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気候変動対策は「囚人のジレンマ」ではない 

 

Marco Duso、Jens Burchardt、Michel Frédeau、 
Patrick Herhold、Cornelius Pieper 

 

パリ協定の締結から 5 年が経過したが、気候変動への対策は世界的にまだ著しく不十分である。  
 
コロナ禍の影響で経済活動が停滞している間、CO2 排出量は減少しているが（初期の予測では

2020年には 2019年に比べて 5％から 10％減少するとされていた）、炭素排出の拡大を伴って成長

を続けてきた現在の経済の構造的な課題に変化はない。気候変動をめぐる各国間の交渉による協

調行動は遅々として進まず、地球規模の危機が取り返しのつかない局面に至るのを防ぐために、

個々の企業、投資家、政府、そして最終的には市民一人ひとりに何ができるかに焦点が当てられて

いる。 
 
従来、気候変動に対して個々のプレイヤーが行動を起こすことは、「囚人のジレンマ」の典型的な

例であると考えられてきた。合理的な当事者が自身の利益を優先することで、すべてのプレイヤー

がより悪い状況に陥るというものだ。これは、ある企業や機関が自らの排出量を削減するとき、他の

企業や機関が同じスピードで行動しない場合には不利益を被るリスクがあり、犠牲を払う必要がある

という前提に立っている。 
 
だが、これは誤りだ。 
 
あらゆる産業の企業は、低炭素ビジネスモデルを通じて大きな成長機会をつかみながら、コストを

ほとんどかけずに事業やサプライチェーン全体で排出を削減できる。コストや技術の面でのリスクが

高いケースでも、企業はエコシステムを通じての活動やバリューチェーン全体で協働する、あるいは

同業他社と取り決めを結ぶことで障壁を克服できる。投資家もまた、ポートフォリオの価値を低下さ

せる長期的な炭素関連リスクを精査し、企業に排出量の削減とレジリエンス（回復力）の構築を促す

インセンティブを有する。多くの国では、政府はたとえ他国との協調行動を取らなくても、排出量削

減に投資することで経済的利益を得られる。経済面での競争力の低下を恐れることなく、より厳格に

排出量を削減していくべきだ。 
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気候変動という課題に対する短期的な解決策は、個々のプレイヤーの行動にある。1 つの主体の

行動だけでは地球温暖化を食い止めることはできないが、重要な気候変動対策を率先して実施す

ることで、プラスの相乗効果を得られる（図表 1）。 
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図表1: 2020年、気候変動対策の20のアクション

注: TCFD = The Task Force on Climate-related Financial Disclosure (気候関連財務情報開示に関するタスクフォース)
出所:  Grantham Institute、IEA、IPCC、IRENA、OECD、ボストン コンサルティング グループ分析

企業 政府 投資家 個人
1. 野心的な目標を掲げる
 (パリ協定との整合を図る)

2. CO2排出量を削減する
 (自社のオペレーションとバリューチェーン)

3. 気候変動リスクを評価する
 (より高い内部炭素価格を設定し、

TCFDの方法論を適用する)

4. ビジネスモデルを変革する
 (ビジネスモデルとテクノロジー)

5. ステークホルダーを巻き込む
 (従業員、政策立案者)

6. カーボンニュートラルを目標とする
 (パリ協定との整合を図る)

7. ロードマップを策定する
 (分野別の中期目標を含む)

8. カーボンプライシングの導入
 (脆弱な産業や低所得者の保護に
加えて)

9. 業界ごとに規制を設定する
 (基準、インセンティブ、補助金)

10. ステークホルダーを巻き込む
 (公正に移行するため)

11. ディスクロージャーの透明性を
向上させる

 (排出量とレジリエンスについて)

12. 投資対象企業を精査する
 (オペレーションとバリューチェーンについて)

13. 長期的な脱炭素計画を支援する
 (完全な脱炭素化とグリーン関連収入

確保に向けて)

14. バリュエーションを再考する
 (ロングテールのカーボンリスクについて)

15. グリーン投資にコミットする
 (脱炭素ソリューションを拡大する

ために)

16. 社会に影響を与え、主導する
 (所属する組織、政府、その他) 

17. 家庭でエコを実践する
 (グリーン電力、電気、断熱材の使用)

18. 移動の習慣を変える
 (電気自動車、自転車、公共交通機関

を利用し、飛行機の利用を減らす)

19. より環境にやさしい製品・サービス
を購入する

 (サステナブルな製品とシェアリングサービス)

20. 持続可能な食生活を守る
 (植物性食品、地元食材の積極摂取)

 
 
BCG と世界経済フォーラムの共同レポート「The Net-Zero Challenge: Fast-Forward to Decisive 

Climate Action」では、気候変動対策の現状を評価し、気候変動を抑制するためにできる行動をプ

レイヤーごとに整理している。このレポートでは行動を起こすことが大きな競争力の源泉になることが

示されている。 
 
現状の気候変動対策は著しく不十分 

 
近年、多くの政府や企業が気候変動へのコミットメントを表明しているが、温室効果ガスの排出量

は過去 10 年間、年率 1.5％で増加し続けている。このままでは、2100 年までに世界の気温は 3℃
から 5℃上昇し、人類の文明に壊滅的な影響を与えると予測されている。IPCC（気候変動に関する

政府間パネル）によると、温暖化を 1.5℃から 2℃の安全な範囲に抑えるためには、2030 年までに

世界全体の温室効果ガス排出量を毎年 3％から 6％削減する必要がある。取り返しのつかないダメ

ージを避けるために、2050 年までに排出量をゼロにしなければならない。 
 
2020 年の年初時点で、120 以上の国がカーボンニュートラル達成を目標とすると表明していた。し

かし、そのうち、現実的に削減のきっかけとなりうる政策に裏付けられた、分野別の目標を掲げ、中

期的ロードマップに落とし込んでいるのは、わずか 7 カ国だった。これらの国の GHG 排出量の合計

は、世界の総排出量の 2％にも満たない。 
 
政府のアクションの遅れは明白で、そのために企業の責任が大きくなっている。しかし、全世界の

数百万の企業のうち、企業の環境関連の情報開示推進を目的とする英国の NPO 組織、CDP に気

候関連データを提供しているのは、7,000 社にすぎない。また、目標値を報告している企業であって

も、そのほとんどがパリ協定で定められた要件を下回っている。 

https://www.weforum.org/reports/the-net-zero-challenge-fast-forward-to-decisive-climate-action
https://www.weforum.org/reports/the-net-zero-challenge-fast-forward-to-decisive-climate-action
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投資家は単独で、あるいはアクティビストを通じて、企業が炭素関連のリスクをよりよく理解して開

示し、レジリエンスについての戦略を策定するように圧力をかけ始めている。同時に、一般の人々の

意識の高まりにより市民グループの活動も活発になってきた。しかし、グローバル全体でみるとその

圧力はまだ十分に強まっているとはいえない。構造的な変化を大きく加速しなければ、コロナ禍によ

り排出量が抑制されている状況が終わった段階で、排出は再び増加することになるだろう。だが実

は、ほとんどの主体には気候変動対策を行うメリットがある。 
 

企業は気候変動対策を通じて競争優位性を築ける 

 
気候変動対策を進めることにより、企業はメリットを得られる。 
 
たとえば、ほとんどの企業は、自社単独での取り組みにより比較的短い投資回収期間で 20％から

40％のエネルギー効率やプロセス効率の向上が実現可能だ。 
 
さらに、低炭素社会への移行に向けて、ポートフォリオのリスクを軽減することも企業にとっての利

益になる。現在行われている石炭への投資や、石油・ガス・関連インフラへの投資の多くは、IPCC
の削減シナリオと相容れないものとなっている。その結果、このような投資は、規制環境が変化した

場合にリターンを得られなくなり、座礁資産化するリスクがある。したがって、産業財企業はカーボン

ニュートラルの目標を念頭に置いて新しい資産、耐用年数の長い資産の更新、新製品の開発など

への投資を行うべきだ。そうすれば、将来の評価損を回避できる。最後に、低炭素製品の新しい市

場が形成されつつあり、多くの企業が、迅速な脱炭素化、消費者への「グリーンチョイス」の提供、消

費者自身の排出削減を支援するイノベーションなど、信頼性の高いサービスを提供することで、大

きな価値を生み出している。 
 
とはいえ、課題は存在する。鉄鋼、セメント、化学、航空、海運など、排出量の多い産業に属する

企業の多くにとって、野心的な排出量削減目標に向けた投資は、財務面での大きな課題と、存続リ

スクを突き付けるものだ（図表 2）。だが、低炭素ソリューションがまだパイロット段階にあったり、活用

できる実現性の高いビジネスケースがなかったりする業界では、企業は同業他社、サプライヤー、顧

客、政府を含むエコシステムを活用することで、より大胆な気候変動対策を実現できるだろう。技術

的な不確実性や多大な拡大展開コストというチャレンジに直面しても、エコシステム内の協働によっ

て、業界内やバリューチェーン全体のプレイヤーがコストやリスクを共有できる。 
 
低炭素製品の市場が確立していない産業では、共同でアクションを起こすことで強い需要のシグ

ナルを示し、市場を活性化できる。また、気候変動に関する政策がないために企業が行動を起こす

インセンティブがない場合には、政府の政策が不十分な分野についての共同コミットメントや基準の

設定、自主規制団体の設立を通じてこれを克服できる。たとえば、再生可能エネルギー100％を企

業に約束させる「RE100」や、気候関連の財務リスクを企業に自主的に開示する基準を策定してい

る「気候関連財務開示タスクフォース（TCFD）」などがある。 
 
最後に、エコシステムを通じてアクションを起こすことで、排出量削減の機運を高める上で、社会の

監視という力を活用し、大企業間で行動へのコミットメントを示すことができる。現在、多くの企業が、

SBTi (Science Based Targets initiative) 、CDP、Step Up Coalition などのアライアンスを通じて、

排出量の目標を設定している。 
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図表2: CO2排出量の大きい産業には財務面の課題が深刻な企業も

注: 基礎化学品の総排出量には肥料を含む。窯業の総排出量は、データの都合上、中国のみを反映。CO2e = CO2換算
出所:  Carbon Trust、企業公表資料、国際エネルギー機関 (IEA)、Our World in Data、オクスフォード・エコノミクス、 "Cigarette Smoking: An Assessment of 

Tobacco's Global Environmental Footprint Across Its Entire Supply Chain" (2018年)、 "Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions of 
China's Non-Metallic Mineral Products Industry" (2014年)、 "Mission Possible: Reaching Net-Zero Emissions from Harder-to-Abate Sectors by 
Mid-Century" (2018年)、ボストン コンサルティング グループ分析

 
 

投資家はポートフォリオのカーボンリスクを管理すべき 

 
投資家は本来的に投資の最終的な価値を低下させるリスクを抑制することを目標としており、それ

ゆえ企業に行動を促すうえできわめて重要な役割を担っている。投資家は企業に透明性と情報開

示をさらに強く求めるべきだ。なぜならそれにより、企業は気候変動リスクや気候変動対策による効

率性の向上に対する認識を深めることができるからだ。また投資家自体にとっても、企業の気候変

動リスクの評価や同業他社との比較が容易になることで資本市場の効率性も向上すると考えられる。 
 
さらに、投資家は、さまざまな温暖化シナリオが資産に与える影響をよりよく理解するために、自ら

のリスク評価の基準を再調整する必要がある。これには、オペレーション上の混乱、健康と安全、拠

点閉鎖のリスクなどが含まれる。投資家が企業に与える評価に気候変動そのもの、および気候変動

対策実施に伴う移行リスクというロングテールリスクの双方を適正に反映するべきである。最後に、投

資家は脱炭素／低炭素関連の技術やサービスに資金を誘導できる。グリーンボンドをはじめとする

サステナブルな金融商品への関心が高まることは、脱炭素化への取り組みが支持されていることを

示す強力なシグナルとなる。 
 
排出量の削減により、政府は経済成長を促進できる 

 

個人や企業の活動も大きな成果につながるが、最終的には政府の規制のサポートなしには、気候

変動との戦いに勝つことはできない。排出量を削減するためには、政府は化石燃料への補助金を

廃止し、効果的なカーボンプライシングの制度を導入すると同時に、高い目標を伴った分野別の政

策を導入する必要がある（図表 3）。 
 
一般的な認識に反し、二酸化炭素の排出を規制することで多くの国が経済的な利益を得られる。

BCG レポート「The Economic Case for Combating Climate Change」では、各国がもっとも効率的

な排出削減策を優先的に実施すれば、経済性と気候変動対策は両立できると分析している。自国

のみで行う削減策であっても、必要な投資が大きな刺激となって、経済にプラスの効果をもたらすた 

https://www.bcg.com/publications/2018/economic-case-combating-climate-change
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産業

効率化の義務化

再生可能エネルギーへの
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水素利用/CCUS（炭素
回収・貯留）の拡大
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再生可能エネルギーと
原子力の利用拡大

スマートグリッドの拡大

ゼロメタン・漏洩排出物に
ついての目標

建物

ゼロ・カーボン、
新建築基準

リノベーションプログラム

電気による暖房への
インセンティブ

空調への規制

輸送

電気自動車 (EV) への
インセンティブ

インフラ投資

持続可能な燃料割当量

土地利用・農業

森林破壊の禁止

持続可能な農業の
拡大展開

価格決定要因
有効なカーボンプライシングの導入と

脆弱な産業の保護
化石燃料への補助金の廃止

投融資
情報開示の義務化 長期的視点を持つこと

へのインセンティブ

図表3: 気候変動への対応には各分野への政策支援が必要

出所:  ボストン コンサルティング グループ分析
 

 
めだ。現在、各国政府はコロナ禍に対応した経済対策を早急に講じる必要に迫られているが、最良

の景気刺激策は、長期的な気候変動へのレジリエンスを備えた経済を再構築する方法にも対応す

るものだ。 
 
他国に先んじて対策を進めている国は、重工業を保護する方策を検討する必要があるかもしれな

いが、気候変動政策による広範な経済への影響は、しばしば過大評価されている。まず考えるべき

は、輸送、建物、発電など、排出量のかなりの部分はローカルな分野で発生しているということだ。

それ以外の分野では、「炭素リーケージ」つまり、排出量の多い産業の企業が競争力を維持するた

めに海外に移転した結果、排出が他国に移行するだけで世界全体としては削減されない、という現

象が懸念されている。だがこれは一般に認識されているほど大きな問題にはならない。排出量が多

く削減コストが高い、真に「リーケージ可能」な産業部門は、鉄鋼、第一次金属、基礎化学品、セメン

トなどで、世界のGDPに占める割合は 4％に満たない。世界銀行の「炭素価格と競争力に関するハ

イレベル委員会」が 2019 年に発表した報告書によると、結果的に、適切な産業部門別炭素税を設

定しても、競争に与える影響はごくわずかであることがわかっている。 
 
とはいえ、各国がリーケージリスクを無視できるというわけではない。世界共通の、公平な競争条件

がない場合、先進的な対策を行う国々は高炭素排出産業に対し保護措置を講じたり、排出量削減

の取り組みを支援したりすることで、影響を受ける産業を保護する必要がある。しかし、リスクのある

産業の数は少なく、こうした国々の多くには、その脱炭素化を支援するのに十分な経済力があるた

め、必要に応じて個別の施策を実施できる。 
 
「囚人のジレンマ」から共に行動する世界へ 

 
私たちは、地球規模の災害を防ぐことができる最後の世代だ。このまま温暖化を放置すれば、人

類の文明に深刻な影響を及ぼすことになる。海面上昇、熱波や干ばつの長期化、異常気象などに

より、食料や水の供給が脅かされ、開発や経済成長が阻害される可能性がある。IPCC は、気候変

動に対して「何も行動しない」とすると、2100 年までに世界の GDP が少なくとも 30％減少するとして

https://www.linkedin.com/pulse/best-covid-19-stimulus-plans-fight-climate-change-too-marco-duso/
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おり、これはどの国が負担する気候変動対策コストよりも大きい。多くの国にとって排出量削減への

投資は、単独で行う場合であってもプラスの経済効果がある。 
 
私たちは世界経済を根本的に変革する必要があるが、その取り組みは、主要なプレイヤーがそれ

ぞれにアクションを取ることからスタートできる。「囚人のジレンマ」と呼ばれる考え方は、個々の行動

を阻害する、致命的な誤謬だ。企業や投資家、政府は、気候変動対策をコストやリスク、トレードオ

フと考えるのではなく、成長や競争力を高める機会ととらえるべきだ。 
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