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2030年のサステナビリティ・リスク

1.サステナビリティの
　領域における2030年とは

　本特集では、2030年のリスクを大予想す
ることになっている。一般的には12年後と
いうと気が遠くなるような先の話である。と
りわけ昨今は、大災害、大きな政治体制の
変化、テクノロジーの急激な進展など、あっ
という間に世界の景色が変わるような事態
が多発しており、1年後のことすら見通すの
が難しい印象もある。
　しかし一方では、視線をなるべく遠くへ
投げかけ、中長期的な観点で目指す姿を描
き、物事にじっくり取り組むことが、結局の
ところ着実に世界を変えることができる、ま
た自分達にとっても得である、と考える向き

も増えている。その代表的な領域がサステ
ナビリティである。
　サステナビリティの世界では、2030年は
決して遠い未来の話ではなく、具体的な数
値目標を掲げて各種活動に取り組むべき
ターゲットの年である。最近の先進企業が
掲げる環境長期ビジョン/目標は、更に先の
2050年をターゲットにしたものが増えてい
る位である。
　2030年のリスクを考えるには、まずは
2030年がどんな年になっているのか、社会
環境の状況を予測する必要がある。その際
に参考となるのが国連の持続可能な開発
目標（Sustainable Development Goals、
以下SDGs）である（図表1-1）。
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図表1-1    SDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）

出典：国際連合広報センターHPより
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　SDGsは、2015年に国連サミットにおいて全会一致
で採択された開発目標で、2030年までに全世界で解
決または大きく改善させるべき17の社会課題とその
改善の目標が示されている。このロゴを目にした人
は多いだろう。ロゴだけでは具体的な目標がわかりに
くいため、合わせて各目標の内容もご覧いただきたい

（図表1-2）。2030年の状況としてベストシナリオは、
この17の目標がすべてクリアできている状態であるだ
ろう。SDGsの各目標はいずれも一筋縄ではいかないも
のばかりで、一体どうすれば2030年までにこの課題が
解決するのだろうと途方に暮れそうなものも少なくな
い。とはいえ、はっきりしているのは、これらの目標達成
へ向け、世界中の国、企業、団体、個人が様々な取組を
していくことである。それらの取組にはビジネス環境を
大きく変えるものも含まれている。端的に言えば、SDGs
の17の領域においては、2030年には今よりも厳しい法
規制が敷かれていたり、取引先から対応を求められた
り、消費者が商品やサービスの選択基準にしたりして
いる可能性がある。これらがリスク（または機会）を生
むと考えられる。

2.気候変動を例とした2030年のリスク

2-1.気候変動のリスクモデル
　社会課題の中でも世界の最大の関心事になってい
る気候変動に関しては、将来の状況を推し量るための
情報が様々な組織から公表されている。そこで気候変
動を例に2030年のリスクをもう少し掘り下げて考察し
てみよう。気候変動に起因する将来のリスクを考える
うえで格好のツールが、気候関連財務情報開示タスク
フォース（Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures　以下TCFD）が出した、気候変動に関す
る情報開示の提言である。この提言で示す重要な開示
項目の中に、気候変動に関連するリスクが含まれてい
る。

図表1-2    SDGs各目標の内容

出典：外務省HPより

目標１ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
目標 2 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
目標 3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
目標 4 すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
目標 5 ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う
目標 6 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
目標 7 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
目標 8 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する
目標 9 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

目標１0 各国内及び各国間の不平等を是正する
目標１1 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
目標 12 持続可能な生産消費形態を確保する
目標１3 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
目標１4 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

目標１5 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を
阻止する

目標１6 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包
摂的な制度を構築する

目標１7 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
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　図表2は、提言に示された、気候変動関連のリスク・
機会のモデルである。この中でリスクに関しては、物理
的リスクと移行リスクという2つのカテゴリーが示され
ている。物理的リスクは、気温の上昇により生じる物理
的な影響で、ハリケーンや洪水などの急性リスクと、気
温上昇による海水面の上昇などの慢性リスクに分かれ
る。一方で移行リスクは、気候変動を緩和するために
世界が低炭素社会に向けて進んでいくことに伴うリス
クで、更に４つのカテゴリーに分かれる。代表的なもの
が法規制の強化など政策・法律のリスクであるが、他に
も、低炭素化を実現するための技術イノベーションが
従来の技術を陳腐化させる等の技術リスク、気候変動
のリスクが広く認識されるに従い、特定の商品・サービ
スの需給バランスがくずれる市場リスク、また、消費者
や市民の意識向上による評判リスクも考えられる。

2-2.「2℃シナリオ」をベースにした2030年の状況
　さて、上記のように分類された気候変動リスクについ
て、2030年頃の状況を踏まえて考えてみる。2015年に
全世界の国々に採択されたパリ協定は、「世界の平均
気温上昇を産業革命前に比べ2℃より十分低く保つと
ともに、1.5℃に抑える努力を追及する」ことを目標とし
た。それを踏まえて図表3を参照いただきたい。

図表2    TCFDのリスク/機会と財務インパクト

出典：TCFD “Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures”（  は筆者）
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　 こ れ は「 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル 」
（Intergovernmental Panel on Climate Change、

以下IPCC）が2014年のレポートで示した、世界の平均
気温上昇に関するシミュレーションのグラフである。図
中には気温上昇を示す線が2種類引かれているが、そ
の低い方が「IPCCの2℃シナリオ」と呼ばれる、世界中
が協力して温暖化対策を推進し、気温上昇を2℃以内
に抑えられた場合の平均気温の推移予測である。一方
で高い方の線は、気温上昇に歯止めがかからず今世紀
末に気温上昇が4℃を超えてしまうシナリオである。こ
の状態で今世紀末を迎えると、多くの生物の絶滅など
を含む深刻な影響が想定されている。ところが同じグ
ラフで2030年頃の気温を見ると、2℃シナリオも4℃シ
ナリオも大きな差がないことがわかる。つまり、気候変
動に対して今すぐ世界中で最大限の対策を取ったとし
ても、今後10年程度は気温の上昇が続くことになるの
だ。

2-3.物理リスク：温暖化は更に進行する
　前述の状況を前提として物理リスクを考えると、
2030年は今よりも温暖化が進行していることになるた
め、ハリケーンや洪水、海水面上昇などの影響は今より
大きくなることが想定される。企業のリスクとしては、自
然災害による業務の途絶、干ばつによる水不足、農作
物の不作など、業種によってはサプライチェーンを直撃
する。
　ここで重要になるのが、気候変動への適応策である。
ハリケーンが発生するのは止められないとして、建物を
ハリケーンに耐えられる強度にしたり、都市設計の際に
ライフラインの途絶を避けられるような対策を講じる
など、リスクの影響を小さくする対策をあらかじめ講じ
ておくことが重要になる。

これからのリスクマネジメント

図表3    世界の平均気温に関する予測

出典：IPCC第5次評価報告書　第一作業部会報告書　政策決定者向け要約
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　図表4は同じ報告書にある地域ごとの重要リスク（ア
ジア編）だが、リスクごとに適応策が例示されている。
また、右側には年代別のリスクの大きさが示されてい
るが、このうち斜線部分は適応策により影響低減が可
能な度合いを示している。

2-4.移行リスク：
　一方で移行リスクは前述のとおり、温暖化の低減へ
向けて様々なプレーヤーがアクションを起こすことによ
りもたらされる環境変化に起因するリスクである。パリ
協定により、これから世界中でCO2削減に取り組むこと
を思えば、増大して当然のリスクとも言える。
●政策と法律リスク
　既に以前から各国・各地域で様々な法規制・政策が
導入されているが、パリ協定で掲げた２℃目標は非常
に高い目標で、従来からの延長線上で達成できるもの
ではないため、今後更なる制度・規制の導入がされて
いくだろう。そもそもパリ協定に基づき各国の取組を推

進していくための国際的なルールがまだ決まっていな
いので、その内容によっても各国の対応が影響を受け
る可能性がある。
　しかし例えばヨーロッパ各国はそれぞれ、2030年ま
たは2040年までにガソリン車、ディーゼル車の走行を
禁止するなどの対応を発表しており、法的リスクはすで
に始まっている。日本も炭素税などの規制が入る可能
性がある。
●評判リスク
　ワールド・エコノミック・フォーラムで実施したミレニ
アル世代の意識調査では、世界に最も影響をもたらす
深刻な問題として、国家間の紛争や格差を抑えて気候
変動がトップに挙げられている（図表5）。2030年にはこ
の世代が30代、40代になり、大きな発言力を持つよう
になるため、気候変動対策の遅れた企業は大きな評判
リスクにさらされるかもしれない。

図表4    世界の平均気温に関する予測

出典：IPCC第5次評価報告書　第2作業部会報告書　政策決定者向け要約
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●市場リスク
　市場リスクも既に顕在化が始まっている。例えば座礁
資産の問題である。前述の2℃シナリオを達成しようと
すると、排出できる温室効果ガスの総量が決まり、それ
により石炭・石油など化石燃料を燃やせる量の上限が
決まってくる。そのため、現在埋蔵されている化石燃料

●技術リスク
　一方で、化石燃料の負のインパクトを低減できるテ
クノロジーの開発・実用化により、化石燃料を使用して
も2℃シナリオの実現が可能になる可能性もある。そ
ういったテクノロジーの代表がCCS（Carbon dioxide 
Capture and Storage、CO2の回収・貯留）であろう。こ
れは、工場などで排出されたCO2が空気中に放散して
しまう前に回収し、地表から1000m以上の深さにある
地層に長期にわたり貯留する技術である。現在は一定

のかなりの部分が、採掘しても燃やせなくなる可能性が
あり、資産価値が暴落する恐れがある。既に機関投資家
の中には、化石燃料に依存した事業を行っている会社
から投資を引き上げる所が出だしている。（図表6）この
動きがこのまま進めば、2030年には石炭火力発電に関
わる事業などは存続が難しい事態にもなりかねない。

の条件下で適用プロジェクトが増えてきている段階だ
が、まだまだコストの問題等課題も多く、法規制や社
会からの受容を含む環境整備が求められる状況であ
る。石炭火力発電所の多い日本ではこの技術に対する
期待も高く、2030年までに発電所への導入を目指すと
している。これをリスクの観点で見ると、様々な代償を
払って脱石炭火力発電を果たすかどうかという判断に
影響する。これはポジティブ・ネガティブ両側にぶれる
もので、CCS導入を期待して石炭火力発電への依存を

これからのリスクマネジメント

図表5    世界経済フォーラム（WEF)のミレニアル世代意識調査

図表6    化石燃料産業へのダイベストメント（投資撤退）の動き

出典：WEF “Global Shapers Survey 2017 ”

出典：各社発表に基づき作成
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気候変動／自然破壊

大規模紛争／戦争

不平等（所得格差、差別）

＊世界経済フォーラム（WEF）が世界186か国のミレニアル世代、約31,000人に対して実施した、
　政治経済やキャリア形成に関する意識調査（Global Shapers Survey 2017）より
＊4位以下には貧困、宗教対立、政府の責任/透明性/不正の順で続く。

年 国名 組織名 概要

2015 ノル
ウェー 政府年金基金グローバル（GPFG） 事業の30%以上において石炭採掘・火力に関わっている122社の株式を売却。

2015 米国 モルガンスタンレーウェルズ・ファーゴ 12月1日、世界の石炭関連産業に対する投融資を削減・打ち切りする新方針を公表。

2016 米国 JPモルガン・チェース 全世界の新たな炭鉱には融資せず、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟の「高所得」国で開発中の新規の
石炭火力発電所に対する支援中止を決定

2017 ドイツ ドイツ銀行 パリ協定の趣旨に沿う金融機関の温暖化対応策として、新規の石炭火力発電所の建設と新規の石炭鉱
山開発への融資を中止を決定。

2017 フランス アクサ・インベストメント・マネージャーズ 石炭関連事業が売上の50%以上を占める企業から投資引揚げ（ダイベストメント）を実施することを発表。

2017 米国 カリフォルニア州職員退職年金基金
（CalPERS） カリフォルニア州の法律（SB185）に従い、保有していた14の石炭関連企業の株を売却。
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これからのリスクマネジメント

続けたところ、技術面だけでなく制度面、社会認識面の
課題が解決できず導入が大幅に遅れ、多大なコスト負
担や評判リスクにさらされる可能性もある。

3.他の社会課題への応用

　上述したTCFDのモデルは気候変動に特化したモデ
ルではあるが、社会課題とリスク・機会の関係を示す一
般的なモデルとして応用も可能である。物理的リスク
は、その社会課題が存在し続けるか増大することによ
り生じる各種の影響を示すと考えれば、様々な社会課

題に適用可能である。一方で移行リスクは、その社会課
題を解決させるために（または解決の過程で）社会が
起こす様々なアクションによる影響であり、課題解決へ
の社会の意欲が強いほど大きくかつ多様になる。その
視点で、最初に示したSDGsの17目標を再度見ていた
だきたい。2030年へ向けて各目標の達成のために膨
大な活動が行われ、それによる環境変化がビジネスへ
正負の影響を及ぼす。企業はそれらの中長期リスクを
見据えながら適切なかじ取りをする必要がある。更に
は、自らも変化を起こす側となって目標達成に貢献し
ていくことになる。        　　　　　　　　　　　　 Ò


