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　世界が指数関数的 (exponential) に動いている中で日本だけ台風の目の中にいるようで、あまりに
も動きが鈍いことをこれまで書いてきた。
　しかし、2018 年の半ばくらいから、先進企業での動きが少しみられるようになってきたと体感し
ている。
　政治、行政ともに旧パラダイム ( 無限の進歩・成長 ) から脱しておらず利害調整に汲々としている
としか思えない状況で期待は持てないと感じているが、動かねば倒産する企業でようやく気が付いた
のか少し動きが出てきた。
　RE100 に署名する日本企業も 10 社を超え、SBT(Science Based Targets) の認証についても関心が
わずかではあるが増えつつある。
　とはいえ、GPIF の調査では上場企業の 70% 以上がせいぜい 5 年程度の目標しか持っていない。こ
れでは、コーポレートガバナンス・コードやスチュワードシップ・コードがいくら中長期の対話を求
めても実効あるものは期待できそうもない。
　こうした状況のなかで日本経団連が 10 月に「貴社・貴団体の温暖化対策の長期ビジョンに関する
情報提供・策定に向けた検討のお願い」というアンケートを配布され、回答をホームページに一覧表
でだされるとのことである。回答は 12 月なので本誌が発刊されるときには閲覧可能と思われる。上
記の日本企業の現状から推測するに殆どが無回答か「検討中」ということになるかもしれないが、こ
のインパクトは大きいと思われる。
長期ビジョンということになれば、かつてのバラ色の夢物語の未来を描いていたものが通用する時代
ではない。2050 年ならばその時点の制約条件をしっかり押さえた上での「ありたい姿 (Aspirations)」
でなければならない。ここからバックキャスティングして戦略及びロードマップを策定していくこと
になる。
　2050 年の制約条件は何か。ここでは 2 つだけ挙げておく。
　最大のものは気候変動対応として GHGs 排出は最早不可能と言うことである。２℃シナリオでは
２１世紀の後半、1.5℃シナリオでは 2050 年頃に実質ゼロ排出にする必要がある。移行リスクとして
の規制リスクは強まることはあっても弱まることはない。規制を後追いするか、先取りして機会に替
える方が利にかなっている。
　この制約条件を考えれば、鉄鋼、セメントなどの一部業種を除けば「すべての企業が RE100 を宣言」
してよいのではないか、いや、すべきである。

「どうやって達成するか」などという愚問を発する岩盤取締役には辞めてもらう以外なかろう。とは
いえ、策がないわけではない。日本では高止まりしているが再生可能エネルギー (RE) のコストは世
界では急速に低下しており、大企業であれば将来 RE 会社を持てばよいだけのことである。不安定さ
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を解消するためのバッテリ価格も電気自動車の普及と共に急速に低下が予測されている。
　もう一つは資源枯渇である。鉱物資源、特にメジャー・メタルは鉄を除きもはや 50 年以内に枯渇
するのは明白である。代替物の開発は一つの解決策ではあるが無限に可能ではない。ここで資源投入
( インプット ) を徹底的に減らす ( 資源効率性を追求する ) 欧州のサーキュラー・エコノミーの意味が
理解できよう。日本の 3R はリデュース・リユース・リサイクルといわれるものの実体はリサイクル
に依存しており、これは廃棄物 ( アウトプット ) の管理でしかない。シェアリングも含めたリデュース、
様々な形態のリユースが常態の社会となる。
　中長期のビジョン、戦略は金融安定理事会 (FSB) のタスクフォース TCFD(Taskforce for Climate-
related Financial Disclosure) の勧告 にも合致する。この勧告を支持する企業・団体は世界で 500 以上、
日本でも 2018 年 12 月末で 40 弱が表明している。
　中でも全国銀行協会は 11 月 27 日の同協会主催のシンポジウムで協会会長のみずほ銀行藤原頭取が
支持を表明されたのは大きい。小職はそのあと基調講演で SDGs と TCFD の意義について述べさせ
ていただいた。ESG 投資といわれるがこれは直接金融の話で、株価が気になる CEO や IR 関係者以
外には関係性は薄い。しかし、ESG 融資ということになると間接金融に大きく依存している日本企
業には大きなインパクトとなろう。
　いずれにせよ、長期ビジョン、シナリオ分析、戦略策定ということが 2019 年からの企業の大きな
関心事になると考えられる。CSR・ESG 経営を標榜するわが学会のメイン・ストリームであり、多
くの研究・実践がなされることを強く願っている。
　ただ、新パラダイム ( 有限の中での持続可能な発展 ) を生きる我々は、企業の在り方だけでなく、
そもそもの社会の在り方、生きる価値観にも目を向ける必要がある。例えば功利性、便利性だけを追
求している今の社会の在り方を、制約条件を受け入れて心豊かに暮らす社会にどうやってチェンジで
きるのか、なども問い続けていきたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上  　　

5




