル、工場、

家庭のエネルギー管理システム、家庭や事
業所のスマートメーターなどの設置は、省
エネルギーや新エネルギーを促進させ、温
室効果ガスの削減にも寄与するとされてい
ます。特に、スマートメーターに関しては、
欧州 68、米国や中国が設置目標を掲げ、政
策面からも後押ししており、今後は関連サ
ービスを含めた世界規模の市場の拡大が期
待されています。

IT は、顧客情報、在庫情報、経理情報
などの情報収集・分析や、生産や流通、業
務の効率化およびコスト削減を得意分野と
していますが、IT を活用した環境改善サ
ービスを提供することも可能です。たとえ
ば、建物のエネルギー管理の最適化や、情
報の電子化によるペーパーレス化は、エネ
ルギーと資源の使用量の低減や CO2 排出
量および廃棄物の削減を可能にしており、
グリーン IT と呼ばれる新しいサービスが
始まっています。

5.4　小売・消費財
新興国や途上国での人口増大や先進国に

おける少子高齢化は、市場の地理的移動と、
消費者需要の変化をもたらします。4.2.2 の
顧客や4.2.7の製品・サービスで述べた通り、
製品の使用や廃棄の段階で生じる環境や社
会的問題への配慮や、それらの説明と信頼
度に対する消費者の要求水準が年々高まっ

66　総務省．（2007）．ICT を環境にやさしく活用するために～「マイナスの影響」を抑え、「プラスの効果」を高める
ICT 利用」～．（p.5）．
入手先 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/pdf/070406_1_1.pdf （参照 2010-05-06）.

67　経済産業省商務情報政策局．（2009 年 5 月 20 日）．グリーン IT イニシアチブ会議第 2 回資料 1．（p.8）．
入手先 http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80520c03j.pdf （参照 2010-05-06）.

68　EUROPA. Directive 2006/32/EC．
入手先 http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_en.htm （参照 2010-05-06）.

出典：経済産業省、次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に関する研究会

図 6：スマートグリッドによる低炭素社会像
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ています。一方、小売および消費財の企業
は、消費者の認識の喚起やライフスタイル
の改善を促すことにつながるような、環境
やサステナビリティ問題への取り組みを始
めています。

影響・リスク
グローバル企業の経営者を対象に行われ

た最近の調査によると、約 20％の企業は、
環境問題と人権問題について、サプライヤ
ー基準を十分に設定していないと認識して
います 69。公害問題の発生や労働安全基準
の違反などの発覚は、それが自社またはサ
プライヤーであるか否かを問わず、企業の
評価や業績に大きなダメージを与えます 70。
PwC が実施した調査でも、世界の消費財
企業の経営者の 64％が、 消費者は社会・
環境に配慮した企業を好むと感じていま
す 71。今後の企業経営においては、こうし
た消費者の認識や評価指標を常に注視して
いく必要があるでしょう。

また、途上国や新興国における市場の拡
大に伴い、企業が海外に生産拠点や販売拠
点を展開することは、企業が環境問題や社
会問題の範囲を地理的に広げ、その管理の
ための負荷を高めることを意味します。そ
のため、本社による世界ベースの状況把握

（モニタリング）、グループ全体の統制、問
題発生時における迅速な意思決定や対応な
ど、環境や社会の問題に戦略的に対応する
ための体制や仕組みを整備する必要があり
ます。こうした対外的取り組みには、各地
域に特有な文化や宗教、慣習に配慮した製
品の提案や地域に根ざした企業活動などが
含まれます。

さらに、気候変動が小売業の事業に与え
る典型的なリスクとして、洪水、干ばつや
大規模な台風などの自然災害が原材料の調
達や製品の流通に与える影響があります。
既に大手食品メーカーは、気候変動が企業
にもたらすリスクとして、農作物の収穫量
の低減の影響を認識し始めています 72。今
後とも小売業に従事する企業は、気候変動
に伴うリスクを的確に分析・評価し、それ
を事業計画に適切に反映していく必要があ
るでしょう。

貢献・機会
小売業による環境配慮製品の開発や提供、

そして責任あるサプライチェーンマネジメ
ントへの取り組みは、その事業活動を通じ
て環境負荷の低減や適切な労働環境の提供
に貢献すると同時に、関連情報を正しく伝
えることで、消費者の問題意識の向上につ
ながります。また、こうした取り組みを行
うことは、企業のブランド価値の向上や競
合企業との差別化にもつながるでしょう。

環境や健康への配慮や、少子高齢化に伴
う消費者行動の変化を取り込んだ製品やサ
ービスの開発は、他社の製品やサービスと
の差別化を通じてプレミアム価値を生み出
す可能性があります。差別化の手段は、必
ずしも画期的な技術革新によるものだけで
なく、フェアトレードの実施や排出クレジ
ット付商品の販売など、従来の製品に付加
価値を加味するものがあります。

たとえば、デパート、スーパー、コンビ
ニエンスストアなどの多店舗チェーン展開
している小売業界において、LED や太陽
光発電の導入、電気自動車用の充電スタン
ドの設置など、環境配慮のモデル店舗をア
ピールする事例などもその一つです。たと
え企業が、環境や社会に配慮した製品やサ
ービスを開発したとしても、それが必ずし
も消費者の購入に直接結びつかない場合も
あり得ます。しかし、そうした取り組みは、
少なくとも、消費者の環境・社会への関心
や意識の喚起に寄与するものなのではない
でしょうか。

5.5　運輸・輸送
途上国や新興国の経済の台頭および産業

のグローバル化は、ヒトとモノの流れを劇
的に変化させており、この潮流を反映して、
顧客のグローバリゼーションやサプライチ
ェーンマネジメントを支える手段として運
輸・輸送業に対する需要が高まっています。
一方、運輸と輸送に伴う環境負荷の増大と、
その範囲の拡大が懸念されています。空運
業界、陸運業界、海運業界では、運輸や輸
送における環境負荷の低減への取り組みや
CO2 排出量や騒音、 窒素酸化物などの計
測と報告が求められ始めています 73。これ
らの変化をとらえ、業務プロセスやオペレ
ーションの包括的な変革を推し進めること
が、企業の今後の成功要因となるでしょう。

69　Economist Intelligence Unit．（2008）．Doing good Business and the sustainability challenge．（p.5）．
70　PricewaterhouseCoopers．（2008）．The Sustainability Agenda: Industry perspectives．（p.10）．
71　PricewaterhouseCoopers．（2010）．第 13 回世界の CEO 意識調査 Industry insights: Technology．
72　Carbon Disclosure Project．（2009）．カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト 2009 ジャパン 500 レポート．

（p.23）．
入手先 https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP2009_Japan500_JP.pdf （参照 2010-05-06）.

73　PricewaterhouseCoopers．（2009）．Transportation & Logistics 2030．（p.7）．
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●空運業界

影響・リスク
大陸をまたいで大量の人や資材を瞬時に

運搬する空運は、新たな感染症が発生した
場合には、結果として人や資材に付着して
それらを別の拠点に大きく拡散する媒介と
なる可能性があります。空港関連施設など
におけるウィルスや病原菌に対する水際対
策は、今後とも一層重要となりますが、新
型インフルエンザの発生時の例に見られる
ように、これらを完全に阻止することは容
易ではありません。また、航空会社や空港
関連施設で働く人々にとっても、一般の人
間以上にこれらの疾病に感染するリスクが
あります。地球温暖化は、これまで発生し
なかった地域でのマラリア、熱病、感染症
などの発生をもたらす危険性があります。
空運業界では、今後とも感染拡大のリスク
への対処や従業員の健康への配慮が求めら
れます。

空運と海運のいずれも、京都議定書の目
標設定から除外されている分野ですが、実
は空運の CO2 排出量はかなり大きく、決
して軽視することができない水準となって
います。ピークオイル、石油の枯渇問題と
いったエネルギー安全保障のリスクを踏ま
えると、燃料効率やバイオマスエネルギー

（バイオ燃料）の活用といったエネルギー
転換が、今後の空運業の経営上の重要課題
であるといえます。全世界ベースではまだ
一部地域ではありますが、2012 年から EU
に発着する航空機は域内排出量制度の対象
となることが決定しています。2009 年 10
月に国際航空運輸協会（IATA） が 2020
年までに燃料効率を 1.5％向上させるとと
もに、2050 年には CO2 排出量を 50％削減
するという業界目標を発表しました。こう
した流れを受けて、航空各社においては、
個別の削減対策の策定作業を加速させるこ
とが求められています。

貢献・機会
航空各社は、機体および一機当たり積載

量の軽量化、整備部門などの環境配慮型車
両の導入や、バイオ燃料の利用の検討など
により、CO2 排出量を削減し、 さらに取
引先のサプライヤーとともに環境・社会に
配慮した製品・素材などを調達するなど、
さまざまな取り組みを進めています。企業
においては、空の安全を第一とするととも
に、積極的な環境・社会に貢献する取り組
みを推進することにより、他者との差別化
を図ることが可能となるでしょう。

たとえば、カーボンオフセット付航空券
の発売などは、環境に配慮した企業のブラ

ンド価値の向上に大いに貢献する施策にな
ると思われますが、さらに余剰排出クレジ
ットの売却を絡めるなど、今後とも戦略的
な発想および取り組みの立案と実行が期待
されます。

●陸運業界

影響・リスク
途上国の都市化の進展や流通の拡大は、

今後、交通渋滞や排気ガスに含まれる有害
物質よる大気汚染、 酸性雨、 騒音、CO2
の排出といったさまざまな環境負荷を増加
させる可能性があります。陸運業界は、今
後ともモーダルシフト、高速道路の ETC、
カーシェアリング、新交通システム（鉄道
とバスとの中間の輸送力をもつ）などの環
境に優しい技術を、途上国に積極的に導入
していく必要があるでしょう。

ただし、日本のジャストインタイムシス
テム、空輸および鉄道運輸やトラック輸送
の単価の違い、高速道路の 1000 円制度を
契機とする渋滞発生など、期待される環境
負荷改善効果が想定どおりに発現していな
い事例もあります。所期の効果の発現を確
保するため、こうした施策の実施に当たっ
ては、各国のビジネス慣習、運輸単価の格
差、社会インフラの状況に適合した技術・
システムの導入を慎重に検討し、社会実験
などの試行事業を行いながら進める必要が
あります。

また、国内の問題として、今後数十年以
内に、鉄道や道路といった都市交通インフ
ラが老朽化し、改修工事の費用が国や自治
体の財政および関連企業の財務を圧迫する
ことが懸念されています。そうした都市交
通インフラの改修工事の際には、大量の建
設廃棄物の発生と有害物質の処理が必ずや
問題となるでしょう。たとえば、道路構造
物に使用されているコンクリート廃棄物の
大量発生や、アスベストのように建設当時
は使用が可能であったが、現在では環境や
人体への影響が問題視されている物質など
に対する適切な処理が求められることにな
ります。

貢献・機会
スマートグリッドやクラウドコンピュー

ティングのような次世代の IT の進展およ
び電気自動車やハイブリッドカーのような
環境・サステナビリティへの関心の高まり
に伴い、陸運業界を取り巻くビジネス環境
は急速に変化しています。陸運業界は、ス
マートシティやスマートトランスポーショ
ンといった都市像やライフスタイルの形成
の根幹となるインフラ・サービスに対する
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貢献が期待されています。
スマートグリッドやクラウドコンピュー

ティングの技術が組み合わさることで、プ
ラグイン電気自動車の利用、CO2 排出量
の少ない経路への誘導や、復路を有効活用
して廃棄物などを運搬する静脈物流など、
今後ともサービスの多様化と高度化が期待
されます。企業によるこれらの取り組みは、
環境負荷を低減し、利用者の環境配慮のニ
ーズを満たすと同時に、競合企業との差別
化にもつながるでしょう。

一方、途上国や新興国の経済発展は、現
地の陸運の急速な発達を促進し、新幹線や
高速道路などの長距離交通や、地下鉄やバ
スといった都市交通などの開発ラッシュを
生み出しており、大型の国際入札も既に始
まっています。これに伴い、先進国と外国
資本企業のパートナーシップによる国際案
件への参入も盛んになっています。日本企
業も、政府や自治体とパートナーシップを
組み、環境配慮および低炭素型の社会交通
システムの技術移転と国際開発協力を積極
的に提案することにより、リーダーシップ
を発揮していくことが期待されます。

●海運業界

影響・リスク
中国やアジア新興国の台頭は、資源や製

品の運搬といった環太平洋地域の海洋貿易
の構図を変化させつつあります。特に世界
および地域の貨物輸送を行う外航海運業で
は、輸送に伴う CO2 の排出や、生態系へ
の影響、労働者問題などの発生が予想され、
海運業界のサステナビリティ問題に対する
取り組みも一層重要となっています。

空運・陸運業界と同様、海運業界におい
ても船舶輸送に伴う CO2 排出量の削減が
求められます。たとえば、EU やオースト
ラリアの排出権取引制度の検討においては、
船舶も対象に含める方向が考えられていま
す。また、船舶のバラスト水による生態系
への影響が懸念されています。これは、船
舶のバラスト水に含まれる生物や、コンテ
ナなど貨物に付着する生物などが、本来と
は異なる地域に移動することにより、外来
種を拡散するリスクがあるためです。さら
に、過去のタンカー油流出事故のデータが
示すように、油や有害液体物質などの流出
による海洋汚染は、その後の海洋環境、生
態系の回復を困難としており、また経済的
な損失、物理的な被害を大きくしています。
これらの課題に対し、海運業界としては、
船舶、海洋施設では、ダブルハル（二重底）

化、油や有害液体物質および廃棄物の排出
や焼却の防止、生態系への影響に配慮した
バラスト水の処理など、海洋環境の保全に
努める必要があります。

他方、従業員の労働環境の問題にも目を
向ける必要があります。船舶の乗組員の多
国籍化が進めば、変化に対応した乗組員の
訓練内容や意思疎通方法を確立するなど、
企業として運航の安全に配慮した施策の立
案・実行が求められます。

貢献・機会
効率的な航路の開発や航行スピードの調

節、IT を用いた運行サービスの高度化は、
エネルギー効率の向上や大気汚染物質の抑
制を可能にします。また、海運業界では化
石燃料に依存しない船舶用の風力発電・太
陽光発電所などの設置やハイブリッドエン
ジンの開発、船体の安定を図るバラスト水
を半減することで海水汚染を軽減する船舶
の運航など、既に先進的な取り組みが始ま
っています。これらの環境に配慮したサー
ビス開発は、企業の評価を高め、競合企業
との差別化につながるでしょう。

5.6　資源（鉱業、農林水産業）
農林水産業と鉱業は、新興国と途上国の

経済成長、世界規模の人口増加およびそれ
らに密接に関係する水と食糧の問題、気候
変動とエネルギー問題など複数のメガトレ
ンドの影響を大きく受ける業界であるとい
えます。資源需要が増加しても、食糧資源
供給量、水産資源と資源埋蔵量は有限であ
るため、資源の利用を持続可能なものとす
ることが世界共通の課題となっています。
こうした環境の中、多くの資源を輸入に依

74　PricewaterhouseCoopers．（2009）．Transportation & Logistics 2030．（p.49）.
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存する日本にとって、農林水産業と鉱業の
資源ビジネスへの取り組みは従前にも増し
て重要性を増しています。

●農林水産業

影響・リスク
農林水産業は、生物多様性の問題に最も

密接に関係している業界です。今まで人類
は収穫効率を主に追求してきましたが、そ
の一方で、現地の生物多様性や生態系を犠
牲にしてきました。地球温暖化に伴う自然
環境の変化は、農林水産業の今後に大きな
影響を及ぼします。

農業関連では、世界の農作物需要の増大
とそれによる農作物価格の高騰の懸念から、
食糧輸入国や外国資本による途上国への大
規模な国際農業投資が活発化しています。
国際社会では、これを新植民地主義あるい
は農地争奪として問題視しつつあります。
投資する国や企業には、投資先の国の農業
の持続性や環境と地域住民に配慮し、責任
ある農業投資を行うことが求められます。

農業技術の発展は、生産性を高める一方
で、環境や社会に思わぬ影響を与える潜在
的なリスクを負っています。たとえば、遺
伝子組み換え作物や、特異な品種の栽培、
外来種の授粉昆虫の利用は、地域の生態系
をかく乱することがあります。また、工業
式の畜産業では、飼料の残留農薬の健康へ
の影響、糞尿などによる悪臭や水質ならび
に温室効果ガスの環境への影響、さらに家
畜のインフルエンザやウィルスの感染など
が問題視されています。いずれの農業技術
も、今後の世界の食糧需要に対応していく
ために不可欠であることから、今後農林水
産業においては、事業リスクの管理や課題
への対応力を強化していくことが望まれま
す。

一方、気候変動が気温や降水量に影響し
つつあり、台風の強度の増大や進路の変化
によって農業が打撃を受ける事例も増えて
います 75。これらは食糧安全保障問題にも
波及するため、今後農林水産業界において
は、気候変動による農産物の生産量や生産
可能地域への影響のリスク分析や対応策の
検討を早急に行うことが望まれます。

林業関連では、1998 年の先進国首脳会
議（G8）や 2009 年の世界林業会議「ブエ
ノスアイレス宣言」76で取上げられたように、
生態系の破壊や CO2 吸収源の低下の原因
となる違法伐採問題と持続可能な森林経営

は、国際的な重要課題となっています。業
界や企業は、違法伐採のみならず、関連す
る製品の輸入取引への関与においてもその
責任が問われます。そのため、サプライチ
ェーンをさかのぼって、合法性や実態の確
認を徹底していく必要があるでしょぅ。

また日本国内で、現状のまま林業の不振
や木材の経済価値の低下が続けば、国とし
ての水土保全機能の低下や生態系の劣化が
国土の保全問題にまで発展する可能性があ
ります。民有林が全体の 7 割を占めること
から、民間および政府と自治体が協働して、
自国の森林資源をいかに活用し、健全な森
林を維持していくかについて、真剣に取り
組んでいく必要があります。

水産漁業関連でも、世界の人口増加によ
る水産物需要の拡大が期待される一方で、
重要な漁業資源の過剰開発、生態系への悪
影響、それらに伴う経済的損失や貿易問題
などが漁業の長期的な持続性を脅かすとい
う懸念も高まっています。2010 年 3 月の
ワシントン条約締約国会議でのクロマグロ
の国際取引の議論は、まさにグローバルな
危機感の証左といえます。今後企業は、生
態系や資源に悪影響を及ぼさないよう漁獲
および養殖を行うことで地域住民、地元国
政府、NGO などの支持を得ていくことが
重要となるでしょう。さもなければ、地域
住民などの批判にさらされ、最悪の場合に
は操業停止に追い込まれるリスクを負うこ
とにもなりかねません。

気候変動とエネルギー問題は、今後の漁
業の最重要課題ですが、漁船や水産物加工
は化石燃料への依存度が高いのが現状です。
燃料価格の高騰による業績への影響の観点
のみならず、CO2 削減の社会的責任の観
点からも、省エネルギー対策と温暖化対策
の強化が急務となっています。

貢献・機会
農林水産業においては、世界的な人口増

加を背景に引き続き需要が増加することが
見込まれています。その中において、最も
重要なことは、企業が効率的かつ持続可能
な生産・管理方法を確立することです。

農業関連では、将来の農林水産物の調達
リスクに備えるため、自国の資源を最大に
活用していくことが不可欠です。企業の農
業ビジネスへの参加やバイオ燃料や飼料へ
の用途変換など、農業のさまざまな可能性
を探る取り組みが始まっています。さらに、
IT技術を活用した収量や品質の平準化など、

75　日本国．（2010）．「気候変動に関する国際連合枠組条約」に基づく第 5 回日本国報告書．
入手先 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/framework_j/index.html （参照 2010-05-07）.

76　World Forestry Congress 2009．（2009 年 10 月） Forest Development: A Vital Balance． 
入手先 http://www.wfc2009.org/en/seccion.asp?IdSeccion=161 （参照 2010-05-07）.
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農業のイノベーションが可能性をさらに広
げる方向に進むでしょう。農林水産業がこ
れらの取り組みを推進することにより、結
果的に作付面積の増加と自給率の向上に貢
献するものと思われます。

また、農業は、地球上の温室効果ガス排
出の約 14％を占めていることから、今後
とも排出削減と炭素貯留への貢献が期待さ
れています。ニュージーランドの排出権取
引制度では、温室効果ガスの約 50％が酪
農など農業から排出されていることから、
農業も取引制度の対象となっています。今
後、炭素貯留に効果の高い農地管理、温室
の再生エネルギー利用や畜産廃棄物の発電
利用など、排出権を創出するプロジェクト
が活発化することが期待されています。

林業関連では、木材資源の有効活用とし
て、バイオ燃料や、カーボンナノチューブ
素材を製造する先進的な技術の開発などが
進められており、林業の新たなビジネスの
創出が期待されています。また、持続可能
な森林経営と植林のノウハウは、中国やそ
の他の途上国に技術移転を行うことで、荒
廃地の再生や水源地の保全と同時に当該国
の林業振興につながるため、国際開発協力
としての貢献が期待されます。

漁業では、今後水産資源の枯渇や国際取
引の問題などを背景として漁獲漁業の停滞
が続く可能性が高くなり、放流（栽培漁業）
や養殖業などが将来の成長市場になると見
込まれます。今後は漁業界としても、研究
機関と連携し、放流魚の生態研究や養殖さ
れる魚種の開発など、研究開発や商用化の
分野に投資をしていく必要があるでしょう。

●鉱　業

影響・リスク
鉱業においても、新興国などの経済発展

に伴う需要拡大や世界的なレアメタルの需
要が引き続き増加することが予測されます。
鉱業における開発（採掘）の面積は広大な
ものとなる場合が多いため、住民移転、先
住民の権利などが問題となるリスクが高ま
ります。また、探査、開発、操業、閉山な
どの鉱業のライフサイクル全般にわたり大
気、水質、騒音などの環境負荷と人の健康
と労働安全が問題視されており、加えて生
態系への影響についても関心が高まってい
ます。

採掘地域の多くは途上国であるため、開
発業者と政府との癒着や環境破壊および人
権侵害などが表面化しない可能性がありま
す。鉱業界に対する NGO などは従来にも
増して監視の目を強めており、こうした国
際世論を受けて各国でも規制や金融機関の

審査基準が厳しくなる傾向にあります。こ
れらの広範な課題に対して、企業は業績や
ブランド価値に対するリスクの回避だけで
なく、企業の社会的責任の観点からも自主
的な取り組みを推進することが必要である
といえます。

これまでの日本企業は、事業の権益の一
部を取得する投資活動が中心でした。一部
の企業では、将来的な資源争奪戦を見据え
た取得権益の割合の拡大や、自山開発へと
経営のシフトを始めています。これらの企
業では、現地法人やスタッフとの意思疎通
を密にし、現地の状況を正しく把握すると
ともに、現地の慣習に配慮した柔軟な経営
が期待されています。

貢献・機会
上記の影響・リスクで触れた問題に対す

る国際社会からの懸念に対し、業界が主体
となって、持続可能な鉱業、責任ある鉱業
を目指すための国際会議が発足しています。
これが国際金属・鉱業評議会（International 
Council on Mining and Metals）であり、
その第 1 回会合において、 持続可能な鉱
業・金属のための「10 の基本原則」が打
ち出されました。こうして、生態系保全、
資源貯蓄、社会開発など持続可能な開発の
ための活動を促し、鉱業界のレピュテーシ
ョンと存在価値を高める努力を行っていま
す。

企業は、業界のガイドラインを遵守する
とともに、 環境・CSR 報告書などによる
報告・情報開示を行い、同時に第三者機関
によるチェックを受けることが望まれます。
こうした取り組みを通じて得られる信頼は、
将来の権益取得の際に必ずやプラスの効果
として発現するでしょう。

5.7　公益事業
政府の教育、雇用・労働、安全衛生や、

地方公共団体の上下水道、公共交通、廃棄
物処理、病院などの公益事業が担う事業分
野においても、地球規模のメガトレンドの
諸問題への対応が求められます。ここでは、
日本の問題として少子高齢化・労働人口の
減少、世界的な地球環境や資源エネルギー
問題などが公益事業に与える影響・リスク
と、そこで生じる貢献・機会について考え
てみます。

影響・リスク
水事業、公共交通事業、廃棄物処理事業、

病院事業においても、民間企業と同様に地
球温暖化対策を強化する必要があります。
アメリカのオバマ大統領がグリーンニュー
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ディール政策を掲げたのに続き、日本にお
いても地域グリーンニューディール基金事
業が交付され、公共施設などの省エネルギ
ー・グリーン化推進事業が進められようと
しています。単なる補助金のばらまきとな
らないよう、コスト効果を客観的に計測し
ながら施策を実施することが望まれます。

地球温暖化の影響として、マラリアなど
の感染症拡大が懸念されていますが、それ
による国民の健康への影響、医療費などの
社会経済的影響が、いつ、どの程度、どの
ように発生するかの知見が不足しています。
2009 年の新型インフルエンザを教訓とし、
水際対策、検査方法、ワクチン、リスクコ
ミュニケーションなどの研究を進めること
が望まれます。

アジア新興国の市場拡大を受け、日本企
業の生産が海外にシフトし、工場労働者の
職が失われています。残る国内工場におい
ても価格競争力の観点から、賃金水準が低
い臨時社員や派遣社員の採用などが増えて
おり、こうした雇用者と正規雇用者の所得
格差が問題となっています。賃金の低下は
所得税や住民税の税収の低下につながり、
国や自治体のサービスに影響するばかりか、
生活や雇用に対するセーフティネットなど
を通じて社会不安が増大する可能性があり
ます。

貢献・機会
人口増加と都市化が進む途上国では、上

下水道の整備や廃棄物の適正処理が課題と
なっています。日本はプラント技術に加え、
地方自治体が有している運営ノウハウなど
を提供できる機会があります。水処理や廃
棄物処理は、設備・技術および運営ノウハ
ウが一体となって初めて効果が発揮できる
ため、官民連携の上で環境ビジネスの受注
獲得に努力することが期待されています。

また、中国や途上国の都市部を中心に、
廃棄物施設の建設の反対運動と、廃棄物の
分別回収やリサイクルの普及が課題となっ
ています。日本は、技術面だけではなく、
循環型社会のシステムや市民参加の仕組み
づくりのソフト面でも国際協力ができると
思われます。一部の自治体では、既に現地
視察の受入れが行われています。

5.8　金　融
金融は、他の産業・業種がモノやサービ

スを通じてサステナビリティの問題に直結
する影響を持っているのに対して、「マネ

ー」の流れを通じて関係しています。そし
て、他の産業・業種と異なる特徴として、
銀行・証券、保険などの個別の業界として
の側面と同時に、各分野における事業を通
じて、すべての産業に対し資金を提供する、
社会インフラとしての金融機能を担ってい
ます。サステナビリティをサポートする資
源配分機能、社会インフラとしての役割に
ついては、第 6 章の「社会的制度インフラ」
で後述します。ここでは、セクター分析の
最後の業種として金融を取上げて分析しま
す。

●銀　行

銀行業界では、2009 年 1 月に全国銀行
協会が「金融業における環境事業活動の現
状と銀行に期待される役割」と題するレポ
ートを公表するとともに、「全銀協エコプ
ロジェクト」として業界を挙げた積極的な
環境事業活動を推進しています。

近年注目すべき動きとしては、「環境配
慮型経営促進事業」に対する利子補給制度、

「京都議定書目標達成のための特別無利子
融資制度」の創設などの環境省の予算措置
により、環境格付融資への取り組みが活発
化している 77 ことがあげられます。

また、2008 年に国内クレジット事業制
度（国内排出削減量認証制度）が創設され、
銀行・保険会社本体での排出権取引が解禁
されたことにより、一部の銀行が排出削減
事業共同実施者として参入しています。こ
のスキームにおいては、銀行が単に設備資
金のファイナンスを担うだけではなく、排
出削減事業の共同実施者として、中小企業
などが実施する温室効果ガス排出削減事業
により生み出される排出権を銀行本体が取
得し、個人顧客向けのカーボンオフセット
定期預金に充当するなど、排出権を金融商
品の販売促進に活用する試みが行われてい
ます。

環境関連の情報開示に関する取り組みの
例としては、ある地方銀行が 2003 年より
実施している「環境銀行」の決算開示を挙
げることができます。環境関連融資および
預金利息、エコ・ファンド窓販手数料、環
境関連事業の原価計算に基づく経費などを
損益計算書に集計し、開示する取り組みで、
銀行の本業としての環境ビジネスへの取り
組みの状況を開示するものとして注目を集
めています。

77　日本環境協会によれば、同協会の「特別無利子融資制度」参加金融機関（2010 年 5 月 7 日時点）は 33 行．
入手先 http://www.jeas.or.jp/topics/090804.html （参照 2010-05-07）.
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影響・リスク
前述のような銀行業界の最近の動向は、

従来個別銀行の社会貢献活動としての性格
が強かった環境関連事業が、銀行の本業と
してのビジネスになりつつあることを示唆
しています。環境関連のリスクはもはや銀
行経営自体のリスクとしてとらえることが
必要となっているといえます。

信用リスクの面では、環境関連のコスト
や環境関連ビジネスの収益の重要性が増大
し、融資対象のプロジェクトや企業経営そ
のものに与える影響、環境事故・不祥事に
対するペナルティーが企業の存続可能性に
与える影響などが従前に増して増大するこ
とが予想されます。したがって、信用リス
ク評価においては、環境・サステナビリテ
ィに関する各業界の成長予測や環境関連制
度の動向についても考慮していく必要があ
ります。この点で、自己資本比率規制にお
いて基礎的内部格付手法を採用し、また環
境格付融資にも先進的に取り組んできたあ
る地方銀行から、環境対応型融資において
は現状デフォルトがほとんど生じていない
旨、環境格付と信用格付に相関関係が見ら
れる旨の言及がなされていることは注目に
値します。これは、信用リスク管理におい
ても環境格付の情報を活用できる可能性を
示唆するものと考えられます 78。

オペレーショナルリスクの面では、 環
境 ･ サステナビリティに関する各国金融監
督当局による規制が強化される傾向にあり
ます。たとえば、米国ではスーパーファン
ド法の制定以後、土壌汚染に関する貸手責
任が強く意識されていますが、日本でも土
壌汚染法の制定などに伴い、環境法制と金
融機関の貸し手責任の関係が注目されてい
ます。米国の例のように、今後法改正が遡
及効果を持つ可能性もあり、また大規模な
環境汚染が発生した場合、他の当事者と比
較して損害賠償能力の高い金融機関が訴訟
のターゲットとされ、不測の損害賠償責任
を負わされる可能性もあります。こうした
リスクは、規制や訴訟に関連する環境リス
クとして考慮しておく必要があります。

貢献・機会
企業向けの環境配慮融資については、資

金使途から大きく 2 種類に分類できます。
一つは、再生可能エネルギー、炭素クレジ
ット（国内クレジット、クリーン開発メカ

ニズム：CDM）など、使途を特定した融
資であり、もう一つは、環境格付融資、社
会的責任投資（SRI）など環境・サステナ
ビリティへの取り組みを積極的に行ってい
る企業そのものに対する融資です。銀行の
環境配慮融資においては、低利融資などに
よる支援に止まらず、融資先の環境に対す
る取り組みのモニタリングやコンサルティ
ングなどを通じて、企業による環境・サス
テナビリティへの取り組みを支援する役割
を担うことができます。

また、環境格付融資の分野で先行する銀
行は、デフォルト実績データの収集・蓄積
により、取引先の信用リスクや成長可能性
の評価において競争優位に立てる可能性が
あります。すなわち、同一の財務内容であ
れば、環境格付が高く、環境コストが低い
企業の方が、将来にわたって良好なキャッ
シュフローを維持できる可能性が高く、相
対的に信用リスクの低い融資先といえます。
競合他行に先んじて環境格付融資のノウハ
ウを蓄積し、実績を積み上げていくことで、
より優良な取引先を効果的にスクリーニン
グできる体制をつくり出していくことが必
要となるでしょう。

地球温暖化についての解決策の一つとさ
れる排出権取引制度についてみると、2008
年の炭素市場規模は 1,260 億米ドルと 2007
年に比べ 2 倍に急拡大しましたが 79、2009
年は世界的な景気後退の影響を受けた市場
取引となりました 80。日本において本格的

78　全国銀行協会．（2009 年 5 月）「環境金融シンポジウム」パネルディスカッション （「環境金融シンポジウム」の概要）．
金融．2009 年 5 月号

79　環境省．（2009）．「炭素市場の現状と傾向 2009」の概要．
入手先 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/os-info/mats/worldbank_stcm2009.pdf （参照 2010-05-07）.

80　国際協力銀行・株式会社日本政策金融公庫．（2010）．排出権市場動向レポート 2010．
入手先 http://www.joi.or.jp/carbon/report/pdf/201007_01.pdf （参照 2010-08-10）.
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な排出権取引制度が導入された場合、仲介
ビジネスなどの急拡大が予想されます。こ
れは単に排出権取引の仲介だけではなく、
カーボンオフセット預金などの個人預金を
排出削減プロジェクトに結びつける金融仲
介機能を銀行が果たし、同時に関連する環
境コンサルティングサービスも実施すると
いったビジネスモデルの構築につながり得
るものであり、資金収支とフィービジネス
の両面で銀行ビジネスの新たな収益源に成
長することが期待されます。特に地域金融
機関においては、融資案件獲得やビジネス
マッチングの機会を広げるだけでなく、有
効な地域経済活性化策ともなり得ることか
ら、地域への貢献を通じた銀行自身のレピ
ュテーション、プレゼンスの向上にもつな
がるものと考えられます。

前述した最近の状況が示唆する銀行の一
つの将来像は、 環境関連事業に特化した

「日本版グリーンバンク」です。オランダ
において 1995 年から制度化されている「グ
リーン・ファンド・スキーム」では、公的
な認定を受けた環境関連プロジェクトにグ
リーンバンクが融資・出資を行うことを前
提として、個人がグリーンバンクに預金・
投資の形で資金を提供し、政府が個人預金
者・個人投資家の受け取る利子・配当につ
いて税務上の優遇措置を設けるものです 81。
従来型のエコ預金は、預金者は預金を通じ
て一定の環境保全活動に参画することはで
きますが、その資金の使途を識別すること
は不可能で、税制上のメリットを享受する
こともできませんでした。グリーンバンク
のスキームにより、預金者側から資金使途
を透視することが可能になり、預金者は従
来型の資金循環サイクルと環境配慮型資金
循環サイクルのいずれに参加するかを選択
することが可能となります。政府の立場か
らは、税務上のインセンティブを調整する
ことで、環境配慮型資本ストックの蓄積を
図り、技術革新を促進して経済成長と環境
負荷削減を比較的低コストで実現できるメ
リットがあります。

各銀行においては、こうした将来像も見
据えた上で、政府の新しい施策において金
融機関に求められる役割を直ちに発揮でき
るよう準備をしておくことが、ビジネス機
会を逃さないために重要です。そうした取

り組みを低コストかつ迅速に進めるために
は、主要行、地域金融機関、系統金融機関、
政府系金融機関がそれぞれの特徴を活かし、
地域や業態の垣根を越えた連携を従前にも
増して図っていくことが必要となるでしょ
う。

●証券および資産運用

日本における証券および資産運用セクタ
ーにおける代表的な環境関連分野である公
募 SRI 投信は、2007 年 12 月には純資産残
高 1 兆 1,574 億円まで増加しましたが、主
にリーマンショックによる株安・円高の影
響により 2009 年 3 月には純資産残高が
4,431 億円まで急減することとなり、2010
年 6 月現在も純資産残高は 4,683 億円と低
迷が続いています 82。日本の公募 SRI 投信
の投資対象の過半を外国株式が占めている
ことや、国内環境関連株式を投資対象とす
るいわゆる「エコ・ファンド」においても、
金融機関などを含む大型株に幅広く投資す
る投資信託が主力であることを考慮すると、
日本の公募 SRI 投信は環境関連投資とし
ての役割を発揮するまでに至っていないの
が現状であるといえます。

こうした状況の一方で、SRI ファンド関
連株式投資（およびその内訳としての環境
関連株式投資）が通常の株式投資に比べて
アウトパフォーマンスを示しているという
実証分析 83 も行われており、 純粋な投資
対象としての環境関連株式投資に注目する
動きも進展しています。最近では格付機関
や情報ベンダーによる環境関連株価インデ
ックスの開発や、環境関連 ETF 銘柄の東
京証券取引所への上場などが話題となり、
また、経済産業省と東京証券取引所は、環
境保全への貢献度が高い企業の株価指数を
創設することを目的として「金融市場にお
ける『環境力』評価手法研究会」を立ち上
げるなどの進展も見られています。

証券・資産運用セクターにおいて、上場
企業への投資と並んで重要な役割を果たす
のはベンチャーキャピタル投資ですが、日
本では、 新興市場低迷の影響により 2009
年には IPO（株式公開）が 1978 年以来と
なる超低水準（19 社） にまで落ち込んで
います。これに伴い、ベンチャーキャピタ

81　環境省総合環境政策局．（2009）．平成 20 年度コミュニティ・ファンドなどを活用した環境保全活動の促進に係る
調査検討業務 報告書．
入手先 http://www.env.go.jp/policy/community_fund/index.html （参照 2010-05-07）．及び 環境省．（2002）．金融
業における環境配慮行動に関する調査研究報告書．
入手先 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=3363 （参照 2010-05-07）．など

82　NPO法人社会的責任投資フォーラム（SIF-Japan）．公募SRI投信の純資産残高とファンド本数推移（2010年6月末日．
入手先 http://www.sifjapan.org/document/asset.pdf.（参照 2010-08-10）.

83　白須洋子．（2009）．企業の社会的責任投資（SRI）ファンドの収益性について．金融庁金融研究研修センター ディ
スカッションペーパー No.2009-02．
入手先 http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2009/20090630.pdf （参照 2010-05-07）.
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ルによるベンチャー向け投融資は極めて低
水準にあり、環境ベンチャーにリスクマネ
ーが十分に供給されない状況が続いていま
す。

そうした状況で期待を集めているのが、
経済産業省の主導で 2009 年に発足した官
民出資型投資ファンド「株式会社産業革新
機構」です。産業革新機構は約 9,000 億円
の投資能力を有し、先端的なベンチャー企
業へのリスクマネーの供給を通じてイノベ
ーションを促進することが期待されていま
す。 産業革新機構が特に注目する分野に

「環境エネルギー」分野が挙げられており、
2010 年 3 月には、 産業革新機構の最初の
投資案件として「低炭素社会の実現に不可
欠なデバイス開発事業」への投資が決定し
ています 84。

影響・リスク
環境関連株価指数の開発により、環境保

全への貢献度が高い企業への投資を誘引し
ようという試みは、基本的に「環境関連銘
柄が TOPIX をアウトパフォームする」と
いう仮定に基づいています。したがって、
投資対象となる企業は、環境関連事業によ
り社会貢献をしていくだけでなく、企業収
益の面でも高いパフォーマンスを示すこと
が求められ、環境関連事業の収益への貢献
度が厳しく評価されていくことになるでし
ょう。また、環境関連ファンドの運用会社
においては各企業の「環境力」を的確に評
価する能力を問われることになります。そ
れは、各企業にとって、環境関連の情報開
示要求が厳しくなることにもつながります。
各企業においては、マーケットからのプレ
ッシャーに対応して、環境関連事業の収益
化というビジネス面と、それを投資家に伝
達する情報開示の両面で積極的な取り組み
が問われることになるでしょう。

環境ベンチャー投資の面では、現状の新
興市場を中心とする IPO 市場およびベン
チャーキャピタルの機能不全の状況が今後
とも継続するならば、国内のベンチャー企
業がアジアを中心とする海外企業に買収さ
れること、技術力を有するベンチャー企業
が資金調達の容易な海外へ流出することな
どが想定されます。実際に、太陽光発電用
単結晶シリコンウエハーの世界的メーカー
である国内非上場会社が、設備投資金額を
日本国内でファイナンスできず、台湾企業
に買収されてしまうといった事例も発生し
ています 85。日本においては、環境ベンチ

ャーはエグジットまでの期間が長期化する
点で投資を躊躇させている面があり、有望
な案件でありながらリスクマネーの供給不
全によって外国企業に投資機会を奪われて
しまうような事態は問題視すべきでしょう。
公的セクターの適切な関与も必要ですが、
民間のベンチャーキャピタルにも中長期的
視野に立った投資評価能力の向上やベンチ
ャー市場に投資資金を誘引するための積極
的な取り組みが期待されます。

証券市場は、国際間競争がもっとも厳し
いマーケットの一つであり、開示制度の優
劣が市場の競争力に大きく影響します。会
計基準に関しては、 すでに国際会計基準
IFRS への収れんが進行しており、日本の
企業にも大きな影響を与えることになりま
す。そのため、気候変動情報の開示フレー
ムワークの公開草案を公表している気候変
動開示基準審議会（The Climate Disclosure 
Standards Board）や、サステナビリティ
情報の開示フレームワークを検討している
Accounting for Sustainability（A4S）など、
国際的なフレームワーク開発の動向が日本
における開示制度に与える影響について特
に注視しておく必要があるでしょう。

貢献・機会
環境関連情報の情報開示制度や環境関連

株価指数といった投資インフラの整備によ
り、公募型環境ファンドや環境 ETF（上
場投資信託）の大きな発展が見込まれてい
ます。従来欧米に比べて消極的であったと
いわれる年金資金の SRI 運用が、 環境分
野を中心として拡大する可能性があります。
また、前述した「日本版グリーンバンク」
のようなスキームにおける運用資産として
も環境ファンドが発展する可能性もあるで
しょう。

将来的な環境コストを価格形成に適切に
反映し、企業や金融商品に対して、証券市
場を通じたスクリーニングをかけていくこ
とは、市場原則にしたがって資源配分を実
現するための中核的なプロセスであるとい
えます。逆に、環境コストを市場メカニズ
ムに取り込むことに失敗し、規制主導型の
環境対応を余儀なくされた場合、日本にお
ける企業活動と証券・金融市場は縮小のス
パイラルに進む可能性があります。「環境
力」評価を投資意思決定に利用した投資活
動は、従来「コスト」あるいは「負債」と
してとらえられがちであった「環境」とい
うテーマを、超過収益力を生み出す「無形

84　産業革新機構．入手先 http://www.incj.co.jp/ （参照 2010-05-07）．
85　環境省中央環境審議会総合政策部会環境と金融に関する専門委員会．（2009 年 12 月 10 日）．第三回議事録．

入手先 http://www.env.go.jp/council/02policy/y0211-03a.html （参照 2010-05-07）.



44  BigPicture ～サステナビリティの未来を考える

資産」として評価していく取り組みであり、
ビジネスにおける発想の転換が必要となる
でしょう。環境分野での対応能力・取引技
術を他社に先んじて高めることに成功した
企業は、環境対応の制度が強化される中で
超過収益を得る可能性があり、そうした企
業に対する投資が高いリターンを生む可能
性があることを考慮する必要があると思わ
れます。

●保険（生保・損保）

保険分野において気候変動に関する商品
は、台風、洪水などの被害を補償する自然
災害保険、天候デリバティブがあげられま
す。2009 年の世界の自然災害の経済損失
は 500 億米ドルに保険損害は 220 億米ドル
と前年より下回りましたが、1980 年以降
の経済損失は約 16,000 億米ドルに達して
います 86。IPCC 第 4 次評価報告書でも温
暖化と自然災害の頻度や激しさの増大との
関係性を示唆しているように、今後も気候
変動に伴う自然災害と経済損失の拡大が予
想されています。

銀行や証券・資産運用における環境関連
事業が、気候変動の影響を緩和するための
金融方策であるのに対し、保険では、自然
災害による直接的な経済損失や社会的リス
クを補償するといった「適応策」として期
待されています。特に自然災害にぜい弱な
途上国において、具体的な適応策が必要と
なっています。 国際協力銀行が、2007 年
に気候変動問題の適応策として、リスクフ
ァイナンスとしての保険の活用について研
究結果を発表しましたが 87、近年では、国
内損害保険会社による天候インデックス保
険や、欧州の再保険会社による水害関連の
マイクロインシュランス（小規模保険）と
いった保険商品が提供されています。

影響・リスク
自然災害保険や天候デリバティブが利用

される主な業種としては、農林水産業の他、
ビール販売などの小売業、気温により顧客
のエネルギー使用量が変化する電気事業お
よびガス事業などがあります。これらの業
種に属する企業における生産物の販売量や
原材料価格は、気候変動によって変化する
リスクにさらされており、これらのリスク
をヘッジするために保険商品を購入してい
ます。損害保険会社にとっては、地球温暖
化が進むことに伴う自然災害の頻発などが、
上記保険商品について保険料収入を上回る

保険金の支払のリスクを上昇させ、損保業
界の存亡にかかわる深刻な問題になりつつ
あります。

また、メキシコ湾での石油流出事故は、
環境破壊と地域経済の損害や生態系被害の
甚大さを認識させました。保険業界は、海
底でのエネルギーや鉱物資源開発における
人為的事故や損害の予測の難しさと、その
経済損失と保険損害の大きさを示すものな
りました。

気候変動と自然災害の影響や、資源開発
の人為的災害と損害について、科学的なデ
ータを蓄積し、常に発生確率などをアップ
デートしたモデルにより商品設計を行うこ
とが必要になるでしょう。

貢献・機会
気候変動問題を主因として、さまざまな

資産やビジネス活動は毀損リスクにさらさ
れており、この分野で保険業界の果たす役
割は重要視されています。今後発生する毀
損リスクを予測し、ニーズを的確にとらえ
た保険商品の開発は、新規市場の開拓や顧
客獲得につながります。また保険商品の開
発は、リスクを数値化するマーケットメイ
クの効果があり、投資家のリスクテイクや
国の政策決定を支える機能の発揮が期待さ
れます。

今後とも高い経済成長が見込まれ、日本
との経済的な結びつきも強い地域である東
南アジアは、特に、気候変動に伴う自然災
害リスクが強く意識されるエリアです。前
述したような気候変動に関する保険商品の
アンダーライティング技術が進化すること
により、東南アジアでの事業展開を拡大し
ようとする日本企業にリスク軽減の手段を
提供できるようになる可能性があります。
これは同時に、損害保険会社にとっても大
きなビジネスチャンスとなることが期待さ
れます。

また、世界的に活発化している風力、太
陽光、原子力の大規模な発電プロジェクト
に対して、保険は、天候と技術の不確実要
因や、自然災害と利益損害のリスクをカバ
ーすることができます。保険商品がプロジ
ェクトの投資リスクを低減することで、温
暖化対策に資するプロジェクトやビジネス
の促進につながります。

今後は一般の顧客を対象とする途上国の
生保・ 損保の市場、BOP 市場への進出が
進展すると予想されます。BOP は、 経済
のピラミッドの底辺（Base of Pyramid）
の略語ですが、主に途上国の経済的貧困層

86　Munich Re．（2010）．TOPICS GEO: Natural catastrophes in 2009-Analyses, assessments, positions．
87　国際協力銀行．（2007 年 2 月）．適応問題における民活（保険）活用と国際協力銀行の協力のあり方研究会報告
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を指します。今後の生保・損保のサービス
分野においては、途上国の富裕層を対象と
した商品のみならず、BOP 層に対しても
基礎的サービスを提供し、リスクぜい弱性
を低めるような商品開発・提供を通じて社
会への貢献を果たしていくことが期待され
ます。
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サステナビリティの諸問題の解決を図る
には、産業界や個々の企業だけの取り組み
では限界があります。これらの問題は、産
業界のみならず、一般市民も含めた社会全
体で解決していくことが必要であり、その
ためには社会全体にかかわるルールと仕組
みを整備するなど、ハードとソフトの両面
の方策を手当てする公的な役割が不可欠で
あるといえます。しかし現状では、地球規
模の課題や新しい課題に対して制度や仕組
みが不足しているものが少なくありません。
ここでは、各国政府、行政機関や国際機関、
さらに官民の連携により取り組むべき課題
と解決策について考えてみたいと思います。

6.1　直接的規制
まず、局所的な課題や特定の課題に対処

する手段として最も一般的なのが、直接的
規制です。直接的規制は、特定の目的のた
めにルールを設けて活動を制約するもので
あり、環境（大気・土壌・水質）汚染につ
いては、これにより解決される課題が少な
くなく、実際に過去において大きな効果を
あげてきました。わが国でも、典型的な 7
公害に対する環境基本法をベースとして、
大気汚染防止法、水質汚濁防止法などが施
行され、さらに地域的特性も加味した各地
方自治体による条例などと併せて運用され

ています。
一方で、国際的な取り組みでは、地球温

暖化、オゾン層の保護、生物多様性と野生
動植物、森林と砂漠化、化学物質・有害廃
棄物の越境移動の国際条約などの枠組みが
作られ、各国はそうした条約などに基づい
て国内法を整備し、直接規制を行っていま
す。社会関連の問題でも国際条約が整備さ
れています。たとえば、人権を擁護するた
めの児童労働、強制労働、差別やハラスメ
ントの禁止など、また、労働者を権利保護
するための労使関係、長時間労働の防止、
最低賃金の保障などのルールが定められて
います。

今後のグローバリゼーションの進展に伴
い、環境や社会に関する直接的規制はます
ます強化される傾向にあります。経済発展
とともに多くの国が同様の課題を同時に抱
えるようになるため、できるだけ同じルー
ルで広域にカバーしていくことで効果があ
げられるものもあります。たとえば、欧州
連合（EU）で化学物質、電機電子の廃棄物、
容器リサイクル、自動車の排ガスと燃費、
建物レベルの省エネルギーに関するさまざ
まな規制が整備されることで、加盟国と貿
易、流通で関係を持つ企業は広域な対応が
必要となります。さらに、類似する規制が
中国、韓国、タイ、アルゼンチン、米国な
どにも広がる傾向にあります。このような
規制のレベルは、日米欧や新興国との間で
違いがあるにしても、原料、部品、製品の
サプライチェーンの連鎖の中で広域に影響
を及ぼすようになっています。今後はさら
にグローバル化が進展するものと考えられ
るため、規制の導入に際して考慮すべき対
象範囲は飛躍的に広がっています。たとえ
局所的な規制であっても、国際的な視点が
求められることになります。

政策立案側の国においては、環境や社会
などの規制を導入する際には、自国あるい
は地域内の産業の競争力の低下や、規制を
適切に行うための導入時および運用時のコ
ストの費用対効果などを考慮し、規制によ
り期待される効果との比較考量を総合的に
行った上で、規制の範囲と水準を適切に設
定することが望まれます。特に、一部の国
や地域に対してのみ厳しい規制を導入する
など、規制レベルのばらつきが生じないよ
う十分な配慮が必要です。規制レベルのば
らつきは、他の地域への移転を誘発し、結
果として他の地域での環境などの問題の発
生を助長させることにもつながりかねない
ため、今後は、世界レベルで同様の規制水
準に収れんさせていくことが望まれます。

第 6 章　社会的制度インフラ 
（公的制度・イニシアチブ）
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6.2　経済的手法
規制手法による監督や統制では効果を挙

げるのが難しい場合、市場原理を働かせて
誘導し、経済的に対策の実効をあげる手法
として経済的手法があります。税、課徴金、
補助金、デポジット、排出権取引などがこ
れに該当します。

補助金や税制上の優遇措置は、環境や社
会関連の対策を促進させるインセンティブ
ですが、この例としては、環境対策技術の
開発や設備購入の補助金交付、環境対応自
動車（エコカー）や環境配慮型住宅の購入
に対する税制優遇、失業者や障害者の雇用
の促進する対策として税制優遇などがあり
ます。

税と課徴金は、比較的古くから用いられ
ています。環境関連では、地方自治体など
が森林や水源の保全、廃棄物対策のための
財源を確保する目的税と、環境負荷を抑制
するために課税する地球温暖化対策税（炭
素税）があります 88。広く薄く国民・市民
に賦課する税金に対し、課徴金制度は、廃
棄物や環境負荷原因の責任に応じて、排出
者、ユーザー、最終処分者にそれぞれ賦課
する手法です。

炭素税（地球温暖化対策税）は、欧州や
カナダの一部の州で先行し、米国や日本で
も導入が検討されています。この制度は、
化石燃料に対して税金を課すため、エネル
ギー多消費産業のエネルギー業界、鉄鋼業
界、石油化学業界などは、国際競争力に影
響するとして強く反発しており、また、税
金の使途についても社会保障関連を含める
か、温暖化対策関連を中心とするか、など
の点が議論になっています。フランスのよ
うに炭素税の導入を見送る国もあり、国の
経済成長、雇用、財政への影響を踏まえて、
温室効果ガスの削減効果をいかにあげるか、
幅広い視野からの検討や意見交換が必要と
思われます。

経済的手法のうち、特に新しい手法が排
出権取引です。炭素税（地球温暖化対策税）
が削減費用を固定し、市場を通じて温室効
果ガスの総量を削減、調整する手法である
のに対し、排出権取引は、温室効果ガスの
総量を固定して、市場を通じて削減費用を
低減、調整する手法です。排出権取引は、
日本以外に欧州と米国が導入を検討してい
ますが、既に炭素税についても導入ないし
検討されていることを考えると、主要国で
は排出権取引と炭素税の両方を組み合わせ
るポリシーミックスが主流になりつつある
といえます。さらに、地球温暖化防止とい

うグローバルな課題に対して、国際的な排
出権取引が考えられるように、地球炭素税
が必要だとする経済学者の意見もあります。

経済的手法については、その措置の導入
時期によって国内産業や国民生活への影響
を大きく左右します。政策立案側である行
政当局としては、不明瞭な方針が産業界、
企業の経済活動を停滞させるリスクがある
ことに留意する必要があります。さらに、
巨額の財政赤字を抱える日本政府、財政難
が続く地方自治体は、ばらまき行政からの
脱却が求められています。米国は、環境分
野に集中的に投資し、新たな需要や雇用を
創出することで景気浮揚を図る国家戦略、
グリーンニューディール政策を打ち出して
います。環境技術や再生可能エネルギー産
業に財政出動させることは、まさに経済政
策そのものといえます。日本の政府および
地方自治体が考えるべき点は、国と地域の
持続的発展という政策軸の明快さと、財政
を集中的に投下する戦略ではないでしょう
か。

6.3　情報的手法とイニシアチブ
情報的手法は、企業の事業活動、製品や

サービスを通じて生じる環境や社会のサス
テナビリティに関する情報を開示、提供す
ることにより、市場経済の中に事業活動や
消費活動における環境配慮のインセンティ
ブを組み込んでいこうとするものです。こ
の手法には、国など政策当局側が主導する
ものと、業界や国際レベルの自主的な取り
組み（イニシアチブ）によるものがありま
す。

企業が顧客（消費者）に対し、自社の製
品やサービスについて環境などに関する情
報開示を行う手段として環境ラベルがあり
ます。環境ラベルは法律で義務付けられた
ものは少なく、多くは環境志向の消費者の
ニーズに応えるため企業が任意に付けてい
るものです。省エネルギー、リサイクル、
再生紙のラベルや食品の産地履歴の表示な
ど、種類も多岐にわたりますが、限られた
地域で使用されるラベルから、国際的なラ
ベルまで、認知度やその範囲も多岐にわた
っています。グローバリゼーションの進展
につれて、あらゆる国の企業の製品やサー
ビスにラベルが貼付されるようになると、
ラベルが氾濫することも懸念されます。顧
客（消費者）が求める製品やサービスを適
切に選択できるよう、的確な情報の提供や
ラベル情報の一元化なども進めていく必要
があると思われます。

88　Bakker, A．（2009）．Tax and the Environment: A world of possibilities．IBFD． 
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情報の開示に関して国など政策当局側が
主導する場合には、個々の企業よりも産業
全体に環境管理などのサステナビリティの
取り組みを浸透させ、相互に比較可能とす
ることで各企業に刺激を与える方法が多く
みられます。たとえば、温室効果ガスやエ
ネルギーに関する毎年の実績および将来計
画を策定・報告する制度や、サステナビリ
ティ情報の開示を環境・CSR 報告書を通
じて行うためのガイドラインなどがありま
す。

近年、サステナビリティ情報を経営や財
務情報と別個に捉えるのではなく、相互に
関連付けてとらえる動きがみられます。
EU が 2003 年に出した指令では、 企業の
年次報告に財務情報に加えて環境や社会の
情報を含めることを求められており 89、米
国においても 2010 年 2 月に証券取引委員
会（SEC）が気候変動に関する開示のガイ
ドラインを公表しています。 また、IFRS
においても、環境債務や排出権の議論がな
されています。行政機関においては、直接
的規制や経済的手法のみならず、こうした
情報開示を通じて取り組みを推進する方法
を並行して行うことが求められます。

近年では、機関投資家が集まって、気候
変動関連企業の取り組み状況に関する情報
をアンケート方式で収集し、 公開する
CDP のように、グローバルな共通課題に
関する情報開示を求めるイニシアチブ活動
も活発化しつつあります。

今後、企業活動およびサステナビリティ
問題のグローバル化の進展を背景として、
さまざまな国のステークホルダーの関心に
対応するサステナビリティ情報の開示方法
や、そうした情報を評価する方法の確立に
対するニーズがさらに高まると予想されま
す。同時に、開示される情報については、
その信頼性が客観的に担保される必要があ
り、独立した第三者である専門家による保
証の付与に関する法令規則やガイドライン
の整備などが望まれます。

6.4　技術支援・産業政策
気候変動、エネルギー、食糧、水、貧困、

労働などの問題は、一国の問題に止まらず、
世界各地に波及し、地球全体を脅かしうる
事態に至り得るという現実を示しています。
持続可能な社会および経済の発展のために
は、他の地域や国の課題解決に対しても技
術協力や人材育成、産業の支援などを通じ

て積極的な支援を行うことがこれまで以上
に重要となります。

技術支援においては、従来からの政府開
発援助（ODA） による専門家の派遣を通
じた技術協力、人材育成プログラム、国際
開発金融機関による投融資や技術支援など
が今後とも規模を拡大して推進されること
が期待されます。新しいアプローチとして、
先進国の技術を京都メカニズムの一つであ
るクリーン開発メカニズム（CDM）に代
表される中小規模のプロジェクトを通じて
普及させる取り組み手法と、官民連携の協
議会（コンソーシアム）によるインフラ整
備事業の輸出があげられます。

前者の CDM は、先進国の民間事業者や
NGO が排出権の獲得を見返りに、途上国
で温暖化対策を進める技術支援で、画期的
な仕組みといえます。プロジェクト数は、
2010 年 7 月時点で約 2,300 件に達し 90、世
界のいずれかの場所で技術支援の活動が行
われています。一方、後者のコンソーシア
ムは、自治体や各業界の官民連携で国際貢
献する取り組みとして注目されています。
日本政府は、 これを新成長戦略 91 の柱に
位置づけており、原子力発電所や上下水道
整備、スマートグリッドや低炭素都市など
の大規模プロジェクトを積極的に促進させ
るとしています。自国の環境関連の産業振
興と経済成長および途上国への技術協力と
経済支援の両方を目指し、欧米、韓国、中
国も積極的に取り組み始めています。

日本、欧米、韓国などの各国の産業政策
の背景には、リーマンショックの影響で経
営危機に陥った企業への時限的支援があり
ます。各国でグリーンニューディールと称
される環境事業への投資政策が実施され、
日本では、エコカーやエコ家電の需要拡大
策、産業革新機構の創設を通じた環境エネ
ルギーやバイオの分野でのオープンイノベ
ーション支援などが記憶に新しいところで
す。今後は、将来の成長分野に対する前向
きな支援を加速化していくものと思われま
す。

このように、産業育成やインフラ事業の
組成の投資とそのためのスキームづくりは、
政府機関、公的機関の関与なしには成立し
得ない方策です。ただし、特定産業や企業
に対する優遇の偏りにならないよう公平性
に配慮するとともに、支援がモラルハザー
ドを誘発しないよう、政策の設計・執行面
でインセンティブ（誘因）についてさまざ
まな角度から配慮が加えられることが望ま

89　会計法現代化指令（2003/51/EC）, 2003
90　国連気候変動枠組条約公式サイト．http://unfccc.int （参照 2010-07-06）．
91　首相官邸．新成長戦略 「元気な日本」復活のシナリオ（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定） 
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れます。また、グローバルな観点から育成
や普及を考えるべき技術や振興を図るべき
産業の目利き機能の強化、さらに民間の積
極性や活力を阻害しない機動力の発揮も合
わせて期待されるところです。

6.5　仕組みづくり
個別企業のサステナビリティの取り組み

の効果をより一層高めるために、行政や中
立的機関などが共通の仕組みやルールを整
備して、誘導していくことが必要な場合が
あります。こうした仕組みやルール作りは、
行政主導のもの、民間主導のものなど多様
です。

行政主導のものとしては、大規模な開発
事業を行う際に、事前に環境や社会への影
響の評価を行うことを義務付ける、アセス
メント制度があります。これは、事業者が
影響の予測と調査、環境保全対策の検討を
行うだけでなく、地元自治体や地域住民、
各ステークホルダーの意見を踏まえて、事
業計画をより環境と社会に配慮したものに
するための手続的手法といえます。今後新
興国や途上国での開発事業が活発化するこ
とが確実であることから、アセスメント制
度の役割はますます重要になると思われま
す。しかし、国や自治体の経済成長や環境
配慮の方向性によっては、アセスメント制
度の水準や手続の実効性の確保にばらつき
が生じる可能性があります。特に経済成長
や開発を優先する国や自治体においては、
手続が形骸化しないよう、NPO や市民に
よる監視や、実効性を確保する働きかけも
必要となるでしょう。

新しい仕組みとして、近年国際的に議論
がされているのが、生物多様性のオフセッ
ト制度です。この仕組みは、環境アセスメ
ント制度における自然環境への負荷の代償
策としても注目されています。オフセット
制度は、未だ議論の過程にありますが、開
発行為によって自然生態系に与えた影響を、
その場所と異なる場所に生態系を確保し、
補償する方法であり、既に企業が自主的に
行っている事例もあります。国や各主体に
よって考え方が異なるため、公的な制度と
して確立するまでにはさらに議論が必要な
段階にありますが、当面は、企業や NPO
などが率先してルールづくりや試行的な取
り組みを行っていくことは可能と思われま
す。

また、民間主導のものとして、環境マネ
ジメントシステムを国際的な標準の規格と

して世界中に普及する ISO14000 シリーズが
あります。また、Global Reporting Initiative

（GRI） は、企業のサステナビリティ報告
に関する国際的なガイドラインを作成し、
報告のあり方を普及するものです。こうし
た既存の仕組みにおいても、行政が従前以
上に積極的に関与することが考えられます。
特に ISO の規格化においては、 国家間に
よる制度競争の側面もあり、他国に先んじ
た行動が求められます。

こうした仕組みづくりにおいては、企業
にとって対応が過重な手続や規制とならな
いよう行政側の配慮が望まれます。PwC
が実施した調査においても、グローバル企
業の経営層がこの点を特に懸念しているこ
とが明らかになっています 92。行政機関に
おいては、こうした点に配慮を加えつつ、
企業が本業を通じてサステナビリティの実
効性を高めていけるように支援することが
求められます。

6.6　教　育
持続可能な社会の発展を実現するために

は、教育、特に環境教育が重要な施策の柱
となります。最後に、教育の重要性につい
て言及したいと思います。

環境と社会の問題の解決は、最終的には、
教育に帰結するといわれます。持続可能な
社会を実現するためには、すべての人が健
康で文化的な生活を営むための取り組みが
必要であり、社会全体が貧困を克服し、保
健衛生を確保し、質の高い教育を確保する
ことなどが必要となります。これらの取り
組みは、性別、人種などにより差別される

92　PricewaterhouseCoopers．（2010）． 第 13 回世界の CEO 意識調査 Industry insights: Pharmaceuticals and life 
sciences．
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ことのない公平なものであるばかりでなく、
資源の有限性、環境容量の制約、自然の回
復力などを認識し、将来世代も持続する社
会づくりでなければなりません。

こうした考えを背景に、日本は、2002 年
12 月の国連総会において、2005 年から
2014 年までの 10 年間を「国連持続可能な
開発のための教育（ESD：Education for 
Sustainable Development）の 10 年」とす
ることを提案し、承認されました。これを
受けて、政府は 2006 年 3 月に実行計画「国
連持続可能な開発のための教育の 10 年」
を策定し、そこにおいて以下の目標を掲げ
ています。
• 持続可能な発展のために求められる原則、

価値観および行動が、あらゆる教育や学
びの場に取り込まれること

• すべての人が質の高い教育の恩恵を享受
すること

• 環境、経済、社会の面において持続可能
な将来が実現できるような価値観と行動
の変革をもたらすこと
日本政府、文部科学省、環境省の取り組

みについては、国民、企業、産業界、大学
などのレベルで十分な認知がなされている
とはいえない状況です。特に認知度の低さ
は、環境教育の政策が十分な成果を上げて
いないことの証左といえるでしょう。内閣
官房が開催する持続可能な開発環境教育の
10 年円卓会議で既に示されているように 93、
関係省庁連絡会議の全省庁と NGO、産業
界などが連携して迎えられる仕組み、計画
とロードマップが必要です。またドイツ、
スウェーデンなど環境教育先進国から専門
家を招いて意見交換するなど、グローバル
な視野での取り組みも期待されます。

日本政府が環境立国を標榜してから既に
久しい今、英国、ドイツ、北欧などは、日
本がその環境教育からさらに多くを学ぶべ
き環境先進国であるといえます。これらの
国々ではトップダウンのアプローチを採用
し、かつ、企業や NPO および地域コミュ
ニティが、職場活動、学校教育、地域の草
の根活動を通じてボトムアップの環境教育
を行い、成功を収めています。大切なこと
は、環境教育が、環境、社会、経済の面で、
サステナビリティの将来を実感できるよう
な価値観およびライフスタイルや行動の変
革をもたらすことだと考えます。国や行政
においては、企業や NPO および地域コミ

ュニティなど民間が自発的に行う環境教育
の取り組みやリーダーの育成に対し、今ま
で以上に積極的にこれを支援し、名実とも
に環境立国の基盤を築きあげていく取り組
みを続けることが必要といえるでしょう。

6.7　財政・金融のサポート
サステナビリティに関する金融のインフ

ラとしての機能と役割は、政府、自治体、
業界団体などがイニシアチブをとり、資本
市場や金融メカニズムにおいて機能するよ
うに財政・金融政策として担うところも大
きいといえます。

金融は、その事業活動が必ずしも直接的
に環境に影響するものではありませんが、
企業の環境・サステナビリティ経営を資金
的に支援する立場にあり、金融の資源配分
機能を通じて企業全体のサステナビリティ
への取り組みを後押しするという役割を担
っています。一つには、従来外部経済・不
経済として価格形成に取り込まれていなか
った環境に関する社会コストを、金融商品
市場やそれを支える情報開示制度、政府に
よるインセンティブの付与などにより価格
形成に反映させ、市場を通じて資源配分を
していくことです。もう一つは、個人、企
業、政府それぞれの環境配慮行動を資金と
情報の両面で仲介する役割を果たすことで、
新しい資金の循環サイクルを形成し発展さ
せることです。環境配慮型の資金の循環サ
イクルが発展することにより、環境コスト
の低い良質な社会資本ストックが蓄積され、
技術革新が進み、それが持続可能な社会の
実現へとつながると期待されています。

現在、世界各国において、金融市場に対
する環境・サステナビリティに関する具体
的な取り組みが進められています。たとえ
ば、 米国は、2009 年 1 月、 再生可能エネ
ルギーへの投資を容易にする目的のクリー
ン・エネルギー・ファイナンス・イニシア
チブを始動し、3 年以内に民生部門へ 1000
億米ドルのレバレッジをもたらすと発表し
ています 94。 また、 英国は、2010 年 3 月、
低炭素社会推進のための新しいグリーン投
資銀行に対して、10 億ポンドの予算を計
上すると発表しました 95。日本では、環境
省が 2009 年 7 月から、中央環境審議会に

「環境と金融に関する専門委員会」を設置
して検討を進めています。金融市場に対す

93　内閣官房．（2009 年 6 月 29 日）．平成 21 年度「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」円卓会議（第 1 回）議事要旨．
入手先 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuren/entaku21/dai1/1gijiyousi.html （参照 2010-05-07）.

94　諸橋邦彦．（2009）．諸外国の「グリーン・ニューディール」．国立国会図書館 ISSUE BRIEF 調査と情報第 641 号．
入手先 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0641.pdf （参照 2010-05-07）.

95　UK Government Department of Energy & Climate Change．（2010 年 3 月 24 日）．Budget for Green Jobs and 
Growth．
入手先 http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn10_047/pn10_047.aspx （参照 2010-05-07）.
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る国の政策は、金融を通じて産業界に大き
な影響を及ぼすことになるため、日本でも
金融市場に対する環境・サステナビリティ
についての具体的な政策メッセージが政府
サイドから発信されることが望まれます。

また、環境・サステナビリティと金融を
結びつけるキーワードとして、サステナビ
リティにかかわる情報開示があります。日
本においては、国際的なフレームワーク開
発主体の動向を踏まえつつ、日本公認会計
士協会において気候変動情報・サステナビ
リティ情報の開示に関する検討が進められ
ています 96。今後日本においても、この分
野の国際基準の情報開示のルールが整備さ
れることが望まれます。

金融商品取引法、証券取引所の諸規則や
会計基準を含む情報開示制度、最適な資源
配分を支援するための租税政策を含めた投
資優遇措置など、政府および規制当局・業
界団体の行動も重要となる領域です。日本
の新興市場が IT バブルとその崩壊を通じ
て社会的信頼を喪失し、IPO（株式公開）
マーケットとベンチャーキャピタル投資が
機能停止している状況は、日本経済に暗い
影を落とし、環境ビジネスの発展の妨げと
なっています。日本証券業協会でも、「新
興市場のあり方を考える委員会」による検
討などの取り組みを進めていますが、今後
は市場制度のみでなく、上場する各企業の
コンプライアンス、リスク管理や財務報告
統制を含む内部統制、情報開示への取り組
みも不可欠となるでしょう。

日本においては、潜在成長率の低下によ
り、企業部門のリソースの急激な海外流出
およびそれが国家財政に及ぼす影響への懸
念が深刻なものとなりつつあり、環境・サ
ステナビリティ問題についても、政府によ
る財政支出や規制主導の対応では限界があ
るとみられています。一方で、環境対応型
定期預金残高が 1 兆円を超える地方銀行も
あるなど、環境配慮型の個人投資行動は増
大しています。こうした中、世界有数規模
の個人金融資産を背景として、日本の金融
の果たすべき役割と事業機会には大きな可
能性があります。しかし、金融業界の体制
整備が不十分なまま、政策変化による環境
分野への急速な資金流入が進めば、かつて
の不動産や IT と同様、「環境バブル」 を
生み、それが崩壊すれば日本経済は復活の
貴重な機会を失うことになりかねません。
その意味でも、金融業界には積極的な取り
組みと同時に、事業運営における節度と透

明性が求められるでしょう。
金融は、個人が預託した資金が、投融資

活動および社会資本形成を通じてどのよう
な未来につながっているのかを社会に明示
することができます。すなわち、金融には

「家計が未来を選択する」仕組みを提供す
ることが可能です。持続可能な社会を志向
する個人と企業・政府を金融面で円滑に仲
介することが、環境問題に関する社会貢献
として金融に期待される最も大きな役割で
あり、それこそがサステナビリティが外部
不経済から内包化された資本市場、金融メ
カニズムの姿であるといえます。

96　経営研究調査会．（2009 年 1 月 14 日）．投資家向け制度開示書類における気候変動情報の開示に関する提言．
入手先 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1091.html （参照 2010-05-07）．及び，経営研究調査会．

（2010）. 投資家向け制度開示におけるサステナビリティ情報の位置付け．研究報告第 38 号．
入手先 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/38_4.html （参照 2010-05-07）．など．
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7.1　PwC Japan のビジョン
PwC Japanのサステナビリティチームは、

1990 年代後半のチーム創設当初からサス
テナビリティの重要性を認識し、21 世紀
のあるべき組織や社会のあり方を考えてき
ました。その実現を目指し、従来からアカ
ウンティングファームが有している経営や
会計に関する知見や経験に、環境技術やサ
ステナビリティに関する専門性を加えるこ
とにより、環境情報開示、排出権取引制度、
金融スキーム設計といった新しい社会シス
テムの構築を支援するとともに、新しい社
会システムに適合する企業や組織の取り組
みを支援しています。

私たち PwC Japan は、サステナビリテ
ィへの適切な取り組みおよびサステナビリ
ティ情報の信頼性の確保を通じて、持続可
能な経済社会の実現に貢献してまいります。

7.2　 PwC のサステナビリティ 
サービス

7.2.1　CSR経営の戦略・計画策定の支援

企業が CSR 経営を実行するに当たり、
コア事業や風評リスク、企業の社会的責任
を考慮した総合的な戦略およびアクション
プランの策定と実行を支援します。

7.2.2　環境・CSR／サステナビリティ
情報の報告と保証

●環境・CSR／サステナビリティ報告書
の作成支援
報告書の構成や重要なパフォーマンスデ

ータの選定などを通じて、非財務情報の透
明性や報告責任を効果的に利害関係者とコ
ミュニケーションをとるための報告書の作
成を支援します。

●環境・CSR／サステナビリティ情報の
第三者保証（ISAE3000, AA1000）
環境・CSR ／サステナビリティ情報の

信頼性を高めるための開示情報のレビュー
や、「過去財務情報の監査およびレビュー
以外の保証業務（ISAE3000）」（国際会計
士連盟） や AA1000 の保証規準に準拠し
た第三者保証サービスを提供します。

●環境・CSR／サステナビリティのリス
クアセスメントおよびマネジメント支援
（方針、手続、内部統制、システム）
企業の事業運営や業務から生じるリスク

とその対応の優先順位を明らかにしたマネ
ジメントの構築を支援します。

7.2.3　気候変動関連サービス

●温室効果ガスの戦略マネジメントの支援
市場の動きと政策開発の動向を分析し、

気候変動に伴う温室効果ガスの課題と事業
機会を踏まえた企業戦略策定・計画立案を
支援します。

●温室効果ガス排出量・削減量の算定、報
告の支援
国際的なベストプラクティスを満たす温

室効果ガスインベントリ（データ一覧）を
確立するためのデータ収集、報告システム、
データ管理の適切性の確認など一連のプロ
セス構築を支援します。

●排出クレジット組成プロジェクト、クリ
ーン開発メカニズム（CDM）／共同実
施（JI）プロジェクトの発掘・排出クレ
ジット組成の支援
PwC のグローバルネットワークを通じ

て温室効果ガス削減プロジェクトの発掘、
CDM ／ JI 事業として国連登録、排出クレ
ジット調達を支援します。

●温室効果ガス排出量・削減量に関する保
証業務
国際な排出権取引制度や環境・CSR ／

サステナビリティ報告書を目的とした温室

第 7 章　PwC Japan が提供するサポート
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効果ガスデータの信頼性を確保するための
第三者保証サービスを提供します。

7.2.4　環境デューデリジェンスおよび
不祥事対応サービス

● M&A・不動産取引・証券化の際の環境
デューデリジェンス
環境問題および社会問題を認識するため

の資産購入、企業合併統合、資産売却時に
おける環境デューデリジェンスを支援しま
す。

●環境・CSR ／サステナビリティ関連の
不祥事対応サービス（フォレンジックサ
ービス）
企業価値の毀損につながる環境・サステ

ナビリティ関連問題の発生時において事案
の性質を分析し、その結果に応じて PwC
が日本および世界各国で蓄積した経験や手
法をもとに、法的、財務的な諸問題の解決
を支援します。

7.2.5　サプライチェーンマネジメント

●サプライチェーンの環境・CSRのマネ
ジメント戦略策定の支援（方針・手続・
内部統制・システム）
環境・CSR に関連するリスクマネジメ

ントとして、また、より先進的、戦略的な
CSR の取り組みとしてのサプライチェー
ン全体の CSR マネジメントの戦略策定お
よび計画立案を支援します。

● CO2、化学物質（RoHS, REACH）、環
境配慮設計などライフサイクルアセスメ
ント
サプライチェーンの各段階における各種

の潜在的リスクの把握、影響の評価、そし
て効果的な管理を支援します。

●調達方針および手続のバリューチェーン
評価
バリューチェーンやサプライヤーとの関

係の分析、環境・社会に関する調達方針の
策定を支援します。

7.2.6　ITとサステナビリティ

●環境・CSR／サステナビリティ情報の
「見える化」の支援（CO2排出量、エネ
ルギー、水、廃棄物）
企業や製品における CO2 排出量、エネ

ルギー、水、廃棄物の情報のモニタリング
とその報告、体制構築を支援します。

●環境管理システムのシステム監査
環境情報集計システムに関して、そのシ

ステム利用にかかわる内部統制および環境
情報の算定・報告・表示機能の内部統制の
整備状況を対象とした保証サービスを提供
します。

7.2.7　パブリックセクター

●政策立案、制度設計支援
環境・サステナビリティに関する問題解

決において、官公庁や公的機関が直面する
各種課題に対応するための政策立案や制度
設計を支援します。

●エコシティ・低炭素都市の構築支援
エコシティ・低炭素都市のフレームワー

クの開発や、現状のパフォーマンスのレビ
ュー、課題の把握など、戦略策定および計
画立案を支援します。

●環境・サステナビリティ調達方針および
実行化の支援
官公庁や公的機関における環境・サステ

ナビリティに配慮した調達方針の策定や実
施を支援します。

●パブリックセクター・リサーチセンター
（Public Sector Research Centre）
パブリックサービスおよびインフラスト

ラクチャの効果的な提供に着目し、官公庁
や公共機関、官民の中間媒体のベストプラク
ティスの分析と調査サービスを提供します。

7.2.8　人材管理支援

性別、国籍、雇用形態にとらわれず、多
彩な人材と多様な働き方の人々が働くこと
ができる制度構築を支援します。

7.2.9　税　務

排出権取引にかかわる炭素クレジット
（排出クレジット）、炭素税などの税務、そ
の他エネルギー、廃棄物、水などの環境関
連の税務に関する調査および助言を行いま
す。
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• Carbon Disclosure Project 2009 （2009年 10月）

PwCがグローバルアドバイザーおよびレポートライターに任命されて 7年目にな
るカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）は、投資家に世界の大企
業の地球温暖化に対する取り組みについて独自の分析データを提供することを目的
としています。

http://www.pwc.com/gx/en/carbon-disclosure-project/global-500.jhtml

気候変動関連サービス

• PwC Low Carbon Economy Index 2008 -2050 （2009年 11月）

本レポートは、2020年を中間期として、2000年から 2050年までを対象とし、全
世界の炭素削減計画（carbon budget）の 63%を構成する米国、中国、インドそ
して欧州連合（EU）の 4経済の変化に着目したものです。米国、中国、インドそ
して EUの代表として英国の、炭素削減計画、コミットメントギャップ、政策ギャ
ップについて明らかにしています。

http://www.pwc.com/gx/en/low-carbon-economy-index/download.jhtml

環境・CSR／サステナビリティ情報の報告と保証

• The Sustainability Yearbook 2010 （2010年 1月）

PwCと SAMグループは 6年連続でサステナビリティ・イヤーブック・2010を発
表しました。同イヤーブックは、SAMグループが毎年実施する企業のサステナビ
リティに関連するアセスメントの第 11回調査の概観を示しています。これは、ダ
ウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスの基となっています。今年の調
査では、1200社を超える企業が評価されています。

http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/sustainability-yearbook-2010.jhtml

CSR経営の戦略・計画策定の支援

• Vision 2050 － The new agenda for business, WBCSD（2009年 2月）

PwC は、「持続可能な開発のための経済人会議」（World Business Council for 

Sustainable  Development、WBCSD）による Vision 2050プロジェクトの主要企業
スポンサーを務めました。本レポートでは持続可能なワークとはどのようなもの
か？どのようにそれを認識することができるのか？その世界により早く到達するた
めのビジネスの役割とはなにか？、の 3つの問いかけに応えています。

http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?DocTypeId=33&ObjectId=Mzc0MDE

Appendix サステナビリティ関連発行物
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Appendix サステナビリティ関連発行物

ITとサステナビリティ

• Going Green: sustainable growth strategies （2008年 2月）

気候変動に関する懸念は、グリーン製品とオペレーションのグリーン化の需要を高
めています。本レポートは、エネルギーコストを削減する一方で、技術企業がどの
ように”グリーン”関連の利益を追求しているかを示しています。本レポートはま
た、世界中の技術企業がサプライチェーンのグリーン化、環境リスクの低減および
ステークホルダーに対するサステナビリティ活動の報告に取り組んでいることを示
しています。

http://www.pwc.com/en_GX/gx/technology/pdf/going-green.pdf

サプライチェーンマネジメント

• Carbon Disclosure Project: Supply chain report （2009年 3月）

本レポートは二酸化炭素排出と気候変動のリスクに関する最初の世界的サプライチ
ェーン・レポートであり、対策を求める声に対する企業の対応やサプライチェーン
における二酸化炭素と気候変動の管理に関する透明性に焦点をあてています。

http://www.pwc.com/en_GX/gx/carbon-disclosure-project/assets/cdp-supply-chain-report-2009.pdf

• The world in 2050-Impact of global growth on carbon emissions （2006年
9月）

もし各国が状況を傍観し、今までどおりの活動（Business as usual）を続けた場合、
2050年の世界では二酸化炭素排出量が 2倍以上になり得るとする予測もあります。
現在の科学的見解では、これにより地球温暖化と気候変動に長期の深刻な影響が及
ぼされる可能性があります。

http://www.pwc.com/en_GX/gx/world-2050/pdf/world2050carbon.pdf

• The China Greentech Report 2009 （2009年 9月）

チャイナ・グリーンテク・イニシアチブは、世界の主要な技術企業、企業家、投資
家、非政府組織（NGO）、政策アドバイザーなど 80団体によるオープンソースの
商業的な協力体です。PwCは同イニシアチブの設立パートナーとなっています。

http://www.pwccn.com/webmedia/doc/633881021606123396_cn_greentech_report_sep2009.pdf
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税　務

• Tax and the Environment - A world of possibilities, IBFD（International 
Bureau of Fiscal Documentation）（2009年 4月）

本書は、環境に配慮した投資と活動に関する環境税とそのインセンティブの概要を
まとめたものです。税務および気候変動対策のインセンティブの導入を牽引する
13カ国における直接的・間接的な環境課税の原則と環境税の分析を含んでいます。
また、これらの地域における税務手法について包括的に取りまとめています。

http://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/environment-taxation-incentives.jhtml

• Empowering women to empower the earth （2008年）

男女共同参画と環境の持続可能性は、国連のミレニアム開発目標の 2つのテーマで
す。これらの 2つのテーマの成果は相互補完的か？最近の調査では、女性の社会的
地位の向上は地球にも活力を与えることが示唆されています。本レポートでは、男
女共同参画とサステナビリティの関連について探ります。

http://www.pwc.com/gx/en/women-at-pwc/empowering-women-to-empower-the-earth.jhtml

人材管理支援

•Managing tomorrow's people （2007年 9月）

今日の組織は、人事管理における大きな課題 ̶ 人材の危機、西側諸国
における従業員の高齢化、世界的な労働者の移動性への需要の高まり、
既存の雇用契約の持続可能性などにおける不確実性の高まり ̶ に直面
しています。これらの課題は、今後 10年間のビジネスにどのように影
響を及ぼすのでしょうか？これが本レポートのテーマです。

http://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/pdf/mtp-future-of-work.pdf

• Lean and Green - Embedding sustainable development in the 
Operational Efficiency Programme （2009年 11月）

われわれは、ここ数十年で最も厳しい経済環境におかれています。その直接の
結果として、今後数年にわたり、政府支出は大幅に削減されるでしょう。同時
に政府は、新しい各種規制や政策を通じ、気候変動やその他の持続可能な開発
目標に対応しています。サステナビリティと気候変動に関する責務は、パブリ
ックセクターの戦略およびプログラムの開発や実施にますます影響を及ぼして
います。

http://www.pwc.co.uk/eng/publications/lean_and_green.html

パブリックセクター
• Cities of Opportunity（2010年 3月）

PwC は、 米国 Partnership for New York City と共同で、 年次レポート「Cities of 
Opportunity － 世界の都市力比較」を発表しています。本レポートでは、世界の産業・
金融・文化の中心となる主要 21都市について、都市を活性化する主要素（都市力）を、
2009年に収集したデータをもとに 10の領域・58の指数を用いて分析し、それぞれ
ランキングを公表しています。3回目のリリースとなる本レポートの主たる目的は、
それぞれの都市の競争力を向上させたいと考えている産業界や政府のリーダーたちに
指針を示すことです。そのための新しい試みとして、今回、政府や産業界、非営利組
織の世界的リーダーたちへのインタビューを実施し、定性的な分析を加えています。

http://www.pwc.com/en_US/us/cities-of-opportunity/assets/pwc-citiesofopportunity-2009.pdf
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Appendix サステナビリティ関連発行物

調査 /ビジネス /その他

• The world in 2050:Beyond the BRICs: A broader look at emerging market 
growth prospects （2006年 3月）

「E7」の新興国 ̶ ブラジル、ロシア、インド、中国の BRICs経済とメキシコ、イ
ンドネシア、トルコ ̶ の急速な成長と世界における重要性の高まりに焦点を当て
たレポートの更新版です。本レポートでは、入手可能な最新データを反映して経済
成長予測を更新しました。また、その他の 13の新興経済を含めて、分析を拡大し
ています。13の新興経済を前回のレポートで検討した 17の経済大国に加えたこの
新たな「PwC 30」のグループは、世界の経済生産の 85％を占めています。

http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/beyond-the-brics.jhtml

• Taking responsibility（2008年 5月）

Global Communities Recognition Awards 2008の受賞者の発表と同時に、グロ
ーバル企業の社会的責任ダイアログが 2008年 5月に初めて発表されました。
このダイアログでは、PwCにおける企業の社会的責任の意味を明らかにし、
世界中の PwCファームが各コミュニティに良い影響を与えるために実施して
いる活動やイニシアチブの例を示しています。

http://www.pwc.com/gx/en/corporate-responsibility/csr-report-taking-responsibility.jhtml

• Consumer finance update: Corporate sustainability edition（Volume 10, 
issue 2, 2008年夏）

サステナビリティプログラムの開発に既に投資している企業もあれば、投資をして
いない企業や、課題について検討を始めたばかりの企業もあります。今日と将来の
課題を考え合わせると、サステナビリティを懸案事項の大重要テーマとする完璧な
時期はないかもしれません。消費者金融グループは、サステナビリティと消費者金
融企業の最新動向トレンドのディスカッションについてのニュースレターを提供し
ています。

http://www.pwc.com/us/en/consumer-finance/publications/update-corporate-sustainability-edition.jhtml

• Rebui ld ing the Global  Economy:Rebalance,  Connectedness, 
Sustainability （2009年 11月）

APEC CEOサミット 2009の組織委員会との協力で作成された PwCサーベイレポ
ートです。

http://www.pwc.com/sg/en/apec-ceo-summit/apecreport.jhtml

• Global CEO Survey: Redefining success （2010年 1月）

PwCによる「第 13回　世界 CEO意識調査」は、CEOがこの景気後退に対処する
ためどのような対策をとったか、景気回復後のビジネスの状況をどのように捉えて
いるか、自分たちの組織を適応させるためにどのような修正をしていくか、につい
て調査したものです。2009年度第 4四半期に 52カ国、1,198名の CEOを対象に
実施しました。その結果、景気後退の長期化という最悪の不安を抱えながらも、
CEOは将来への成長に悲観的だった昨年から一転、自信を回復しつつあることが
明らかになりました。

http://www.pwc.com/ceosurvey/
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お問合せ先

■本冊子のお問合せ先
E-mail：pwc.jp.sustainability@jp.pwc.com

■サステナビリティ・スペシャリスト
PwC Japan

丸山　琢永・ PwC・Japan・サステナビリティ・統括リーダー
Scott・Williams・ PwC・Japan・サステナビリティ・ネットワークリーダー
寺田　良二・ PwC・Japan・サステナビリティ・リーダー
・ 環境 /CSR 情報開示、環境会計
阿部　和彦・ 環境債務
野村　恭子・ 気候変動、森林・生態系
呉　　清輝・ 気候変動
片山　竜・ 低炭素都市づくり
安田　景・ エネルギー
松浦　康夫・ 環境ビジネス
高島　淳・ 環境税・排出権の税務
久禮　由敬・ 統合レポート
中山　崇・ XBRL

PwC Global および 各国地域
サステナビリティ・サービスは、世界各国の 700 人のスペシャリストを擁しています。世界各国とのネットワークを
通じて各国のメンバーと連携し、複数国にまたがる課題、現地国での課題に取り組みます。

PwC・Japan（プライスウォーターハウスクーパース・ジャパン）は、あらた監査法人、プライスウォーターハウス
クーパース株式会社、税理士法人プライスウォーターハウスクーパース、およびそれらの関連会社の総称です。
各法人は世界 154 カ国に 161,000 人以上のスタッフを有する PwC グローバルネットワークの日本におけるメン
バーファームであり、それぞれ独立した法人として業務を行っています。
公認会計士、税理士、その他専門職員約 4,000 人を擁するプロフェッショナルサービスファームとして、クライ
アントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。
PwC・Japan では、クライアントの課題解決のために、監査およびアシュアランス、アドバイザリー、そして税
務において、国内およびグローバルにおける複雑な経済環境で活躍される皆様にきめ細やかなサービスを提供
しています。

PwC Japan
・・あらた監査法人
・・プライスウォーターハウスクーパース株式会社
・・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
・・株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所
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