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デロイト 2022年 CxOサステナビリティレポート

グローバル調査結果の要約

• 過去数カ月でCxOの間では気候変動に対する懸念が高まっており、ただちにアクションを取ることで状況は変わるという楽観的な見方もあります。しかし、

21か国の2,000人以上のCxOに対するデロイトの調査からは、経営者の意見や動機、自社がとっているアクション、実際に受けているインパクトといったもの

の間には様々な乖離が生じていることが明らかになりました。

• この資料では、主要テーマについて日本とグローバルの企業経営者の比較を通じて明らかになったポイントについて考察します。

主なグローバルの調査結果：

気候変動について非常に懸念していると回答した経営者は約3分の2に上り、79%は世界

がアクションの転機に立っていると考えています。2021年初頭に実施した同様のデロイトによ

る調査ではこの数字は59%でした。このような経営者たちの懸念の高まりは、以下に示すよ

うに顕在化しつつある気候変動のインパクトに影響されています。

• 回答者のほぼ全員（97%）が、自社はすでに気候変動により悪影響を受けていると

回答し、さらに約半数が業務に影響が出たと回答しています（ビジネスモデルや世界

的なサプライネットワークの混乱など）。

• CxOの80%が過去12カ月間で気候事象から個人的にも影響を受けました（酷暑、

荒天の悪化、森林火災など）。

• また、規制当局、株主、消費者、従業員といったステークホルダーのグループからもアク

ションを取るように圧力を受けています。

目標、アクション、インパクトの間には乖離が存在
企業はアクションを取っているものの、気候変動への配慮が自社の企業文化に組み込まれていることを示すアクションは少なく、また、有意義なトランスフォーメーションをもたらすような

経営陣の賛同や影響力の行使を示すようなアクションも低調です。

また、低炭素社会に移行するための短期的なコストとも格闘し続けています。CxOが挙げた気候戦略のメリットとしてランキングの低かったのは、既存事業からの収益、新規事業から

の収益、資産価値、投資コスト、営業利益率、の5つの分野でした。

本レポートでは、目標とアクションの間に生じている乖離と、そのギャップを埋めるためにできる措置についても掘り下げています。

ただし、楽観論が広がっていることも事実です。ただちにアクションを取ることで、気候変動の

最悪のインパクトを抑え込むことができるという点に88%が同意しました。この数字は8カ月

前は63%でした。

最も本質的なサステナビリティのアクションの5つのうち4つを導入しているとした

経営者は、サステナビリティの取り組みに効果を上げて模範となっており、その

見返りとしてメリットを享受しています。この5つのアクションとは次のものです。

気候に配慮した製品また
はサービスを新たに
開発する

サプライヤーや取引先に
具体的なサステナビリティ
基準を満たすよう要請する

気候インパクトへの耐性
を高めるために設備を更
新または移転する

ロビー活動や政治献金に
気候の観点を取り込む

経営陣の報酬をサステナビ
リティの実績と関連づける

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/2021-climate-check-business-views-on-environmental-sustainability.html
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日本企業のプロフィール：

日本の調査対象

• 調査対象となった日本の経営者は106人です。

気候目標に責任を

有する役職

従業員数

31%

13%
9%5%

17%

25%

CEO

CSO

COO

CFO

CTO

その他のCxO

• 5,000人未満：40%

• 5,000人から9,999人：26%

• 1万人から1万9,999人：12%

• 2万人から4万9,999人：10%

• 5万人以上 11% 

売上高（米ドル）役職

業界

8% 14% 26% 13% 5% 33% 1%

コンシューマー エネルギー、資源、工業

金融サービス ライフサイエンス、ヘルスケア

プロフェッショナルサービス テクノロジー、メディア、通信

その他

57%

53%

39%
45%

46%

14%
27%

CEO

CSO

CFO

COO

CTO/CIO

CMO/CCO

その他のCXO

13% 20% 38% 23% 6%

5億ドルから9億9,900万ドル 10億ドルから19億9,000万ドル

20億ドルから49億9,000万ドル 50億から99億9,000万ドル

100億ドル以上
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気候変動に関して、次の記述にどの程度同意しますか、

同意しませんか？

93% 87%89% 81%

I believe there is a global
climate emergency

I've been personally impacted
by climate events in some way

日本 グローバル

気候変動に関して、次の記述にどの程度同意しま

すか、同意しませんか？

経営者の多くが、世界は気候変動への対応に関して転機に立っていると考えている

• グローバルと同様に、日本のCxOも過去数カ月間で気候変動に関する懸念を強めています。現在、世界が気候変動への対応の転機に立っているとした日

本の経営者は75%に上りましたが、8カ月前は59%でした。今が重要であるという認識にも関わらず、楽観的な見方も広がっており、ただちにアクションを起こ

せば、気候変動の最悪の影響を抑え込むことができるという見解に91%が同意しています（8カ月前は59%）。

• グローバルのCxOと比較すると、日本のCxOはこの1年で何らかの形で個人的に気候事象の影響をより多く受けており、中でも影響の高いものとして、頻度

や深刻さの増す荒天、酷暑、水害を挙げています。グローバルの経営者よりも多くの人が海面上昇の影響を経験しています。

過去12カ月間で次の事柄の中で個人的に影響を受けたものがありますか？（当てはまるものをすべて選択）

世界的な気候の

緊急事態だと思う

何らかの形で個人的に気候事

象の影響を受けたことがある

59% 59%

36%

91%
75%

33%

With immediate action, we can
limit the worst impacts of climate

change and move toward an
improved future.

The world is at a tipping point
when responding to climate

change, and the future can go
either way.

We have already hit the point of
no return, and it is too late to
repair the damage caused by

climate change.

日本（2021年1月～2月） 日本（2021年8月～9月）

ただちにアクションを起こせば、

気候変動の最悪の影響を抑え込

むことができ、より良い未来に向か

世界は気候変動への対応の

転機に立っており、未来は良い

方向にも悪い方向にも向かい

得る

すでに取返しのつかない地点に

来ており、気候変動によって引き

起こされた損害の修復は手遅れ

である
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5

今後3年間で、気候変動が自社の

戦略や業務にどの程度影響を

与えると考えますか？

回答者は懸念を示し、自社が気候変動の影響を受けていると回答している

68%

32%

日本

非常に大きい／

大きい

適度／若干

御社の事業にすでに影響を与えている気候

変動の問題で大きなものは何ですか？

（当てはまるものをすべて選択）

99%
気候変動によりすでに影響を受けていると

回答した日本の調査対象者の割合

（グローバルは97%）

68% 63%

自分の会社は気候変動について

非常に懸念している

日本 グローバル

気候変動について御社

ではどの程度

懸念していますか？

• 自社が気候変動を懸念していると回答した日本のCxOはグローバル平均より若干高くなりました。日本企業の大半は、今後3年間で気候を戦略や業

務に組み込むことに注力しています。その結果、気候変動が企業戦略に影響すると考える国として日本は調査対象の国の中でトップ5になりました。

• 日本企業は、気候変動の影響を感じるという点でグローバル企業を若干上回っています。業務への影響、軽減コスト、資源不足、保険コストの上昇と

いった影響が大幅に高くなっています。

37%

35%

39%

40%

48%

38%

44%

50%

52%

56%

従業員の健康問題（気候変動に対する

懸念が要因のメンタルヘルス／不安感）

保険コストの上昇または利用できる保険の

欠如

資源の不足／資源コスト

気候変動軽減のコスト

気候関連災害の業務への影響

日本 グローバル
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ステークホルダーは企業にアクションを取るようプレッシャーを与えており、CxOは政府も責任を負うべきだと考えている

64%

72%

66%

71%

75%

76%

55%

75%

60%

71%

73%

74%

75%

77%

78%

78%

従業員

一般社会（メディア、アクティビスト）

競合他社

株主／投資家

取締役会／経営陣

規制当局／政府

銀行

消費者／クライアント／顧客

日本 グローバル

気候変動の影響軽減について政府が果たす役割に

関する次の記述に「同意」／「強く同意」した割合

ステークホルダーから気候変動へのアクションに対して

どの程度（大きな／相当の）圧力を感じていますか？

（当てはまるものをすべて選択）

• 気候変動へのアクションに対して様々なステークホルダーからの圧力を感じるという点で、日本のCxOは全般的にグローバル平均と同等であり、プレッシャーを

受けている上位のステークホルダーとして消費者／顧客、銀行、規制当局／政府を挙げています。日本は、グローバルの調査対象よりも銀行からの圧力を

感じる割合が大幅に高くなっています。

• また、自国政府が気候変動の影響軽減に向けて適切な努力をしていると考える割合は、グローバル平均よりも若干高くなりました。

92%

59%

86%
94%

54%

84%

It's important for my country's
national government to play a
role in mitigating the impacts

of climate change

My country's national
government is doing a good
job mitigating the impacts of

climate change

I'm more likely to vote for a
candidate for elective office

who supports actions intended
to address climate change

日本 グローバル

自国政府が

気候変動の影響軽減に

役割を果たすことは

重要である

自国政府は

気候変動の影響軽減に

適切な努力をしている

気候変動への

対応に向けた政策を

支援する候補者に

投票する可能性が高い
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グローバルのレベルでは、CxOの掲げる目標と自社が取っているアクションの間には食い違いがある

• 自社のサステナビリティの取り組みの一環としてアクションを図るという点で、日本のCxOはグローバル平均をわずかに上回っていました。

• グローバル平均を5％以上も上回ったケースもありました（再生可能エネルギーの購入、保険補償の購入、ロビー活動／政治献金への気候の観点の取り

入れ、経営陣の報酬とサステナビリティの実績の関連付け）。

現在の環境サステナビリティの取り組みの中で、御社は次のどのアクションを既に講じていますか？

（当てはまるものを15項目まで選択）

再生可能エネルギーを

購入する（直接、契約、

グリーン証書経由）

グローバル = 48%

より持続的な原材料を

使う（リサイクル材料や

低炭素排出製品など）

グローバル = 67%

エネルギー利用の

効率性を高める

グローバル = 66%

異常気象のリスクに

備えて保険の補償を

購入する

グローバル = 46%

講じられているアクションの上位

56% 54%61% 53% 

気候インパクトへの

耐性を高めるために

設備を更新／移転する

グローバル = 44%

ロビー活動や政治献金に

気候の観点を取り込む

グローバル = 40%

サプライヤーや取引先に

具体的な環境サステナビ

リティ基準を満たすよう

要請する

グローバル = 46%

気候に配慮した

製品またはサービスを

新たに開発する

グローバル = 49%

経営陣の報酬を

サステナビリティの実績と

関連づける

グローバル = 37%

51%42% 43% 47% 49%

講じられているアクションのうち、最も本質的な5つに関する回答*

*デロイトの分析による定義

気候に配慮した製品

またはサービスを新たに

開発する

グローバル = 49%

51%
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自社の気候変動の取り組みのメリットとインパクトの妨げになる障害

サステナビリティに関する自社の現在の取り組みは、次の項目に前向きな影響を及

ぼしている／及ぼすことになるだろうと強く思う（当てはまるものをすべて選択） サステナビリティの取り組みを

進める上での障害 上位5項目

（上位２項目を選択）

ブランド認知と

評判

グローバル = 49%

従業員の士気と

ウェルビーイング

グローバル = 42%

商品・サービスおよ

び／または業務

に関するイノベー

ション

グローバル = 39%

顧客満足度

（顧客の期待への

合致）

グローバル = 46%

新規事業からの

収益

グローバル = 32%

選択された上位5項目のメリット

32%

42% 38% 34%37%
長期的な事業

からの収益

グローバル = 28%

投資コスト

グローバル =30%
従業員の採用と

定着

グローバル = 35%

サプライチェーンの

効率性／

レジリエンシー

グローバル = 33%

投資家のリターン

および／または満

足度

グローバル = 34%

31% 30%

45%

28% 27% 

下位5項目

• 調査対象国の中で、日本のCxOは、気候変動の取り組みのメリットの上位5項目として「長期的な事業からの収益」と「新規事業からの収益に対するプラ

スの影響」を挙げたという点で例外的です。その他上位に挙げられた影響には、ブランド認知と評判、商品・サービスに関するイノベーション、顧客満足度が

含まれています。下位3項目は、財務と従業員の採用に関する問題に関連したものです。

• 日本のCxOは、サステナビリティの取り組みに対するコストに対してより大きな懸念を示したものの、インパクトの測定、サステナブルなインプットの供給、短期

的な事業問題への注力といった点への懸念についてはグローバル平均を下回っていました。

25%

27%

30%

24%

27%

18%

22%

25%

26%

32%

短期的な事業問題への注力／

投資家や株主からの要求への注力

サステナブルまたは低炭素排出の

インプットの供給不足

環境インパクト測定の難しさ

必要な変更の度合いが大きすぎる

コストが高すぎる

日本 グローバル
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気候リーダーを差別化するアクションと特徴

• 調査では、スライド2で示した「目立った変化をもたらす」サステナビリティに関するアクションの5件のうち少なくとも4件を実施している「気候リーダー」と呼ば

れるような企業の存在が浮き上がりました。グローバルのCxOの19%が気候リーダーに相当し、日本では回答者の22%が気候リーダーに相当します。

• その一方で、グローバルで35%、日本で30%の企業がこのような先駆的なアクションのうち1件しか実施していないか、または全く実施しておらず、このような

企業は巻き返しが必要です。

• 遅れを取っている企業ではなく、気候リーダーになることのメリットは明確です。

52%

50%

74%

73%

% indicating they are “very
concerned” about climate…

% who expect climate change
to have a high/very high…

リーダーの懸念度合いは高い*

50%

33%

82%

73%

% who plan to achieve net-zero
carbon emissions by 2030 or…

Average % already undertaking
15-business actions we asked…

リーダーはより積極的*

リーダー 遅れている企業

29%

24%

19%

21%

23%

33%

50%

45%

38%

40%

45%

53%

商品・サービス／業務におけるイノベーション

新規事業からの収益

既存事業からの収益

投資コスト

投資家へのリターン／投資家の満足度

気候変動への対応

リーダー 遅れている企業

サステナビリティに関する自社の現在の取り組みは次の項目に前向きな影

響を及ぼしている／及ぼすことになるだろうと強く思う

リーダーは自社の気候戦略にはより大きなメリットがあると考えている*

*注：このページの図はグローバルのデータを示したもので、国別のデータではありません。

進んでいる企業または遅れている企業に関する国別データは数値が小さぎるため、統計的な正確性を担保できません。

今後3年間で気候変動が自社の戦略や業

務に「大きい／非常に大きい」影響を与えると

考える割合

気候変動について

「非常に懸念している」とした割合

回答者に尋ねた15項目のビジネスアクションで

すでに講じているものの割合

2030年までに炭素排出ネットゼロを達成する

予定の割合
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