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巻頭言

後藤 敏彦

認定特定非営利活動法人環境経営学会会長

2015 年はパラダイム・チェンジが起きた年と以前述べた。国連の SDGs とパリ協定の採

択である。

近代が始まって以来のパラダイム、「進歩・成長」は暗黙の裡に「無限」を前提しているが、

それは錯覚に過ぎず、地球という「有限」の環境制約の中での「持続可能な発展」というパ

ラダイムに変わったといってよい。CO2 はもはや排出は不可となり、今世紀末には人為排

出を実質ゼロにするというのがパリ協定の方向性である。これまでの「低炭素」経済への移

行ではなく「脱炭素」経済への移行である。

2017 年末になって、この 2 年間でパラダイム・チェンジを具現化した事象がすでに発生

しだした。表 1 のように自動車関連では様々な法規制が公表され始めている。

表 1

自動車

 2018 年 米カリフォルニア ZEV 規制開始(全米 10 州)

 2019 年 中国新エネ車製造義務化

 2025 年 オランダ・ノルウェー ディーゼル車禁止

 2030 年 ドイツ・スウェーデン ディーゼル車禁止

 2030 年 インド 化石燃料車販売禁止

 2040 年 フランス ガソリン・ディーゼル車販売禁止

 2040 年 イギリス 同上

特に西欧は一神教の伝統が社会の基盤に根強く蓄積されており、いわば「内燃機関からの

離脱」という規範がはたらきだした感がある。事実、パリ協定前文に"climate justice"(気候正

義)という西欧的概念が入っている。

「noting the importance for some of the concept of "climate justice", when taking action to address 

climate change,」

西欧では「正義を行う」ことは、実行可能かどうかを問うものではないもののようである。

いかんせん、日本人にはどうにも理解が容易ではないが、このことを理解して対応しないと

グローバリゼーションの中では取り残されてガラパゴスになりかねない。

米国はトランプ大統領が何を言おうと州や企業が”We are still in.”ということでボンでの

COP23 の場外では様々な活動をしていたとのことで、「化石賞」の日本とは大違いである。



後述する気候関連財務情報開示タスクフォース(以下、タスクフォース)がリスクと機会で

分析している表 2 のリスクの中の移行リスクの政策・法規制リスクが顕在化した(即ち、リ

スク=不確実ではなく、現実になった)のである。

表 2 気候関連リスク

 低炭素経済への移行に関連したリスク(Transition Risks)

• 政策・法的リスク

• テクノロジーリスク

• 物質(資源)リスク(バリューチェーン・リスク)

• 評判リスク

 気候変動の物理的インパクトに関連したリスク (Physical Risks)

• 突発的リスク

• 慢性的リスク

タスクフォースは金融安定理事会(FSB)が 2015 年末に立ち上げを指示し、2016 年初頭か

ら活動を始めた。ドラフトに対するパブコメ等を経て 2017 年 6 月に Final report「勧告」 を

策定公表し 2017 年 7 月の G20 に提出された。FSB は G20 の中央銀行、財務省等で構成さ

れており、これが気候関連債務情報開示に動いたことは、金融界はもとより産業界にも大き

な影響を及ぼすことは必至である。特筆すべきは年間 10 億ドル以上の売り上げのある企業

に「シナリオ分析」を求めていることである。日本企業はほとんど経験がなく、直ちに猛勉

強から始めなければならないものである。

ESG 投資やコーポレートガバナンス・コード等で中長期のビジョンやゴール、戦略が事

業会社には求められているが進捗スピードはあまりにも遅々としているように感じられる。

パラダイム・チェンジに対応し新しいビジネス・モデルに変身していくために日本企業に残

された時間は長くないように思われる。

環境経営～CSR・ESG 経営～を標榜する環境経営学会としては、こうした動きに役立つ活

動・研究に拍車をかけるときと考えている。


