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PAGE 4: 1 –企業は、気候変動に対する取り組みを開始している。

しかし、現在の排出削減目標に見られるのは野心の欠如だ。 

PAGE 7: 2 – 何が企業の足かせとなっているのか？ 

企業の排出削減計画の障害と課題。

PAGE 15: 3 – 企業は幅広いツールおよびソリューションを用いる 

ことが可能である。排出削減計画を加速するための6つのポイント。

PAGE 26: 結論
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世界は厳しい現実に直面している。 現在のままでは、パリ協

定で定められた「地球温暖化を産業革命以前の水準と比較

し 1.5℃に抑制する」という目標には遠く及ばないだろう。 こ

れまでと変わらぬ事業を続ければ、21世紀末には 2.6℃の

上昇につながると見られている。各国政府がすでに発表し

ている戦略を実施したとしても、気温上昇を 1.8℃から 2.4℃

の間の水準に抑えるだけであり、その効果はわずかである。

現在の政府目標および現行の規制レベルは明らかに不

十分である。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第

6次評価報告書によると、パリ目標を達成するには、2019年
比で 2030年までに 43%、2040年までに 84%の温室効果

ガス排出削減が必要とされている。 私たちが実際に目にし

ているのは、世界の温室効果ガス排出量が、新型コロナウイ

ルス感染症拡大からすぐに再増加し、すでに 2019年の水

準を超えていることである。異常気象の増加、海面上昇、山

火事の増加により、政治家はより厳しい規制を課す可能性

が高く、企業およびそのサプライチェーンに大きな影響を与

えると見られる。

気候変動の緩和における企業の役割に議論の余地は

ない。 大手コングロマリット企業の CO 2 排出量は、一国

の排出量に匹敵する場合もある。 例えば、世界最大手

の化学会社の一社は、2020年にクロアチアのカーボン

フットプリントと同等の 1, 700万トンの CO 2  を排出した。

同様に、世界有数の鉄鋼メーカーは 2020年に約1億 5,000
万トンの CO 2 を排出し、人口1億人超のフィリピンの 1億
3,600万トンを上回っている。

政府はどのような対応をしているのか？欧州連合（EU）で
は、すでに「企業サステナビリティ報告指令（CSRD）」を採択

しており、2022年末までにその詳細を決定する予定である。

米国証券取引委員会 （SEC）も、気候関連の情報開示につ

いて詳述した連邦レベルの規則制定案を発表している。州

レベルでは、カリフォルニア州が、特定の企業に対して直接

的および間接的な温室効果ガス排出量を毎年報告すること

を義務付ける気候企業説明責任法の採択を検討している。

企業への圧力に加え、今後数十年にわたって CO2  の価

格上昇が見込まれる。価格は、先進国と一部の開発途上国

において、現在の 100米ドル /tCO 2 eを下回る値から 200
米ドル /tCO2  eまで上昇すると予想される。さらに、2026年
までに施行される予定の EUの炭素国境調整措置（CBAM）

は、EUが輸入する炭素集約型製品に炭素関税を課し、他

の地域の生産者に、EU基準に合わせるか、より高いコストを

支払うことを求める。米国で同様の取り組みとしては、カリフォ

ルニア州キャップ・アンド・トレード制度と、北部 11州を対

1 – 企業は、 
気候変動に対する取り組みを 
開始している。しかし、現在の 
排出削減目標に見られるのは

野心の欠如だ。
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象とする地域温室効果ガスイニシアチ

ブ（RGGI）の 2件がある。

企業は、有害排出物の削減につい

て、従業員や顧客といったステークホ

ルダーからのさらなる圧力に直面して

いる。 人材の採用や雇用維持におい

ても、気候変動対策が果たす役割が

高まっている。 顧客も、企業が環境に

与える影響をますます認識するように

なり、企業が何らかの対策に取り組む

ことを求めている。

さらに、ロシアのウクライナ侵攻に端

を発した最近の政治的混乱により、企業のリーダーはエネ

ルギー安全保障を最優先課題としている。 エネルギー安

全保障の確保および現在の供給体制の変更は明らかな優

先事項であるが、これは脱炭素計画を脅かす可能性がある。

しかし、当社はこの 2 つの連動は可能であると考える。エネ

ルギー自給を高めたいという願望は、新技術、低排出電力、

ガスへの移行を加速させ、それによって脱炭素化を促進す

る可能性がある。化石燃料の供給力が限られていること、そ

して価格の変動が大きいことは、政府と企業の双方によるこ

うした CO2  排出の無いエネルギー源への移行を促進する

かもしれない。

企業は行動を起こし始めているが、 
取り組むべきことはまだ多く存在する

企業への圧力が強まるにつれ、多くの企業が気候変動対

策に着手し、独自の排出削減目標を設定するようになってい

る。 主要経済国の大手上場企業 4,700社のうち、温室効

果ガス排出量を報告している約 58%はすでに削減目標を

設定しているが、排出量削減の数値目標と目標達成のため

の期間の両方を設定している企業の割合はわずかに少な

い。 しかし、CO2  排出量が最大である企業のうち、排出削

減目標を設定する企業の割合は、2021年 1月から 12月の

間に約 19%増加しており、この傾向はプラスである。

また、排出削減目標を自ら設定する企業は、より専門的な

方法で目標を設定するようになってきている。約 3,250社が

SBTイニシアチブ （SBTi）に参加しており、そのうちの 46%
は目標の承認を取得し、グリーンウォッシュであるとの非難を

回避している。 また、多くの企業は、気候変動対策につい

て同業他者や政策立案者との対話を行っている。例として、

第 26回締約国会議（COP26）でのグリーンゾーンおよびブ

ルーゾーンでのこうした企業の存在は、

注目に値するものであった。 また、国

連気候変動枠組条約 （UNFCCC）が
主導する「Race to Zero （ゼロへのレー

ス）」キャンペーンに参加する企業も増

えている。キャンペーンに参加する企

業は、2030年までに CO 2  排出量を

半減させ、遅くとも 2050年までにネット

ゼロを達成することを約束する。   A

こうした行動があるものの、企業が現

在設定している目標は、必要な短期的

排出削減量を達成するには不十分で

ある。 Net Zero Tracker、Thomson Reuters、The Climate 
Action 100+ Net Zero Company Benchmarkのデータに

よると、2030年までに排出量を 50%削減する目標を立てて

いる大企業はわずか 10 ～ 15%程度にすぎない。 さらに、

Thomson Reutersでは、主要経済国の大手上場企業が設

定した目標の合計は、これらの企業の排出量を 2030年まで

に 20%削減するのみであると推定している。 パリ目標を達

成するためには、2030年までに世界全体の温室効果ガス

排出量を 43%削減する必要があることを考えると、企業がこ

の問題の重大さを認識していないことは明らかだ。

たとえ企業が有害な排出を削減するために、十分に野心

的な目標を普遍的に設定したとしても、それを実施する段階

で多くの課題が残るだろう。次章では、これらの障害に焦点

を当て、多くの企業にとってネットゼロへのレースはなぜ始

まったばかりなのか、その解明に努める。

企業が現在設定 
している目標は、 

必要な短期的排出

削減量を達成する

には不十分である。
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注： 主要経済国で時価総額が最大の上場企業 4,700社 （Thomson Reuters）、CO 2 排出量が最大の 166社 （Climate Action 100＋）、 
 売上高で世界最大の上場企業 2,000社（Net Zero Tracker）に基づいており、すべての数値は概算である。

出所：Thomson Reuters、The Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark 、Net Zero Tracker、ローランド・ベルガー

A
企業の現在の目標は不十分
排出削減目標を設定している企業の割合

50 %  
脱炭素化の 
目標を設定 
している大手
企業

これらの企業の
うち 

80 % 
が 2030年まで
の目標を設定 企業の目標

パリ協定目標15 %  
2030年までに
50 %削減の目標を 
設定している割合

20302020

企業が設定した目標の合計では、
2030年までに排出量を 

20% 
減少させるにすぎないが、パリ協定

の目標では、2030年までに

43 % 
の削減が求められている 
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パリ目標を達成するには、企業が早急に炭素削減計画を加

速させる必要がある。 彼らが今後 5年間で何をするかが重

要になるだろう。企業が直面する技術的な課題は業界によっ

て異なる。 しかし、低排出エネルギーの限られた供給力へ

の対応や持続可能性に焦点を当てた企業文化の確保など、

すべてのステークホルダーに共通した障害もある。 これらの

普遍的な課題の一部を以下で論じる。

低排出エネルギーの限られた供給力

企業は、エンジンの動力源、熱の発生源、材料の変換な

ど、事業を運営するうえでエネルギーに依存している。 現

在企業が使っているエネルギーの大部分は、化石燃料由

来でカーボンフットプリントが高い。企業は、低排出電力（風

力、太陽光、水力、原子力）による電化または低排出ガス（バ

イオ燃料や水素など）への転換を通じて低排出エネルギー

にアクセスできる。しかし、低排出エネルギーの入手可能性

は限られており、地域によって異なる。国際エネルギー機関

（IEA）によると、2020年の世界の総エネルギーのうち、低排

出エネルギーはわずか 17%であった。

また、世界的な低排出エネルギー需要は増加が見込ま

れており、低排出エネルギー源への圧力は一層高まってい

る。 したがって、産業プロセス、暖房システム、移動や輸送

の電化により、ネットゼロシナリオでの電力需要は、2020年
から 2030年の間に 27%増加すると予測されている。 これ

には、過去に前例のない規模のステークホルダーの関与と

大規模な投資が必要となる。 1.5℃目標を達成するために

は、再生可能エネルギーの設備容量を 4倍にする必要があ

る（IRENA）。 IPCC第 3作業部会の報告書「2022年 気候変

動 - 気候変動の緩和」は、発電、送電、配電への年間投資

合計額は、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準と比べ、

2 ～ 5倍にする必要があるとしている。

再生エネルギーの潜在的生産能力は、世界中に偏在し

ている。 簡単に言えば、太陽や風をより多く利用できる国も

あれば、そうでない国もあるということだ。 再生可能エネル

ギーの生産が可能な場所では、広大な土地も必要となる。

例えば、ドイツで現在のエネルギー消費が完全に電化され

ると仮定すると、太陽光発電では約 15,000km2 の土地が

必要となり、風力発電では約 26,000km2 の土地が必要と

なるが、これは例えば、スロベニアなどの国土全体よりも大き

い。特に原子力発電所や大型水力発電所の場合、排出量

ゼロのエネルギー設備を建設するのにも時間がかかる。

ネットゼロのシナリオでは、バイオ燃料と水素の需要は

2020年からの 10年間で 6倍に増加すると考えられる。しか

し、生産能力の増強の可能性に関しては大きな不確実性が

存在する。 2050年に消費されるバイオ燃料の約 90%は、

食料以外の原料（農業生産の余剰分）から作られる先進的

なバイオ燃焼になると予想されるが、現在はわずか 1%に

過ぎない。 現在は、食糧生産と競合するリスクがあるのだ。

一方、水素の需要は 2020年の 9,000万トンから 2030年に

2 – 何が企業の 
足かせとなっているのか？ 
企業の排出削減計画の 
障害と課題。
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は約 2億 1,000万トンに増加する見込みだ。グリーン水素

の割合は現状では 1%を下回る。

利用可能なクリーンテクノロジーは多いが、 
必要な規模に達していない

IPCCの最新の報告書では、温室効果ガス排出削減にお

ける「クリーンテクノロジー」の重要性が強調されている。 し

かし、2030年から 2070年の間に必要となる技術の多くは、

まだ商業的に利用可能ではない。 IEAのデータによると、

2070年までの累積 CO 2 排出削減量の 1/3以上は、現在

はまだ試作または実証段階にある技術によるもので、研究

開発への巨額の追加投資なしには実用化されないことが示

唆されている。 1　　  B

これらのクリーンテクノロジーは、十分な規模に達するまで

は企業からはリスクとして認識されるだろう。 この状況は、サ

プライヤー、顧客、競合他社が将来どのテクノロジーを導入

するかを企業が把握しない限り、また、顧客がそうした技術

に付加価値を感じて対価を払う準備ができていると判断す

るまで継続するとみられる。規制が限定的で、対象となる補

助金がない状況では、企業は移行を開始する前にビジネス

ケースが実証されるのを待ち、直ちに採用可能な単一のソ

リューションが登場するまで待つことを好む傾向にある。

グリーン水素が良い例である。実用化するには、必要な技

術の規模を拡大していかなければならない。 水素バリュー

チェーンを生産から輸送・流通インフラを含めた最終用途

にまで拡大するには、多額の投資が必要となる。 このため、

世界の水素設備投資は 2050年までに累計 10兆ユーロに

達すると予想され、そのうち 2兆 2,000億ユーロは欧州での

投資となる。電解槽の総設備容量を増やすことは、実用化

に向けて準備するうえで重要で、電解槽の特定の構成部品

については、技術的進歩により、設置容量が 2倍になるごと

に 5～ 18%のコスト削減が可能になる。

1  FIEA、エネルギー技術見通し2020年版  [https://www.iea.org/reports/
energy-technology-perspectives-2020/clean-energy-innovation#abstract]

26%
成熟

39%
導入初期

18%
実証段階

18%
大型プロトタイプ

出所：IEA持続可能な開発シナリオ（2070年）、ローランド・ベルガー 

B
未だ商業化に至らない多くの技術

現時点での技術の成熟度による2070年のCO2 排出削減量

注：クリーン技術による CO2 排出削減量全体に占める割合。
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このことは、水素製造能力の拡大を可能にするためには、電

解槽のコストが大幅に低下する必要があることを意味している。

特に、グリーン水素の生産能力はこの 10年間で飛躍的に

増加すると予想される。それでもより多くの、さらに大規模な

プロジェクトが最終的な投資決定に達し、建設、操業に至る

までにはあと数年はかかるだろう。今のところ、開発者は（特

に規制の不確実性による）プロジェクトのリスク軽減を成功さ

せ、確実なオフテイク契約を確保し、残る技術リスクを軽減

するために引き続き苦労している。 こうしたタイプの初となる

プロジェクトが操業となれば、業界全体がそれに続くだろう。

プロジェクトが増えていくためには、持続的な公的資金の支

援が必要である。   C

太陽光、太陽熱、風力発電の数字を見ると、政府によるこ

うした支援が大きな違いを生むことは明らかで、これらの技術

は、補助金を原資とする企業の大規模な投資のおかげで、

実行可能な十分な規模に達している。 このように、発電コス

トは 2009年以降、政府の補助金によって太陽光発電で約

90%、太陽熱発電で 16%減少した。その結果、技術の成

熟度が高まり、大規模なエコシステムの形成がもたらされた。

次のグリーン技術のスケールアップと展開には大きな投

資が必要となる。地球の気温上昇を 1.5℃に抑えるために

必要なクリーンテクノロジーとインフラに対する世界的な年間

設備投資額は、2019年の 1兆米ドル以下から 2020年代に

はほぼ 2兆米ドルへと徐々に増加し、2030年代にはさらに

約 3兆米ドルへと増えていく。 これは、水素などのクリーンテ

クノロジー、低排出発電、グリッドや eモビリティインフラへの

投資など、2050年までの累計で 56兆米ドルになることを意

味する。 2

<1

>15 推定水素生産能力

政府目標の累計

「パリ協定の道筋」 を 
維持するための IEAの 
ネットゼロ排出シナリオに 
おける世界的なニーズ

出所：ローランド・ベルガー

C
これまでにない成長軌道を示すグリーン水素生産能力

グローバルな電解槽の増強 [GW]

2021 2025 2030

2  ゴールドマン・サックス、カーボノミクス：供給の安全保障およびエネルギー設備
投資のリターン（P14）、2022年。

>110

~210

~850
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非常に複雑なサプライチェーンが 
すでに抱えているストレス

Scope1排出量 （企業が所有または管理する排出源か

らの直接排出）と Scope2排出量 （企業が購入した電気、

熱、蒸気による間接排出）は概ね企業の管理下にあるが、

Scope3排出量（企業の上流または下流のバリューチェーン

で発生する間接排出）は管理がより困難である。 Scope3の

排出量削減は、例えば、規制の異なるさまざまな国にまたが

ることが多いサプライチェーンの長さと複雑さにより、取り組

みが難しくなる。 CO2 排出量の 85%を占めるといわれてい

る Scope3 を企業が無視することはできない。 3    それにもか

かわらず、多くの企業は Scope3排出量を算定または公表

しておらず、また現在 Scope3排出量についての目標を設定

している企業はさらに少ない。

大企業にとって、Scope3排出量の算定作業は、使用する

Tier1 サプライヤーの数が多いために複雑である。多国籍

自動車 OEM （相手先ブランド名製造会社）には、このような

サプライヤー 6万社と取引している企業もある。 しかし実際

には、この問題はあらゆる規模の企業に影響を与えており、

航空宇宙および自動車 OEMの平均値としては、Tier1 の

サプライヤーは約 200 ～ 250社、すべての Tierでは最大で

15,000社になる。材料の活用も、サプライチェーンに沿って

一様ではないこともあり、ステークホルダーが様々な段階で

介入したり、原材料は最終的な顧客によって調達されるもの

の、納入前に多数の異なるサプライヤーによって加工された

りする。 こうした複雑なサプライチェーンの構造は、製品のト

レーサビリティおよびカーボンフットプリントの透明性を制限

している。

また、サプライチェーン全体のデータの信頼性も当たり前

に得られるものではない。カーボンフットプリントに関する同

じ質問に対して、異なるサプライヤーが、それぞれが利用可

能なデータに応じて、さまざまな方法で回答することは珍し

いことではない。さらに、それらのデータは不完全であったり、

古くなっていたりすることが多く、異なる範囲を対象としたり、

異なる手法が使用される場合もある。

グローバル化と国際貿易の進展により、今日のサプライ

チェーンは多数の国にわたることが多い。各国は、環境およ

び炭素排出量の追跡、報告や開示に関して異なる基準を有

することもある。 結果として、温室効果ガス排出量の追跡と

報告に関しては、サプライヤーごとに成熟度が異なる可能性

がある。 製品の中には、複数の拠点で操業しているサプラ

イヤーから調達されるものや、場合によっては現地のステー

クホルダーとの合弁で事業を行うこともあり、カーボンフット

プリントのトレーサビリティはさらに複雑になっている。 『The 
Roland Berger Climate Change Combat Radar』 では、さ

まざまな地域における規制レベル、炭素価格設定、排出量

追跡について、より詳細な情報を提供している。

新型コロナウイルス感染症の蔓延が原因でサプライ

チェーンにはすでにストレスがかかっており、脱炭素化に関

連した新たな要求事項への対応を躊躇する企業もあるだろ

う。 特に Scope3排出量に対する対応は、企業にとって困

難である。顧客からサプライヤーまでの距離が遠ければ遠

いほど、企業は対応が難しくなる。 企業の交渉力やサプラ

イヤーに変更を強制する能力は、通常、サプライヤーの売上

に占める割合に比例するが、サプライヤーの成熟度や対応

能力によって制限される場合もある。   D

より多くを生産し販売することに焦点を当てた 
ビジネスモデル

現在のビジネスモデルは、生産と販売の拡大に焦点を当

てている。 これは必然的にエネルギー消費と温室効果ガス

排出量の増加につながる。

収入の増加とエネルギー消費の間には直接的な相関関

係が存在し、温室効果ガス総排出量の 45%は商品の生産

（土地利用を含む）に関連している。多くの産業では、価格

競争によって製品の品質や寿命が低下し、生産量の増加

につながり、CO2 排出量が増加している。例えば、ドイツの

主要な家電製品の平均寿命は、2004年から 2013年の間に

14.1年から 13年に低下した。

寿命が長い製品は、バリューチェーン全体で考えると CO2 
排出量が少ない。2つ目の製品の生産でのCO2 排出量は、

新製品の効率を高めることで得られる省エネ効果を大幅に

上回るためだ。耐用年数が5年の洗濯機の累積エネルギー

消費量は、耐用年数が 20年の洗濯機よりも約 40%多く、

20年間で約 1,100kgの CO2 eの差がある。同様に、長寿

命テレビ 1台を 10年間所有した場合、寿命 5、6年の短寿

命テレビを続けて 2台所有した場合と比較して、所有期間

全体で 500kg程度の CO2 e削減効果がある。 4

3   ドイツ銀行のリサーチ、「Scope3排出とは何か、それがなぜ重要なのか（2021年）」
4  Umweltbundesamt, Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre 

Umweltwirkung:Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von 
Strategien gegen "Obsoleszenz", 2016
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出所：ロイター、SBTi、デスクリサーチ、ローランド・ベルガー

D
特に課題となるScope3の排出量

SCOPE3のコミットメントを有する企業のTIER別の割合

1 Tier0：北米産業分類（NAICS）の「自動車製造業」および「大型トラック製造」から選出した自動車 OEM、Tier1：オートエレクトロニクス、Tier2：自動車部品、Tier3： 
SBTiの「自動車・部品」セクターと Reutersの「工業」を参照して選ばれた製造企業、Tier4：原材料、Tier>4：EBTiの「鉱業」と Reutersの「素材」から選定された鉱山会社。

OEM

Tier 0

脱炭素圧力

72%

Tier 1

63%

原料抽出

原料加工

材料生産

部品

電子機器

モジュール/
システム

Tier 2

39%

Tier 3

25%

Tier 4

47%

...

20%

低 高

サンプル企業のうち
Scope 3 のコミットメントを
有する企業の割合 1透明性と管理

顧客

株主
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また、大多数の企業が支持するリニアエコノミー （直線的

にものが流れる経済）のビジネスモデルは、製品の寿命が

含まれていないことを忘れてならない。多量な廃棄物およ

び資源消費量の継続的な増加につながるのだ。

結果として、地方自治体が埋立て処理する廃棄物の増加に

つながり、持続不可能なレベルの資源の利用が生じかねない。

後者は、容易にアクセス可能な資源のストックが減少して

いるため、すでに差し迫った問題である。 IEAは、例えば、

銅の一次需要は、2024年までに世界の鉱山からの生産量

を超えると予測している。 さらに、世界で使われている資源

のうち、リサイクルによって経済に再利用されるのはわずか

8%程度である。

企業は、政府および消費者の両方からビジネスモデルを

変えるよう迫られている。 EU委員会による 2022年の持続可

能な製品のためのエコデザイン規則案 （ESPR）は、エネル

ギー効率からカーボンフットプリント、リサイクルの可能性に

至るまで、EU市場のすべての物理的製品に対する将来の

エコデザイン要件の枠組みを定めている。競争力を確保す

るために、企業は積極的に行動しなければならない。 循環

型ビジネスモデルは、CO2 排出量や廃棄物発生量を削減

するだけでなく、イノベーションや競争優位性のための新た

な領域を切り開いていく。 しかし、このようなモデルは、企業

のオペレーションモデルやビジネスモデルを完全に再考す

ることにもつながり、徹底した、複雑な変革を必要とする。

短期的な財務目標を重視する企業文化

今日の企業は、一般的に財務目標と財務報告、財務実績

に焦点を当てた指標やダッシュボードを主に参考とする。目

的や中長期的な価値を公式に設定し、日常業務に組み込

んでいる企業は少ない。結果として、経営トップの多くは持

続可能性の問題を優先課題として捉えていない。

このように気候変動対策が優先されていないことは、実際

には企業がいくつかの重要な潜在的利益を失うことを意味

する。特定の脱炭素の手段は、短期的に直接コスト削減を

もたらすことが可能だ。例として、太陽光パネルの設置により、

Scope2排出量とエネルギー消費の両方を削減できる。 気

候変動対策や持続可能性の向上も、競争力を確保し、長

期的な利益の創出を可能にする。

多くの企業は、目的 （明確に策定されているかどうかにか

かわらず）、戦略、組織体制の連携に苦労している。新たな

戦略的優先事項への資源配分は難しい場合がある。全体

的な目的やミッション・ステートメントが欠けている場合、従

業員は、たとえシニアなメンバーであっても、方向性の欠如

に苦しむ可能性がある。 気候変動対策および持続可能性

を推進する責任が、単一の部門に割り当てられるケースも少

なくない。 このような場合、排出削減のための多くの手段が

個別業務に関連しており、一元的な立場からでは手段の特

定や活性化が困難であるため、脱炭素化の機会を逸するこ

とになりかねない。また、業務を行う現場担当者が気候変動

対策を機会ではなく外的制約と捉えるようになる可能性もあ

る。 これを避けるためには、企業が気候変動対策に関する

意思決定機能を個別業務に近いところに配置し、それを革

新的な考え方を育む機会として利用することが望ましい。

一部の企業では、マーケティングなどの部門に報告する専

属の環境対応部署を設置している。しかし、このアプローチ

では環境対応部署の使命が希薄になりがちで、環境活動に

対する支援は、明確なマーケティング効果を持つものに限ら

れることが多い。また、環境問題を企業の社会的責任（CSR）
機能の課題としているケースも見られる。ここで問題となるの

は、こうした部門には意思決定力がなく、限定的にしか働きか

けができないこと、他の部門に変更を強制する能力が限られ

ていること、実験のための領域が限られていることである。時

に、CEOや取締役会が自ら気候変動対策の直接的責任を

負うことがあり、戦略的なロードマップや指標ではなく、細かな

指標のマイクロマネジメントにつながることも多い。

企業は、気候変動対策に 
関する意思決定機能を 
個別業務に近いところに配置し、

それを革新的な考え方を育む

機会として利用することが 
賢明である 。
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出所：世界銀行、I4CE、Carbon Market Watch、TSVCMレポート2021年、ローランド・ベルガー

E
急増が見込まれるカーボンオフセット

2019年と2030年の地球規模でのカーボンオフセットの 
推定量、価格、市場規模 [100万t CO₂, USD bn]

1 いずれも概算であり、政策、規制、技術の進歩に大きく左右される。市場進出と市場構造と進化に応じて、プライマリー・クレジット（価格×数量での計算）とビジョンに焦点を当てる。

誓約および目標を達成するため、カーボンオフセットの量と価格は 
大幅に増加すると予想される

量（オフセット需要） 
[Mt (100万トン)]

価格

[USD/tCO2]
世界市場規模1

[USD bn (10億米ドル)]

この 10年間で大規模な市場の発展
につながる

2019 2030

1,000 Mt 
保守的な 
ケース

約10か国  
EUR 1-10/t

カリフォルニア州 
キャップ＆ 
トレード制度：
USD 21/t

カナダ： 
USD 32/t

EU ETS： 
USD 43/t

スイス： 
USD 106/t

スウェーデン： 
USD 119/t

ノルウェー： 
USD 53/t

フィンランド： 
USD 58/t

アップサイドの
可能性

2,000 Mt 
ベースケース

100

2,000

10x

20x

7x

33x

20192019 20302030

USD 20 bn
保守的な 
ケース

USD 20/t 
CO2

保守的な 
ケース

USD 100t 
CO2 
ベースケース

アップサイドの
可能性

USD 200 bn 
ベースケース

0.3

198.0

70x 
1 Gt x USD 20

660x 
2 Gt x USD 100
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温室効果ガスの排出がこれまで企業にとって優先事項で

はなかった理由の 1 つは、過去のデータがほとんどなかった

ことにある。例えば、日常業務の管理や戦略的な業務上の

意思決定の最適化に利用できる排出量のリアルタイムデー

タは存在しなかった。一方、売上、コスト、財務実績などのデー

タは豊富にあった。 必然的に、これらのデータが経営者の

関心を独占する項目となった。今日の報告実務や、炭素税、

炭素価格などの要素と相まって、温室効果ガスの排出量は

より可視化されている。

オフセットはソリューションではない

現在多くの企業は、気候変動対策に関して、引き続き主

にオフセットに依存している。 MSCIネット・ゼロ・トラッカー

のデータベースで排出削減目標を設定している 800社以上

の企業のうち、オフセットは気候対策戦略の一部ではないと

宣言しているのはわずか 5%にすぎない。 オフセットが広く

普及している理由は、企業が一連の企業活動における脱炭

素化行動計画を考案して実施するのではなく、単に証明書

を購入するだけなので、導入が比較的容易であるためだ。

オフセット市場は、2019年の 100 メガトン CO2 eから、2030
年には 1～ 2 ギガトン CO2 e、2050年には 5 ギガトン CO2 e
へと大幅に成長すると予測されている。 価格も同様の傾向

をたどり、2030年には 1 トン CO2 e当たり 20 ドルから 100 ド

ルに達する見込みだ。 これは、2030年までにオフセット市

場が、保守的なケースで 70倍に拡大し、ベースケースでは

660倍以上に増えることを意味する。   E 

 しかし、オフセットは排出削減行動に取って代わることは

できないというコンセンサスができつつある。 SBTiはこれに

対して明確な姿勢を示している。企業は、自らの事業または

バリューチェーン内での直接行動を通じて排出削減を目標

とすべきであるというものだ。オフセットは、科学的根拠に基

づいた目標またはネットゼロの目標を超える追加的な排出削

減への投資を望む企業に対してのみ、選択肢となり得る。

オフセットにはまだ役割があるが、それは二次的なもので

ある。オフセットは、ネットゼロに向けて順調に進んでいる企

業が引き続き排出している排出量を補償したり、中和したり

するための過渡的措置として機能する。あるいは、すべての

実行可能な措置を実施しても残留排出がある企業は、ネット

ゼロを達成するためにオフセットを使用することができる。

オフセットをより効果的にするためには、市場の標準化が

必要である。 例えば、COP26 では、排出量の二重計上問

題を解決する方法として、クレジットをグローバルで取引する

ための最初の基盤が定められた。追加性（オフセットなしに

は炭素削減が達成できない）、永続性 （オフセットの認証期

間全体にわたって削減を継続しなければならない）、カーボ

ンリーケージの欠如（ある場所でオフセット政策を実施するこ

とが、他の場所での排出量に移転されてはならない）、検証

（これらのすべての分野は第三者によって認証されるべきで

ある）などの分野において、追加的な措置が必要である。
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いては、企業のプロファイルと事業活動の状況を考慮して、

エネルギー利用のための低排出代替案を検討する。 確か

に、ロシアのウクライナ侵攻後、すべての企業にとって状況

はより複雑になり、特に欧州においては、企業にとってエネ

ルギー供給の安全保障が最優先事項となった。 しかし、こ

の危機は、脱炭素化への新たな障害というよりも、エネルギー

転換を加速させる機会と見るべきである。

多くの場合、市場における低排出エネルギーの製造キャ

パシティは限定的だ。大部分の企業、特にエネルギー集約

型の企業は、所在する国のエネルギーシステムの脱炭素化

に依存している。理論的には、電化や低排出電力の利用、

バイオ燃料への転換、水素への転換などの選択肢が存在

し得るが、実際に必要な規模でそれらにアクセスすることは、

実現不可能なことが多い。

企業は、今後 5年という最も必要とされる時期に、エネル

ギー関連の排出量に影響を与える多くの行動を今日からとる

ことができる。 これらの行動を、消費の削減、低排出電力の

自社生産、低排出電力への切り替え、という 3 つの主な項目

に分類する。   G

前章では、企業のネットゼロへのレースに立ちはだかる共

有の障害をいくつか検証した。 これらの障害は克服できな

いものではない。以下では、企業が今後 5年以内に脱炭素

化を加速するために行動できる 6つの主要領域について見

ていく。世界の炭素予算が今後 4 ～ 8年で使い果たされる

可能性があるため、5年は重要な時間枠である。繰り返しに

なるが、異なる業界や地域で活動するさまざまなステークホ

ルダーは、それぞれに違う課題に直面する。それに応じて、

Scope1、2、3に注力すべき程度は異なり、利用可能なツー

ルやソリューションも異なる。   F

1
エネルギーの脱炭素化

エネルギー消費量の削減とクリーンエネルギーへの 
アクセス確保（Scope1、2）

企業のエネルギーの調達及び利活用状況は、業種や地域

によって大きく異なる。 また同一部門内の異なる企業間にも

大きな違いが存在する。 エネルギーの脱炭素化対応にお

3 – 企業は幅広いツール 
およびソリューションを用いる 
ことが可能である。 
排出削減計画を加速するための

6つのポイント。
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F
業界ごとの異なる課題

潜在的なツールとアプローチを含め、Scope別に業界が重視する点

出所：ローランド・ベルガー

公益事業 41% 57%
2%

ヘルスケア 9% 82%9%

金融 11% 54%35%

生活必需品 5% 91%4%

一般消費財
2%

96%
2%

素材 25% 70%5%

情報技術
2%

89%9%

工業 6% 93%
1%

通信サービス
2%

71%27%

エネルギー 7% 92%
1%

不動産
1%

97%
2%

Scope1の割合 Scope2の割合 Scope3の割合

Scope1の焦点 Scope3の焦点

• エネルギーの脱炭素
アプローチ

• スマートなディリス 
キング（リスク軽減）

• サプライチェーンの脱炭素アプローチ

• 循環型経済ビジネスモデル

• 製品設計と材料ミックスの適合

• エンドツーエンドの排出量追跡用 
デジタルツール

Scope2の焦点

• エネルギーの脱炭素
アプローチ

• 循環型経済 
ビジネスモデル

• 製品設計と材料 
ミックスへの適合
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G
削減、生産、購入

エネルギー消費をネットゼロにするためのソリューションの特定

出所：ローランド・ベルガー

エネルギー消費の 

炭素集約度を減らすことで

どれだけCO2を削減できるのか？

排出フリーのエネルギーを 

自社生産することで

どれだけCO2を削減できるのか？

排出フリーのエネルギーを 

購入することで

どれだけCO2を削減できるのか？

5 太陽光発電

6 独自の風力発電施設

7 独自の出力調整可能設備

8 直接的なグリーン調達

9 グリーンPPA

10 環境属性証書（EAC）の取得

A B C

エネルギー消費ネットゼロのために 
ポートフォリオでとるべき手段は何なのか？

CO2

1 エネルギー効率の改善

2 再設計プロセス

3 製品の再考

4 投資撤退
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中国のアルミ・繊維メーカー グローバルな 
ホテル ・ リゾートネットワーク

海外に 15以上の生産拠点を持ち、欧州にも進出している中国

のアルミおよび繊維の大手民間企業は、エネルギー供給の脱

炭素化に焦点を当てたカーボンピークとカーボンニュートラル戦

略の策定に着手した。 詳細な脱炭素化戦略に基づき、脱炭素

化のための様々な課題を定義し、優先順位付けを行い、2022

年にその最初のステップを踏み出した。 同社は、水力発電や風

力発電へのアクセスが良い地域に生産の一部を移転すること

で、早ければ2025年にはCO2排出量を年間4,000万～5,000

万トン削減できると試算した。 現在は、太陽光や風力発電の発

電能力開発、生産プロセスの最適化と革新、製品ポートフォリ

オの最適化により、2040年までにさらに年間8,500万～9,500

万トンの CO 2削減を見込んでいる。 また、2040年からは、残

る年間 700万～ 1,400万トンの CO2排出について、回収・利用・

貯蔵（CCUS） を行う予定である。

大規模なグローバルサービス事業者は、2030年までに

Scope1および2の排出量を45%削減するという目標を掲げた。

この目標を念頭に置き、同社はまず現状と目標レベルを分析し、

最初のハイレベルな脱炭素化行動計画の大枠を定めた。 その

後、2030年の排出量目標である、年間約 25万トンの CO 2排

出量削減を達成するためのロードマップを策定した。 このロード

マップは、エネルギー消費の削減オプションの特定、自社施設

内の太陽光発電の可能性とビジネスケースの評価、ゼロ排出エ

ネルギーの購入可能性のマッピングという 3 つの主な分野に基

づいている。 事業所レベルで分析を行い、現場設備のマッピン

グ、地域の太陽光発電の可能性の評価、地域の低排出エネル

ギー市場の分析など、それぞれの状況を詳細に評価した。 この

ロードマップでは、排出量の大幅な削減に加えて、年間約 1,000

万ユーロ、累積設備投資額約 8 , 500万ユーロのコスト削減が

見込まれている。 ロードマップに関するすべての重要な情報は、

一つのダッシュボードにまとめられた。 ロードマップの実施を 

迅速化するために、同社はさらなる知見を収集し、ツールとリ

ソースを動員した。 その中には、追跡および報告システムの開

発、主要なステークホルダーのスキルアップとトレーニングへの

参加が含まれる。

「Roland Berger Energy Decarbonizerツールボックス」 は、 

エネルギー消費の削減と脱炭素化に向けた 5段階のアプ

ローチである。企業は以下のステップを順番に実施する。

• ステップ 1：事業所ごとに、電力などのエネルギー使用量

を把握するエネルギー使用量調査書類を作成する。

• ステップ 2：主なエネルギー消費削減オプションを特定し、

技術の成熟度、地域の状況、コストおよびその他の制限を考

慮して、全体レベルと事業所レベルの両方での推奨事項を

提示し、エネルギー消費量削減調査書類を作成する。

• ステップ 3：地域の規制環境およびすべてのオプション

の潜在的なコストと結果を考慮しながら、クリーンエネル

ギーを（例えば、太陽光パネル、風力発電所、地熱発電

所などを通じて）生産するためのオプションを調査し、低

排出発電に関する調査書類を作成する。

• ステップ 4：地域の環境やコストを考慮し、地域の規制や

市場構造を分析した上で信頼性の高い低排出電力サプ

ライヤーを特定し、低排出電力購入調査書類を作成する。

• ステップ 5：これまでの分析に基づいて、全体レベルと事

業所レベルの両方で定められた詳細な方針を構築する。

また、企業は、エコシステム構築への関与を検討してもよ

い。一定の価格でオフテイク契約を提示することは、エネル

ギー生成および生産インフラ投資におけるリスク軽減につな

がるため、全体的なプロセスを加速させるのに役立つ。エネ

ルギーを購入する企業は、コンソーシアムに参加し、発電や

生産、貯蔵においてパートナーとバリューチェーン全体にま

たがる自社固有のビジネスケースを構築し、共同で投資プロ

ジェクトを開発することが可能である。 これは特に、大規模

な生産プロジェクトが開発され始めたばかりのグリーンガスの

分野で必要とされている。

ケース スタディ
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360度 
評価

2
クリーンテクノロジーのディリスキング（リスク軽減）

スマート・ ディリスキングによりクリーンテクノロジーの 

拡大を加速（Scope1、2）

製造業の多くのプロセスでは、エネルギー関連の排出量を削

減するためにクリーンテクノロジーが必要である。しかし、こう

した技術は、価格面で競争力を持つまでの規模に達してい

ないことが多い。水素製造用の電解槽の状況は、この難題

を例示している。規制の不確実性、確固たるオフテイク契約

の欠如、未解決の技術的リスク、未成熟なサプライチェーン

により、水素プロジェクト開発者は依然として大きな課題に直

面している。現時点では、プロジェクトのリスクを十分に取り除

くことができないため、実際の投資決定はほとんどない。しか

し、設備容量を増やして効率を向上させるためには投資が

必要であり、それによって電解槽のコスト低下がもたらされる。

適切な規制の枠組みと持続的な公的資金供給により、業界、

すなわちプロジェクト開発者と技術者の両方は、水素セクター

を拡大するために必要な措置を講じることができる。

排出量削減の緊急性を考えると、企業がコスト低下の実

現や、完璧な中央集権的支援メカニズムの展開を待つのは

間違いである。技術が商業的に実現可能になるまで、ディリ

スキングにより公共部門からの貢献を受けながら民間投資を

支援することで、この障害を克服する。ディリスキングの目的

は、具体的投資案件に対して融資を可能にすることであり、

例えば、パイロットケースで十分な収益を保証したり、新たな技

H
ディリスキング、ステップ1：  360度のプロジェクト評価

6つの分野にわたる潜在的な障壁とリスクの検証

出所：ローランド・ベルガー

規制

民間ステークホルダーの 
市場へのアクセス

認可およびライセンス

課税モデル

融資・投資

投資規模

資本コスト

テクノロジー

テクノロジーの成熟度

設備設計

リソース

土地アクセス 
部材の供給

マクロ経済

現地通貨の変動性

インフレ不確実性

政治・地政学的状況

オフテイク

市場の不確実性

オフテイク価格

取引先（顧客）リスク
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術やアプリケーションを経済的に持続可能にすることである。  

これには、さまざまなソースからのサポートメカニズムの特

定と調査を要し、ビジネスケース、地域、および関連するリス

クを考慮して、検討中のプロジェクトに合わせたソリューショ

ンを形成するための調整を行う。

ローランド・ベルガーのディリスキング・アプローチは、

以下の 4 つのステップで構成される。

• ステップ 1：主要なリスク・カテゴリー （マクロ経済、規制、

テクノロジー、リソース、資金調達、オフテイク）にわたる 360
度のプロジェクト評価を実施する。このプロセスは、プロジェ

クト固有の主なリスクおよび障害の特定につながる。

• ステップ 2：潜在的なディリスキング手段のロングリストを作

成する。 このリストには、過去の同様のプロジェクトから得

られた支援策に加え、プロジェクトに合わせた革新的なソ

リューションが含まれることになる。資金調達に活用するた

めのオプションをマッピングすることも推奨する。例えば、

EUは 2027年までの期間に 6億ユーロ以上を気候変動対

策に割り当て、米国は2023年度に450億ドルを割り当てた。

世界最大の鉄鋼メーカーの一社、すなわち産業界における主

要な CO 2排出者である同社は、気候中立（実質排出ゼロ） な

鉄鋼生産への潜在的な道筋の検討を考え、2 つのアプローチ

について包括的な分析を実施した。 直接還元鉄（DRI） 技術の

使用に先立ち、従来の高炉に CCUSを装備するか、直接 DRI

に移行するかの 2 つである。 どちらのソリューションもこれま

で商用目的で広く適用されていなかったため、両方の道筋に

ついて、技術、経済および規制面での状況を詳細に検討した。

しかし、両者とも将来の脱炭素化の取り組みに不可欠である

と考えられており、ディリスキングのためには幅広いステークホ

ルダーの協力を必要とする。実現可能性の評価、サプライヤー

のマッピング、世論調査を含む徹底した評価の後、同社は DRI

への直接移行ルートを選択した。 天然ガスへの転換で排出量

を迅速に削減できることと（非温室効果ガスの排出を含む）、 

グリーン水素の供給を確保できれば完全な脱炭素の可能性が

あることが、主要因となった。 また、DRI技術は柔軟性があり、

高品質の鋼を維持しながら既存の鉄鋼所に統合することが 

可能である。

同社は、政府による議論の重要な材料として、事前調査結果

を自治体と共有し、自治体や地域の理解を確保した。 実現可

能性評価では、プロジェクトの複雑性および不確実性から、実

現には政府機関を含む広範なステークホルダーとの協力がプ

ロジェクトを実現するために必要であることが示された。 政府

の主要な推進手段としては、支援インフラの整備、適切な市場

環境の整備、許認可プロセスの迅速化、刺激策の導入などが

挙げられる。 ディリスキング措置には、現在の規制状況の明

確化に加えて、国および欧州レベルでの資金調達メカニズム

の特定が含まれる。

ケース スタディ

大手鉄鋼メーカー

• ステップ 3：ディリスキング、実現可能性、民間ステークホ

ルダーにとっての魅力、公的ステークホルダーにとっての

魅力という 4 つの基準に基づいて、リスク軽減手段のリスト

を評価する。最も効果的な手段を組み合わせて、プロジェ

クトに合わせたソリューションを構築する必要がある。

• ステップ 4：関連する公共部門のステークホルダーやエ

コシステムのパートナーと協力して、カスタマイズされたソ

リューションを導入する。ここでは、企業に対して、エコシス

テム全体に実証プロジェクトの効果を明確にすることを重

視するよう助言する。

スマート・ディリスキングは、クリーンテクノロジーの先行

的に導入するプロジェクトの実現可能性を大幅に向上させ、

今後 5年間で稼働に持っていくことができる。 企業はコス

トが下がるまで待つ必要はない。 今すぐ行動を起こし、短

期的に影響を与えることができる。 このようなディリスキング

手法は、持続的な効果も有しており、必要となる仕組みとス

テークホルダー間の関係を徐々に構築し、プロジェクト開発

プロセスを合理化させ、エコシステムの進展を加速させる。 
  H
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3
サプライチェーンのエンゲージメント

重要なサプライヤーを特定し、ターゲットを定めた方法で 
協力することにより、購入による排出量を削減（Scope3）

企業は、排出量のうちの大部分を中間製品の購入を通じて

「輸入」しており、消費者による最終製品の利用を通じて「輸

出」している。これは、それぞれのサプライヤーおよびオフテ

イカーの脱炭素化を確実にしない限り、ネットゼロは達成でき

ないことを意味する。企業の脱炭素化にはサプライチェーン

の関与が必須なのだ。

特に OEMの場合は、Scope3 の排出量が最大の割合を

占めており、自動車および機械の OEMの場合は通常その

割合は 90% ～ 99%である。 これは主に OEMが販売した

製品の使用に起因し、製品設計と循環性を通じて対処する

ことができる（下記 4参照）。同時に、全体の排出量の最大

40%は、OEMが購入する財・サービスに起因する。 OEM
にとって、サプライヤーと協力して排出量を削減することが喫

緊の課題であることは明らかだ。

前述したように、サプライチェーンはますます複雑化して

おり、多数のサプライヤーが関与している。それらは、ビジネ

スの観点および気候変動対応への戦略の観点からの部品

の重要度とサプライヤーの成熟度の間には、あまり相関がな

いことが示している。

「Roland Berger Supply Chain Decarbonizer」は、企業が上

流の Scope3排出量を削減するのに役立つツールボックスで

ある。迅速な行動のためのロードマップを作成することは、今

後 5年という重要な期間に具体的な成果を達成するのに役立

ち、企業はカーボンフットプリントの面で競争をリードすることに

なる。ツールボックスは、次の4つのステップで構成されている。

• ステップ 1：サプライヤーのプロファイル、排出要因、対応

手段を分析する。これには、排出量への影響に基づいて

サプライヤーを区分し、優先順位をつけること、主要なサ

プライヤーについて排出要因を分析すること、技術や代

替材料などの脱炭素手段に関する調査書類を作成する

ことが含まれる。

• ステップ 2：目標レベル、目標、サプライヤーの脱炭素曲

線を定める。 ステップ 1の脱炭素化手段およびそのベー

スに基づいて設定した排出目標にサプライヤーを適合させ

るべきである。また、より意欲的または成熟したサプライヤー

I
サプライチェーンの脱炭素アプローチ、
ステップ3：サプライヤーとのエンゲージメント

Aサプライヤーの影響度合と 
成熟度に合わせて戦略を調整

出所：ローランド・ベルガー

潜在的な戦略

1

2

3

ピアラーニングとパートナーシップ

業界の持続可能性のための共同プラットフォームを 
確立する。

コラボレーションと教育

サプライヤー会議やワークショップを開催して、 
サプライヤーと協力し、ベストプラクティスを共有する。

トレーナー育成アプローチを採用して、システムとツール
についてサプライチェーン・コミュニティを教育する。

情報提供と要求

サプライヤーへの通知や文書を発行し、サプライチェー
ンの持続可能性に関する優先事項をサポートするため
に設定された目標を遵守する必要があることを示す。

サプライヤーの契約上のコミットメント（量、契約期間） 
を再交渉する。

サプライヤー区分

目標に
対する
潜在的
な影響

高

高低
気候変動対策に関する 
サプライヤーの成熟度

商

品

コラボレーション
と教育

2

情報提供と
要求

3

ピアラーニング
とパートナー 

シップ

1
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へに変更するための選択肢を特定することも推奨する。

• ステップ 3：サプライヤーとのエンゲージメントや連携を通

じて、コミットメントを構築する。 このステップでは、企業は

特定された排出削減目標をトップサプライヤーと議論およ

び検証し、脱炭素化のためのツールボックスを提供する。

他のサプライヤーとのエンゲージメントは、ウェビナーや

ワークショップを通じて行い、排出削減に関する研修を行

い、目標や報告メカニズムについて知らせていく。

• ステップ 4：調達行動計画を策定し、実行する。これには、

サプライヤー管理のためのレビュー済み手引き書を含め

るべきである。 サプライヤーのコミットメントは契約で強制

することができ、継続的なサポートを提供する。

製造業者のサプライヤーとのエンゲージメント・アプロー

チ （ステップ 3）は、サプライチェーンにおいて当該サプライ

ヤーがどの程度重要であるか、また、気候変動対策に関して

どの程度意欲的であるかで判断するべきである。気候変動

対策への意欲が低い重要なサプライヤーには、サプライヤー

の気候変動対策の実績を改善することを目的とした「コラボ

レーションと教育」のアプローチが必要となる。気候変動対

策への意欲が低い重要ではないサプライヤーについては、

より直接的なアプローチをとるべきである。製造業者はサプ

ライヤーに目標を遵守するよう要請したり、契約を再交渉した

りするのも良い。製造業者は、協力的なプラットフォームを確

立することにより、気候変動対策への高い意欲を持つサプラ

イヤーを支援することができる。 既存のサプライヤーとのエ

ンゲージメントが効果的でない場合、より効率的な製造プロ

セスを有する、低排出エネルギーへのアクセスがより良好な

国に所在する、または単に製造業者の近くにある代替サプラ

イヤーを探すことも可能だ。   I

大手日用消費財企業

大手の日用消費財（FMCG） 企業は、欧州における道路輸送

ロジスティクスの脱炭素化を促すため、関連するパートナー

と代替サプライヤーの特定を目指した。 国ごとのインフラの

確認およびさまざまな技術オプションの比較に基づいて、4

つの異なるシナリオを作成し、各シナリオのコストを、資金調

達、減価償却、燃料、およびさまざまな利用ケースのマージ

ンを含む、あらゆる要素を加味した総所有コスト（TCO） モデ

ルと比較した。

同社はオプションのうちの一つを選択し、導入に向けて 3段

階からなる詳細なロードマップを作成した。 3段階とは、概念

実証とエコシステム構築、プロジェクトの調達拡大と規模拡

大、2030年までに CO 2 排出量の 90 %削減達成を目標とし

た大規模な導入である。最初に、考えられる 4 つのパートナー

シップ ・ モデルを作成した。 （i） アウトソーシング ： 既存のプ

ロジェクトを僅かな調整で継続することができるが、企業によ

る管理が制限される、（ii） エコシステムの開発 ： 企業は業界

を形成する機会を得られるかもしれないが、人的資源に影響

を与える、（iii） 資産保有 ： 企業が自社車両やインフラ、低排

出燃料を購入し、操業者にリースすることで、管理体制は強

まるがバランスシートおよび資源配分に直接影響する、（iv）
インソーシング ： 企業自らが物流事業者となり、第三者への

サービス提供までも対象とする。 潜在的なビジネスチャンス

はあるが、あらゆる関連リスクと共にまったく新しいビジネス

の構築を伴う。

大規模な航空宇宙および防衛 OEM
大手航空宇宙 ・防衛メーカーは、サプライチェーンの脱炭素

化に焦点を当てた持続可能性ロードマップを作成するプロジェ

クトを実施した。 同社は 2段階のアプローチを採用した。 ま

ず、「現状」評価を行い、サプライヤーの ESGに関する成熟度

と影響を評価するために、サプライヤーを分類し、優先順位付

けすることに焦点を当てた。 優先順位の高いサプライヤーに

は、OEMの目標と整合する排出削減目標を共同で設定するこ

とを目的とした、個別にカスタマイズしたエンゲージメント ・ コン

セプトを提供した。 これらの目標を達成するため、OEMも戦略

やプロセスの作成に関与した。 OEMの主な実施策は、調達プ

ロセスに気候変動対策の要件を徐々に統合しながら、サプライ

ヤーとのエンゲージメントを継続的に実施することであった。

ケース スタディ
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4
製品設計と循環型社会

製品の設計と材料の組み合わせの再考または循環性の 
活用により、製品のカーボンフットプリントを制限する

（Scope1、2、3）
一部の企業にとって、特定の投入物や部品の脱炭素化が

困難な場合があり、代わりに、製品設計の再考を決定するこ

とがある。たとえば、類似した機能を持つがカーボンフットプ

リントが少ない材料を含むように材料の組み合わせを変更し

たり、製品の寸法（特に重量）を調整したり、再利用やリサイ

クルによって部品のライフサイクルを延長したりする。

「より多く売る」を標榜する古いビジネスモデルを続けること

は、大胆なイノベーションのブレーキになる得る。循環型経

済に移行するには、多くの場合、企業のビジネスモデル、運

営、製品ポートフォリオを徹底的に見直す必要がある。 この

ような変更は一夜にして成し遂げられることではないため、

早急に対策を講じなければならない。数年以内に、新製品

の設計の規模を拡大し、工業化を可能にするために、企業

は直ちに行動することが賢明である。企業には実施可能な

さまざまな方法がある。

• 製品設計の再考（上記参照）：再生可能、リサイクル可能、

またはリサイクル率の高い投入物を生産工程に導入し、

廃棄物および関連する汚染を抑制する。 これには、過去

の製品からの資源回収 （顧客に使用後の返却を求める）、

現在の部品を外部パートナーが回収したリサイクル部品

で代替、他社との共生関係の構築 （ある会社の廃棄物を

他社の投入物として使用する）などが含まれる。

• 製品の共有：高品質な製品およびサービスへの便利なア

クセスを低コストで提供しながら、コミュニティ全体で遊休

資産を最大限に活用する。

• 製品のサービス化：販売量から製品の性能と寿命に焦点

を移す。これは、製造業者に製品の耐久性と修理のしや

すさを最大化するインセンティブを与える。

• 製品寿命の延長：修復性、アップグレードの可能性、再

利用性、分解し易さ（容易な再生や再販を可能にする）を

考慮して製品を設計する。これらの製品は価格が高くなる

が、再販がほぼ保証されているため上昇分は相殺される。 

5
組織

サステナビリティ （Scope1、2、3） を重視した企業風土で 
社員の創造性を最大限に発揮

気候変動対策を加速するには、企業文化を変える必要

がある。 企業の意思決定プロセスは、サステナビリティとビ

ジネスを長期的に気候変動に耐えるものにすることが包括

的な目標であるというビジョンと目的に基づかなければならな

い。企業の意思決定は、非財務的側面を相当に優先すべ

きである。あるいは、サステナビリティ目標に財務的な影響を

与えられれば、ビジネス運営に、よりうまく統合されるようにな

る。上手くいけば、意思決定が分権化され、特別な部署の

承認を必要とせずに、サステナビリティが日々の意思決定に

浸透していくことになる。

企業文化の変革には、新しい指標や報告プロセスの導

入だけでなく、考え方を変えることが求められる。 新しい文

化は、長期的な競争力、サステナビリティ、業績と短期的な

利益をバランスさせるという目的に熱心に取り組む組織全体

を中心に構築されるべきである。経営トップには、環境・社会・

ガバナンス（ESG）要素に対する総合的なアプローチを反映

した目的、ビジョン、ミッションを策定し、これらの価値観を日々

の活動の中で実践することを提言する。ビジョンとミッション

は、経営目標を含む戦略に転換されるべきである。理想的

には、各ターゲットと KPI （重要業績評価指標）の主要なマ

イルストーンを含む明確なロードマップを作成することだ。そ

の後、その戦略を組織に伝え、マネージャーはそれに応じて

時間を配分する。

企業文化の変革には、従業員を結集して革新的なアプ

ローチを設計し、一元的な標準と目標を定義する、専心的な

プロセスが必要である。 まず最初に、経営トップが指針と情

報を提供しなければならない。 従業員には、新たなアイデ

アや革新的なアプローチの提案を推奨する必要がある。次

に、部門横断的なタスクフォースが、提案されたアイデアを

一元的に収集し、努力が核となる目標に整合するよう確保す

る。時間の経過に伴い従業員が次第に力を付けていき、サ

ステナビリティのビジョンおよびロードマップが企業に統合さ
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北米の大手年金基金

北米の大手年金基金が、2025年の戦略的ビジョンを構築する

プロジェクトを実施した。 この新しいビジョンを推進するために、

同社はベンチマーク調査を実施し、市場環境とマクロトレンド

の分析を行った。 従業員を統一行動に参加させるには、組織

内の一人ひとりの個人的な貢献意欲と全員の協力を確保する

ための特別なアプローチが必要になる。そのため、新しいビジョ

ンを支える戦略的な取り組みを形成するとともに、ステークホ

ルダーとの継続的なエンゲージメントを確保することを目的とし

て、多くのワーキンググループが設置された。 これらのワーキ

ンググループは、共同で 8 つの戦略的イニシアチブを策定し、

2025年の戦略的ビジョンをサポートするために、あらゆるレベ

ルの従業員を動機付けた。

同社はさらに、取締役会と業務レベルの両方でサステナビリ

ティの手順を分析した後、調整を行った。 例えば、取締役会の

優先事項とダッシュボードを、業務ロードマップに整合させた。

これにより、具体的な目標を達成するための共同努力に対す

る理解と認識の限界、子会社の活動に対する可視性の限界、

子会社間の非体系的コミュニケーションなど、これまで見えて

いなかった課題を特定し、それに対する取り組みを開始するこ

とが可能となった。

企業文化の再構築が 
早ければ早いほど、 
気候変動対策の分野で 
従業員の創造性による 
恩恵を受けることになる。

 

ケース スタディ

れていくにつれ、このタスクフォースの役割は減少していく。

新しい文化を構築する際に重要なことは、企業の目標と

日々のビジネス活動に一貫性を持たせることだ。 企業はサ

ステナビリティ指標をパフォーマンス評価および意思決定プ

ロセス （報酬や昇給などの人事プロセスも含む）に組み入れ

ることでこれを達成できる。従業員は、日々の意思決定にお

いて気候変動対策を考慮することが、キャリア上にプラスに影

響すること、もしくは考慮しなければマイナスに働きかねないこ

とを明確に認識する必要がある。これは、従業員が革新的ア

イデアを試そうとする意欲もかき立てるだろう。

また、新しい文化により、従業員のスキルや使用するツー

ルへの調整も必要となる。 あらゆるレベルの従業員が、気

候変動対策の知識を持つべきである。経営トップは課題を

理解し、変化を推進し、変化に報いる姿勢を持たなければ

ならない。部門責任者は、自分たちのミッションを把握し、課

題を克服する方法を特定する必要があるし、より下位レベル

の従業員は、気候関連のトピックを幅広く理解し、自分の仕

事に直接影響を与える分野の事案については具体的な知

識を持つべきである。 従業員はすべて、気候変動対策へ

の意欲と信念を示すべきで、企業がこれを社内で構築する

のには時間がかかるだろう。

新しい文化を構築し、従業員のスキルやツールを調整す

ることで、企業の気候変動対策の可能性が飛躍的に高まる。

さらに、企業文化の再構築が早ければ早いほど、気候変動

対策の分野で従業員の創造性を育むことの持続的な効果

の恩恵を受けることになる。
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6
気候変動対策のデジタル化

デジタルツールと人工知能を活用し、目標の進捗状況を追

跡し、脱炭素化の道筋を最適化する（Scope1、2、3）

効果的な排出削減計画を構築するには、企業は排出源を

把握するだけでなく、目標の進捗状況を追跡し、それに応じ

て排出削減計画を最適化する必要がある。そのためには、

製品サイクル全体にわたってのデータ収集、部材の追跡、

自社生産に関連する排出量の分析 （Scope1、2）、購入した

製品およびサービスの正確なカーボンフットプリントの確定

（Scope3）を実施しなければならない。また、どのような手段

を利用できるのか、コストや CO2 削減の観点でどのような影

響があるのかを理解する必要もある。

現在の排出量を把握し、将来の排出量をモデル化し、削

減手段の影響を予測することは、すべて、信頼できる、エン

ドツーエンドのデータを入手できるかに依存する。 しかし、

データの入手可能性や品質に関して問題があることも稀で

はなく、これは特に、その情報が社内のものであれ、社外の

ものであれ、過去に収集したことのないデータである場合に

当てはまる。 企業は、データの保管に使用する社内および

社外のさまざまなシステムの互換性を確保することが望まし

い。こうしたシステムは、元来、互いに効果的に作用するよう

に設計されていることは少ない。

企業にとって有用なアプローチとして、気候変動対策の

デジタル化戦略の構築がある。 これには、ターゲットの情報

収集、行動の追跡、予測、最適化およびサプライヤーとの

エンゲージメントを可能にするために、既存のシステムに統

合できるさまざまなツールを慎重に評価することが含まれる。

こうしたツールは市場で入手し易くなってきているが、その多

くは、開発または試作段階にとどまっている。排出プロファイ

ルの透明性を高め、削減手段の効果を高めることは、企業

が気候変動対策計画を迅速化するのに役立ち、短期的に

優先するべきことである。

国際的な大手消費財メーカー

国際的な大手消費財メーカーは、製品ライフサイクル評価と環

境フットプリント削減のためのプロセスと ITツールの確立を目

指した。 同社は、温室効果ガス排出量や水の使用量から、生

物多様性への影響に至るまで、16 の異なる影響分野を一覧に

して書き出した。 このプロジェクトではまず、市場で利用可能な

バリューチェーン全体に沿い、さまざまな環境ライフサイクル評

価の手法について、技術的な要件も含めて分析を行った。 同

社が現在使用しているツールとプロセスを精査し、ギャップ分

析を実施した。

ベンチマーキングの実践と徹底したツールの精査により、環境

フットプリントの追跡と、削減手段の影響のモデル化の両方を

可能にするソリューションを特定した。 最終的に、適切な IT構

成およびプロセスを開発した。

ケース スタディ



排出削減計画を加速させるために緊急に行動を起こすことは

企業の責任である。多くの企業が気候変動対策に着手して 

いるが、現在の目標では不十分だ。こうした企業が今後5年間

に何をするかは、地球にとっても、自社の競争力にとっても 

非常に重要である。企業が脱炭素化を次の段階に進める時

がきている。

結論
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