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昨年の 10 月の IPCC の 1.5℃特別報告書など、下記の 3 部作が出そろった。
IPCC Special Report 3 部作

［巻頭言］

気候変動 (C.C, Climate Change) ではなく
気候危機 (C.C, Climate Crisis)

環境経営学会会長 後藤 敏彦
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　これはパリ協定を採択した COP21 が 1.5℃と 2℃の違いが当時必ずしも明確ではなかったので、
IPCC にその点の科学的知見を明確にした報告書を要請したものと聞いている。
　これによると産業革命前 (1850 ～ 1900 年の平均値とのこと ) に比較、すでにⅠ℃以上上昇している
ことを示している。しかもそのうちの 0.5℃上昇はここ 30 ～ 35 年の間であり、1.5℃対策をしたとし
ても早ければ 2030 年には 1.5℃、そして 2040 年代に 2℃上昇の可能性を示している。そして様々な
事象 ( 沿岸洪水、河川洪水、熱中症等々 ) が 1℃上昇からすべて危険域に入りかけていることを示し
ている。ここ数年の豪雨、台風被害は異常気象というよりはニュー・ノーマルな通常気象になりつつ
あり、それは気温上昇とともに激甚さを増していくことを示している。正に Climate Change( 気候変
動 ) ならぬ Climate Crisis( 気候危機 ) である。
　1960 年は 0.25 ～ 0.3℃の上昇であったから、それから急上昇が始まっている。日本の高度成長も
1960 年の所得倍増計画からであり、世界の工業化もその前後であり、正に呼応しているといってよい。
日本の工業地帯の多くは沿岸の埋立地に立地しているが、多くは東京湾中等潮位 5.5m で計画されて
おり、昨今、冠水リスクは極めて上昇している。大企業は BCP として電気機器類を上部にあげるな
どしかるべき「適応」策は補助金も出ており対応しているようだが、中小企業は全く気が付いていな
いようである。
　これまで企業がとってきた対策は与えるインパクト ( 加害 ) を減らす、即ち GHG( 温室効果ガス )
の削減、即ち緩和 (Mitigation) が主流であったが、これからは受けるインパクト ( 被害 ) 対策、即ち
適応 (Adaptation) も主流化し両輪とする必要があり、リスクマネジメントとしての適応策は喫緊の課
題である。
　環境経営学会は設立当初の 1 年は環境マネジメント評価・診断に限ったが、2 年目から CSR 評価・
診断に着手して来た。これらは主として様々な CSR 事項についてリスクマネジメント的に対応して
きており、ビジネス機会につなげる評価・診断は限られていた。いわばリアクティブ (Reactive) に評

“Global Warming of 1.5°C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 
1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in 
the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustaina-
ble development, and efforts to eradicate poverty.”; 2018.10.8
“Climate Change and Land: an IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, 
Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse gas 
fluxes in Terrestrial Ecosystems”; 2019.8.8
“The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate” 2019.9.25                         
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価・診断であった。
　今ビジネスは、シェアリング・エコノミー、サブスクリプション・ビジネス、サーキュラー・エコ
ノミー、更には MaaS、PaaS 等、XaaS などの用語で様々なビジネスモデルのイノベーションが求め
られている。これらは意図せず激烈に環境負荷を減らすことが判りだしている。例えば自動車は自動
運転の導入により MaaS (Mobility as a Service) というビジネスモデルに変更しないと生き残りは難
しいといわれるが、所有形態の変化により保有台数が何分の一かに縮小する、即ち負荷激減するとい
われる。
　こうしたビジネス・モデルの Innovation によりプロアクティブ (Proactive) に対応していくことが
求められている。これも適応策としてビジネス機会の追求といってもよい。日本の上場企業は GPIF
の調査によれば 7 割弱が 5 年程度の中期計画しか持っていないが、これでは気候危機への対応策やビ
ジネスモデルの変更はおぼつかない。
　ちなみに、TCFD(Taskforce on Climate-related Financial Disclosure) については環境省・経産省・
金融庁がバックについて TCFD コンソーシアムが 2019 年 5 月に立ち上げられている。2019 年 11 月
末で 207 団体・組織が支持しているとのことである。TCFD 支持は中長期のビジョン、戦略を策定
することを意味しており、大きな変化の節目といってよい。また、金融機関こそ中小企業に対し気候
危機、ビジネスモデル変化への対応などについての情報提供や経営相談に乗ることは TCFD 対応と
しても必須であろう。
　当学会も、研究をこうした Proactive な動きに焦点をあて、研究成果を社会実装に結びつけていく
ことが求められている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上  　　


