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気候変動が、21世紀に地球が直面する最も深刻な問題であること
は、疑う余地がありません。温室効果ガス（GHG）の排出と土地利用
の変化を通じた気候システムへの人間の干渉により、地球表面の年
間平均気温が世界各地で上昇しています。気候変動は実に分野横断
的、かつグローバルな課題です。多くのセクターに影響を及ぼし、他の
課題と切り離しては議論できません。

デロイトでは、持続可能な発展を軸とする戦略こそが
公共および民間のドメインを変革する上で鍵になると
考えています。

企業は、「サステナビリティ（持続可能性）」という新たな観点から、事業
の全側面（商品、サービス、組織、マーケティングおよびコミュニケー
ション、資金調達、市民社会との交流）を再評価し、優先順位付けを行
う必要があります。

政策立案者は、変化を実現するため、対企業でも対市民でも同様に、
社会のさまざまな関係者とアライアンスやパートナーシップを構築す
るように、行動方針の再考を迫られています。

デロイト サステナビリティサービスは、世界有数の
チームであり、アイデアの発案から具体的な実施まで
と、バリューチェーン全体の持続可能な発展にまつわ
るコンサルティングを行っています。

デロイト サステナビリティサービスは、世界中に800名
のサステナビリティコンサルタントを擁しています。

日本では「ESG・統合報告アドバイザリー」が窓口と
なってサステナビリティサービスを提供しています。

デロイト サステナビリティサービス
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デロイト サステナビリティは、気候関連のリスクを管理し、報告するための包括的ソリューショ
ンを個々のニーズに合った形で提供しています。
具体的には、デロイトは、気候関連リスクおよび機会の評価と開示について企業を支援します。
デロイトの専門性は、2017年発行の気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言とガ
イダンスに則した、透明性の高い確固たるメソドロジーに基づいています。TCFDの提言では４
つの主要な柱（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標および目標）が示されていますが、これらの
目的は一貫した「金融市場参加者が気候関連リスクおよび機会を把握できる開示」を促進する
ことです。

デロイトのエキスパートには、包括的なサービスを提供するために必要な戦略的・経済的・
技術的なリスク管理およびサステナビリティのスキルがあります。

デロイトの知見

事業が持続可能になるように気候関連リスクを識別・評価・管理します。

課題と目的

気候変動リスクは、良くも悪くも事業に影響を与える可能性があり、企業もまた、気候変動の
一因となっています。政策規制、原材料の入手可能性、地政学的状況といった潜在的な気候変
動のリスクや課題に取り組むために、実行可能なツールに支えられた戦略が必要になります。

TCFDの
4つの柱

ガバナンス

戦
 略

指標および目標

リ
ス

ク
管

理 戦 略
シナリオと戦略の策定

費用対効果分析
（潜在的なリスクおよび機会の影響評価等）

指標および目標
主要データのニーズ、範囲、目標および目的の特定

主要業績指標（KPI）の定義付けと戦略およびロードマップ
のモニタリング

リスク管理
リスクおよび機会の識別と優先順位付け

リスクの定量化と分析

リスク管理戦略全体への気候関連リスクの
組み込み

気候関連リスクの低減に向けたアクション
プランの策定

ガバナンス
気候関連リスクおよび機会の評価と管理における
経営陣の主な役割の特定と明示

気候変動の主要リスクおよび機会についての
取締役会メンバーへの情報共有と研修

直面している問題1

リスクを監視し、リスクを低減し、発見
事項が重要な事業上の意思決定へ寄
与するようにし、適切なリスクフレーム
ワークを用いてステークホルダーに伝
えます。

長期的目的3
「ホットスポット（hot spots）」を把握し、

堅牢で透明性の高いフレームワークに
基づき、リスクのモニタリングおよび株
主を含む社内外のステークホルダーへ
の報告を踏まえたフレームワークを設
計します。

短期的目的2

直面している問題

事業活動に及ぼす気候変動リスク
のプラスの影響とマイナスの影響

短期的目的

主要な気候変動リスク、
リスクの優先度、

リスク低減のための
アクションの特定

長期的目的

リスクの監視
と低減
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気候変動リスクに対して短期的・長期的アクションを確実に行うための、明確で段階的な費用
対効果の高いアプローチです。
デロイトは、ステップの最初から最後まで支援します。もしくはアプローチの中の特定のステッ
プのみに関与することもできます。

デロイトの4ステップアプローチ

3

4

1

主要な気候関連リスクおよび機会の識別と優先順位付け1

2

リスクの大きさ：範囲

リスクの発生可能性

潜在的な影響とその結果（財
務上の影響には損益計算書、
キャッシュフロー、貸借対照表
などへの影響が含まれる）

機会（新たな投資、事業コストの削減、新たな市場へのア
クセス等）による、潜在的リスクの相殺の可能性

気候変動の緩和や適応ソリューション、低炭素経済への移
行に焦点を当てた機会

範囲、パラメーター、主要データのニーズ、目標、指標および目的の定義

データ収集とステークホルダーのコンサルテーション

主要な気候関連リスクおよび機会の定量化と分析

主要な気候関連リスクおよび機会の識別と優先順位付け

地球温暖化、気候変動への対応政策に対する世界各国の支援、経済セクター固有の要因、
起こりうるディスラプションを考慮した世界シナリオ（2℃シナリオを含む）の定義

各シナリオでのリスクと機会の説明

カスタマイズされた気候関連シナリオの分析

リスクおよび機会の優先付けに対処するためのアクション策定と実施

実行可能で柔軟な、短期・中期・長期的ソリューション

測定および進捗のモニタリングのためのKPIの策定

リスク低減に向けたアクション策定

TCFD提言に基づいた気候関連情報開示（報告書）
主要な検討事項と今後の方向性の概要（不確実性および今後さらに調査が必要な領域等）

気候関連リスクおよび機会のコミュニケーションと開示

気候関連リスクの
優先順位付け

気候変動

将来期待できる機会に基づく

リスク

物理的 移行

急性 政策

慢性 技術

評判

市場

資源効率

より少ない
エネルギー、
水の利用などに
よる生産性の
向上

市場競争
優位性 安定供給

の向上

新規ベンチャー
企業と

コラボレーション

再生可能
エネルギーによる
運用コスト
の削減と

レジリエンスの
向上

エネルギー源
商品・
サービス 市場 レジリエンス

機会
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シナリオ分析では、気候関連リスク（移行リスクと物理的リスク両方）の多様な組み合わせが、時間
の経過とともに企業の事業、戦略、財務業績にどのような影響を及ぼすかの理解を深め、確認する
ことができます。

シナリオは仮説で組み立てられており、正確な成果物または予測の提供を意図したものではありま
せん。シナリオは、特定のトレンドが続いた場合または特定の条件が充足された場合に、どのような
将来になっているかを企業が考えることがきる一つの方法になります。

TCFDは、ステップ毎に詳細なガイダンスを提供しています。これには、重要問題の認識や考慮すべ
き課題を含む、シナリオ分析の実施方法に関するシナリオ分析の具体的な技術的補足書が含まれ
ます。

一歩先を行くデロイトのアプローチは、進歩的な分析が可能で、事業理解に基づいています。

識別された気候変動リスクを低減し、適応するためのアクションは、内部専門家との協議と外部の
ベンチマークによって得られた結果に基づいて策定されることになります。アクションは、企業の現
行アクションおよび関連する国際的なイニシアチブの両方と一致していることが必要です。

アクションプランは、技術開発や政策といった最新の動向を反映して適応させることができます。
また、アクションプランにより、最大のリスクや脆弱性を抱える分野や、何を誰がいつまでにできるの
かなども明確になります。

デロイトのシナリオ策定プロセスは、柔軟に対応できるプロセスであり、共通化されています。

シナリオ分析は、不確実性（radical uncertainty）に直面した際の
判断と意思決定の精度を高めます
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悪影響を緩和するための
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（低減・適応措置等）
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アクションの実行に
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IV. 優先順位付け

取り組む対象のリスクに
基づき、すなわち緊急度の
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V. 時間軸
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基づき、短期、中期または
長期の期間で実行
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伴うものがある
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VII. 成功要因
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（ステークホルダーの容認、
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識別された
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リスクの低減に向けたアクション策定3カスタマイズされた気候シナリオの分析2
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気候関連リスクと機会のコミュニケーションと開示4
デロイト サステナビリティサービスは、気候リスクの管理と報告に関して、個々のニーズに合っ
た幅広いソリューションを提供します。
デロイトの専門家には、戦略、経済、分析および技術スキルがあり、顧客に多岐にわたるサービス
を提供しています。

問い合わせ先

達脇　恵子
パートナー
デロイト サステナビリティ　日本統括責任者
有限責任監査法人トーマツ　ESG・統合報告アドバイザリーユニット長
デロイト トーマツ サステナビリティ株式会社　代表取締役社長
keiko.tatsuwaki@tohmatsu.co.jp

庵原　一水
パートナー
パブリックセクター
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　執行役員
iihara@tohmatsu.co.jp

ESG・統合報告アドバイザリーサービス
www.deloitte.com/jp/esg-ir
サステナビリティサービス
www.deloitte.com/jp/sustainability

デロイト トーマツのWEBサイトにて、
貴社取締役会のニーズに関連する情報をご参照ください。

TCFDの提言には、気候情報開示の構造と内容に関する詳細なガイダンスが含まれています。また、
金融セクターと非金融セクターに対する補助ガイダンスが用意され、セクター特有の重要な検討
事項を明確にしています。

報告された気候情報開示の一部の要素は、さらに具体的に企業の対応範囲や利害関係を反映す
るように適応させることができます。内部使用目的や外部ステークホルダー用にそれらを戦略的コ
ミュニケーションツールとして使用することが可能であり、さらに、それらの開示は財務報告書に記
載したり、投資家に提示したりすることもできます。
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