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エネルギー需要と変革
世界の人口増加と新興国や途上国の経
済発展に伴い、世界のエネルギー需要
は、今後急増すると指摘されている。
2050年には、世界のGDPは約4倍に成
長、エネルギーの需要も2倍以上に膨
れ上がると予想されている。
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水・食糧の安全保障
人口増加と都市化、経済拡大によって、水の
問題が深刻化している。
世界人口の20％は、安全な飲料水を確保で
きず、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る。

BOP

72％
40億人

人口爆発と人口構造
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
ている。
2007年時点において、世界人口の所得
ピラミッドの底辺から72％、約40億人が
年間所得3,000米ドル以下で暮らす低所
得者層（BOP）に相当するとされている。

Issue

Issue
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リーダーの役割

　今、世界で何が起こっているのか。そ

れに対して組織のリーダーたちは何を思

い、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。

　長い歴史の中で培われてきた現在の市

場経済システムを変革することは、容易

ではない。だが、私たちはサステナビリ

ティを阻害する要因を、市場メカニズムを

通じて解決する努力を惜しむべきでない。

　その変革段階において、政府機関は制

度設定者として極めて重要な役割を持つ

だろう。プレーヤーである企業のリー

ダーもまた、重要な役割を担う。

　あらゆる組織のリーダーは、価値の変

化に対応していかなければならない。な

ぜなら対応することで新しい価値が生ま

れ、市場へと発展していくからだ。この

変化は、リーダーにとって大きなチャン

スでもある。

地球規模のメガトレンド

　20世紀初頭、約20億人だった世界人

Big Picture
サステナビリティの未来を考える

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か。
地球規模で進行しつつある様 な々問
題は、国家にとどまらず市場にも影響
を及ぼし始めている。
本稿では、持続可能な地球環境と健
全な人間社会の発展のために、ビジ
ネス・政策のリーダーとして、その目線
の置き方と行動原則のあり方について
概観する。

野村恭子 Yasuko Nomura

あらた監査法人 マネージャー
PwC Japan サステナビリティネットワーク
ドライバー

PROFILE

環境学博士。環境コンサルタント会社、国
の研究機関を経て、2005年からPwCのサ
ステナビリティサービスに従事。地方自治体や
業界団体の環境関連委員会委員を歴任。
気候変動分野の排出量取引制度、CDM、
森林バイオマス分野の事業展開に貢献。本
レポート（Big Picture）の作成に携わる。

口は、2050年には現在より3割多い90億

人を超えると予想されている。医薬の進

歩と拡大する食糧生産、交通や情報通信

を支える様々な技術とその進歩を誘発し

続けるグローバル経済システム。

　現在の繁栄を支えるために、今以上の

スピードでエネルギー、農水産物、鉱物

資源、水を大量に消費することは、廃棄

物、汚染物質、温室効果ガスを大量に排

出することと等しい。それだけにとどま

らず、資源ナショナリズムや貧困、人種

差別といった社会問題の歪みも引き起こ

しつつある。

 「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

解する必要がある。

サステナビリティに関する
ビジネスリスクと機会
　

　図表1で示した8つのメガトレンドの

諸問題は、私たちの経済社会や企業のビ

ジネス活動にどのような影響を及ぼすの

だろうか。

　気候変動のような環境問題は人の健康

や社会インフラに対して物理的な損害を

与えるだろうし、国際金融資金は先物取

引市場に価格的な影響を与えるだろう。

　しかし、メガトレンドの諸問題はすべ

てがネガティブに働くわけではない。対

処の仕方によっては新たな機会となる可

能性がある。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、既存方法の変革が必要とな

世界経済システム

▶サブプライムローン問題に端を発した世界同
時不況からの脱却の遅れ。深刻化する先進国
各国政府の財政難

▶グローバリゼーションの進展に伴う世界経済
の多極化と、米ドルとユーロの国際的位置づけ
の行方

▶新興国、アジア諸国の経済の成長と安定の不
確実性

▶短期的な経済情勢、景気等に左右されない長
期的な資金の循環と配分。社会インフラとして
の金融の役割・機能の模索

水・食糧の安全保障

▶生活・命を支える基本的な資源。世界全体の
人口増加、水・食糧需要の増加は、各国の水・
食糧の安全保障、特に貧困層への確保の課題
が増大

▶世界の飢餓人口は、2009年で世界人口の６分
の１3）。食糧需給が、食糧価格の高騰、食糧輸
出の制限、自然災害による収穫被害等の影響
を受けやすくなる

▶新興国・途上国の急速な人口増加と都市化は、
安全な飲料水と上下水道の環境整備が遅れ、非
衛生的な水による健康被害や水不足が深刻化

天然資源・生態系へのあつれき

▶気候変動と人口増加が農水産物、バイオマス、
鉄鉱石、レアメタル等の需要を増大させ、天然
資源の利用と生態系の保全と対立が顕在化

▶公共財としての生態系サービス（エコシステム
サービス）の利用のあり方の議論と取り組みの
動き

▶2010年、生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）の名古屋開催

人口爆発と人口構造

▶新興国・途上国の急速な人口増加は、都市と農
村の所得格差、食糧や資源・エネルギーの確保、
環境汚染を深刻化

▶日本の少子高齢化と労働人口減少は国の活力・
財政への影響。社会インフラの受け皿の整備
が急務

▶グローバル化に対応した、人種・宗教・人権・
労働条件の多様性を加味した人事・雇用戦略
の必要性

気候変動による危機

▶気候変動は、海面上昇、集中豪雨や渇水、感染
症や疫病の発生と、農水産業や国土に及ぶ二
次的被害をもたらす

▶致命的な危機を回避するには、2050年頃まで
に温室効果ガスを50～80％レベルまで抑制が
必要1）

▶世界全体のGDPの１％に相当する2.5兆円を毎
年投資が必要で、経済投資を行わない場合
GDP換算で各国平均５～10％の損失2）

▶世界全体での低炭素型の経済・社会の進展が
急務

経済圏域のシフト

▶2010年中に、中国のGDPが日本を抜き世界第
２位に
▶組み立てた消費財を欧米へ輸出するモデルか
ら、アジアが最終需要地となる供給モデルへ
の変化

▶アジア新興国を中心とした資金流入、貿易構
造、労働市場等へのパワーシフト

▶アジア市場、経済のガバナンス体制構築への
動き

エネルギーの需要と変革

▶2050年、世界全体のGDPは４倍に対して、エ
ネルギー需要は２倍以上に膨張

▶ピークオイルと化石燃料の枯渇、エネルギー安
全保障、気候変動の流れから化石燃料の依存
からの脱却

▶原子力発電や再生可能エネルギーの促進と新
たなエネルギー需要戦略の加速。一方で、新た
に各国、各企業の保護主義、利益追求主義を
生み出す

IT・デジタル社会

▶情報通信技術による異業種間の融合ビジネス
の拡大

▶情報通信インフラの投資効果、次世代技術（ス
マートグリッド、クラウドコンピューティング
等）の導入、企業のグローバル化等、ITを生か
した包括的な経営マネジメント戦略の重要性
が増大

▶情報格差への配慮と情報セキュリティの確保

1）IPCC（2007）, IPCC第４次評価報告書
2）HM Treasury UK（2006）, Stern Review on the Economics of Climate Change
3）FAO（2009年7月19日）, 1.02billion people hungry

図表1◉地球規模のメガトレンド

21 世紀の「持続可能な社会づくり」に警鐘を鳴らす代表的な要因は、「気候変動による危機」「エ
ネルギーの需要と変革」「天然資源・生態系へのあつれき」「人口爆発と人口構造」「水・食
糧の安全保障」「IT・デジタル社会」「経済圏域のシフト」「世界経済システム」の８つである

スコット・ウィリアムス
Scott Williams

あらた監査法人 ディレクター
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オーストラリア出身。４月よりシドニー事務所か
ら東京事務所に着任。サステナビリティ全般、
気候変動、最新のIntegrated Reporting

（統合報告）に精通。ロンドン、ニューヨーク、
環太平洋の各事務所のネットワークを生かし、
日本におけるサステナビリティサービスの事業
拡大、発展を目指す。

※本稿は、PwC Japanが発行するレポート「Big 
Picture～サステナビリティの未来を考える」か
らの抜粋・要約版です。本レポートご希望の方
は、以下にお問い合わせください。
＞＞pwc.jp.sustainability@jp.pwc.com
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る場合もある。こうした変革に取り組ま

なければリスクを機会に変換できず、こ

れまで認識していたリスクのみの対応に

とどまってしまうだろう。

　組織のリーダーは、それぞれの立場か

らこうしたリスクを予測することによっ

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役割を担う。

社会的な損害リスクの認識

❶ 物的損害

　温室効果ガスに起因する気候変動は、

物的な社会インフラや事業用施設・設備

に直接的な影響を与える要因となる。温

暖化が原因とされる巨大低気圧や局地的

な豪雨・水害による世界的な被害件数

は、2008年現在約600件、金額ベースで

約1,200億米ドルであり、過去30年間で

件数は2.7倍、金額ベースでは約４倍に

増加した†1。

　経済社会にとっては、自然生態系が持

つ生物の多様性も重要な要素である。生

態系サービスの恩恵で成り立つ産業は数

多く存在するが、環境配慮を欠いた開発

行為、有害物質を含んだ排出による大気、

水域および土地の汚染は、大きな脅威と

なっている。

　特に、有害物質を含む排出に起因した

土壌汚染は、土地利用を制約する物的損

害であると同時に、深刻な財務問題でも

ある。

　土壌地下水汚染に起因した日本全体に

おける潜在的な土壌汚染対策費は16.9兆

円と試算されている†2。また、日本では

2010年4月の会計年度より、法的義務を

伴う場合には会計上、環境負債として土

壌修復費用を計上する必要がある。

❷ 人的被害

　急激な人口増加に伴う食糧不足、資源

争奪のための紛争、気候変動による自然

災害や農業・漁業への悪影響、自然生態

系の有害物質汚染等、現在、地球上で進

行しつつある多くの事象は、生命や健康

に甚大な影響を及ぼしている。

　中でも食糧不足による飢餓は、今も昔

も変わらず、私たちが抱える最大の問題

である。背景には、地域紛争や温暖化等

に起因する自然災害による難民の発生が

あるが、食糧価格の高騰や貧困層の人口

増加も飢えの原因となっている。

　水不足も深刻な問題である。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

がっている。人口が増加しているアフリ

カでは、水不足の深刻化が地域紛争のさ

らなる原因になる可能性がある。

　さらに、気候変動は、洪水および暴風

雨による水害、熱波や山火事を引き起こ

し、これらの自然災害による犠牲者を増

加させる。防災施設や国土整備が不十分

で、沿岸地域に人口が密集する途上国で

は、被害をより一層大きくさせる可能性

がある（図表2）。

企業活動におけるリスク

　図表３に示すように、ビジネスのリス

クは、経営の外部環境として生じるもの、

経営の内部要因に関連して生じるものに

分類できる。

 【外部環境】

❶ 競合者（市場における競争力）

　企業全体、国内・海外地元地域におい

て、サステナビリティの諸問題にいかに

取り組むかによって、事業収益や企業評

価を揺るがす場合もあれば、積極的な取

り組みや貢献が社会から支持され、競合

者や業界をリードできる場合もある。

❷ 顧客（ニーズ）

　企業活動に対する顧客の評価は、価格

や機能、利便性、安全性のみならず、サ

ステナビリティという観点からも重要視

されつつある。顧客の信頼を得るには、

環境・CSR報告書やステークホルダー

対談を活用し、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必要が

ある。

❸ サプライヤー（管理）

　製品やサービスの多様化や機能の向上

は、取引先であるサプライヤーへの依

存が高まる。サプライヤー側でもサス

テナビリティ関連の不祥事によって自社

のブランドや業績にダメージを受けやす

い。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鍵となる。

❹ 投融資者・他のステークホルダー（期待）

　投融資者とのコミュニケーション不

足、不十分な情報把握と開示は評価を下

げ、資金調達リスクを高める可能性があ

る。サステナビリティへの取り組みとそ

の関連情報を積極的に開示した資金調達

戦略も期待される。

 【内部環境】

❺ 従業員（人材資本）

　取り組み次第で大きな力となる反面、

大きなリスクにもなりえる。事業の海外

進出における海外特有の課題の克服と、

国内労働人口の減少を見据えた雇用戦略

の見直し等、多くのハードルが存在する。

❻ 製品・サービス
　（環境性・安全性の責任、配慮）

　グローバリゼーションにより、製品や

サービスを通じて生じる環境や社会への

影響が拡大するリスクがある。また、使

用や廃棄の段階で生じる環境・社会的問

題にどのように配慮しているか、製品や

サービスに対する説明責任とともに、信

頼性と透明性も不可欠となる。

❼ 製造
　（プロセスの環境・社会のマネジメント）

　メガトレンドの影響によって、製造や

調達から派生するサステナビリティのリ

スクも変化する。従来からの設計変更や

追加コストを伴う取り組みは企業の負担

となるが、リスクに対する積極的な行動

は業界のスタンダードを変えていくと同

時に大きな競争力となる。

❽ 財務（コスト・会計・情報開示）

　環境を中心としたサステナビリティ情

報と財務情報は、その関連性が深まると

ともに重要性も高まると考えられる。企

業、経営者は、自社のサステナビリティ

に関する状況と財務情報とを関連づけた

統合的な管理に加え、客観的な情報を用

いた説明が求められる。

リスクを機会に変える

　リーダーが企業活動においてサステナ

ビリティを考慮することで、ビジネスの

リスクと機会のあり方が異なってくる。

ある産業にとってはビジネスリスクで

あったとしても、他の産業にとってはビ

ジネス機会と考えられる場合もある。

プロセスの環境・
社会のマネジメント

❼製造

コスト・会計・
情報開示

❽財務

人材資本

市場における
競争力

❺従業員

❶競合者

期待

❹投融資者・他の
　ステークホルダー

ニーズ
❷顧客

管理
❸サプライヤー

環境性・安全性
の責任、配慮

❻製品・サービス

内部環境

外部環境

企業

▶新興国等、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

▶サプライヤーの不祥事の自社ブラ
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

▶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

▶グローバル化に伴う製造拠点の
分散と拡大

▶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

図表3◉企業活動におけるリスク

物的損害

▶温室効果ガスに起因する気候変動による、
物的な社会インフラや事業用施設・設備の
損害、事業被害

▶環境配慮を欠いた開発行為、有害物質を
含んだ排出による大気、水域および土地の
汚染

▶有害物質を含む排出に起因した土壌の汚
染による、土地利用を制約する物的損害と
財務問題

人的被害

▶急激な人口増加に伴う食糧不足
▶資源争奪のための紛争
▶食糧価格高騰により引き起こされた貧困層
へのしわ寄せ

▶気候変動に起因する自然災害による死亡
者や負傷者の増加

図表2◉社会的な損害リスク



Global Thought Leadership

8   Value Navigator Value Navigator   9

　サステナビリティの問題をめぐり、将

来的には業界の勢力図が移り変わる可能

性がある。たとえば、電力業界では化

石燃料の安定調達・確保と温暖化ガスの

排出削減への圧力があるが、このことは

再生可能エネルギーの導入やスマートグ

リッドによる新規電気需要開拓を促進す

ることとなり、異業種の新規参入の機会

となりうる。

求められる新しいガバナンスモデル
サステナビリティフレームワーク

　地球規模のメガトレンドに対応するた

め、今あらゆる組織において新しいガバ

ナンスが必要とされている。これは、従

来のガバナンスモデルが、時代の変化に

対応できなくなっているからである。

　それでは、新しいガバナンスモデルと

はどのようなものなのだろうか。

　国家レベルでは、国の豊かさを示すた

めに経済生産面だけでなく、資源の枯渇

や環境破壊といった経済のマイナス面も

加味されるように、GDP自体を見直そ

うとする議論が高まっている。一方、企

業レベルではコーポレートガバナンスに

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ようと

している。

　このように、世界のガバナンスは経済

要素に加えて環境や社会の要素を取り込

んだ形へと変化しつつある。

　PwC（プライスウォーターハウスクー

パース）が提案する「サステナビリティ

フレームワーク」は、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し、

新しいガバナンスモデルに対応するもの

である。

【サステナビリティフレームワーク】

Ⓐ 統合された意思決定

Ⓑ 管理システムと情報通信技術

Ⓒ 新しい価値にもとづく会計と内部報告

図表4◉化石燃料を再生可能エネルギーに変えた時に起こる変化

ゲームの目的：組織の持続可能な発展と価値向上、地球レベルの課題解決に取り組む

経営者

測
定
・
外
部
報
告
・

透
明
性
と
保
証

Ⓑ管理システムと情報通信技術Ⓐ統合された意思決定

Ⓓ研究開発と教育Ⓔステークホルダーエンゲージメント
（対話と関係づくり）

新
し
い
価
値
に
も
と
づ
く

会
計
と
内
部
報
告

クッション

メガトレンド 1

2

3

気候変動による危機
エネルギーの需要と変革
天然資源・生態系へのあつれき

4

5

6

人口爆発と人口構造
水・食糧の安全保障
IT・デジタル社会

7

8
経済圏域のシフト
世界経済システム

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

ゴール

サステナビリティフレームワーク

球

1 4

6

8

7

キュー

企業
手球

5 3

ⒸⒻ

2

あなたの会社は、サステナビリティリーダーと言えるだろうか？

外部要因対応1

レポート・説明責任4

戦略策定2

マネジメント支援・強化3

□企業のセルフチェック体制は整備されていますか？

□企業の外部事象、要因から企業経営におけるリスク検討（事故・故
障対応による企業リスクの検討等）を行っていますか？

□また上記のリスク検討結果を経営戦略に取り入れていますか？
□社会的責任を果たせていますか？（企業活動が環境、資源等に影響
を与えていませんか？）

□社会継続のための必要な対応はできていますか？

□環境法・規制対応のための組織構築、機構改正がなされていますか？
□グローバリゼーションに伴う多様なリスク（マネジメント、現地対応
時の問題、監査のコスト過多等）に対応できていますか？

□自社の社会に対するビジネス影響度を分析できていますか？

□温室効果ガス排出量・削減量の信頼性は担保できてい
ますか？

□環境・CSR報告書／サステナビリティ報告書は第三者か
ら保証されていますか？

□環境債務や環境会計は現状を反映していますか？
□廃棄物管理は効率的に機能し、合法的に処理していますか？

□（規制対応等を行う際）グループ内での現状把握（数
値的把握）はできていますか？

□サービス、製品レベルのトレーサビリティはできていますか？
□サステナビリティ・マネジメント・システムは構築できていますか?

□企業価値向上のための活動はなされていますか？
□上記に関する人材育成はなされていますか？
□投融資者、その他ステークホルダー（業界団体等）の意見を取り込
んでいますか？

□ステークホルダーダイアログ等を実施していますか？
□国内外で発生する排出権、環境税、環境負債に対応できていますか？

図表5◉サステナビリティ・リーダーズ・チェックリスト

Ⓓ 研究開発と教育

Ⓔ  ステークホルダーエンゲージメント

（対話と関係づくり）

Ⓕ 測定、外部報告、透明性と保証

　ここでは、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

をビリヤードになぞらえて説明しよう。

　ビリヤードでは９つの球を用いたナイ

ンボールが有名だが、サステナビリティ

フレームワークで使うのは８つの球だ。

この８つの球がメガトレンドを、手玉を

つくキュー（棒）が経営者を、手球が

組織、クッションがサステナビリティフ

レームワークを表している。

　ビリヤードでは、クッションと球、球

と球が起こ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

考える。そして、これを引き起すのが

キューと手球だ。

　一方、組織経営も、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

が必要となる。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

められるのだ。

　図表４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⑤）にも効果があることを示してい

る。また、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

がるのである。 V

 †1: Climate change and impacts, Munich Re, 
2009

 †2: 土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実
態等について、環境省、2007

サステナビリティ関連発行物

Vision 2050
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/
details.asp?DocTypeId=33&ObjectId=Mzc0MDE

　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ている。本
レポートでは、「持続可能なネットワークとはどの
ようなものなのか？」「どのようにそれを認識する
ことができるのか？」「新たな世界により早く到
達するためのビジネスの役割とは何か？」に対す
る回答を記載。

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

　PwCとSAMグループは５年連続でサステナビリテ
ィ・イヤーブック・2010を発表。同イヤーブックは、
企業のサステナビリティとそれに関連する課題と機会
について解説した、世界で最も包括的な発行物のひ
とつである。

PwC Low Carbon Economy Index 
2008-2050
http://www.pwc.com/gx/en/low-carbon-
economy-index/index.jhtml

　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％を構成するアメリカ、
中国、インドそしてEUの４経済の変化に着目した
もの。アメリカ、中国、EUの代表としてイギリスの、
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る。




