
脱炭素経済における価値創造
―BCGバリュークリエーターズ・レポート シリーズ

2022年2月
Matthew Abel、Cornelius Pieper、Eric Wick、Jody Foldesy、Judith Wallenstein、 
Vinay Shandal、Gerry Hansell、Michael Glotter



ボストン コンサルティング グループ（BCG）

BCGは、ビジネスや社会のリーダーとともに戦略課題の解
決や成長機会の実現に取り組んでいます。BCGは1963年
に戦略コンサルティングのパイオニアとして創設されまし
た。今日私たちは、クライアントとの緊密な協働を通じて
すべてのステークホルダーに利益をもたらすことをめざす
変革アプローチにより、組織力の向上、持続的な競争優位
性構築、社会への貢献を後押ししています。

BCGのグローバルで多様性に富むチームは、産業や経営
トピックに関する深い専門知識と、現状を問い直し企業変
革を促進するためのさまざまな洞察を基にクライアントを
支援しています。最先端のマネジメントコンサルティング、
テクノロジーとデザイン、デジタルベンチャーなどの機能に
よりソリューションを提供します。経営トップから現場に至
るまで、BCGならではの協働を通じ、組織に大きなインパ
クトを生み出すとともにより良き社会をつくるお手伝いを
しています。

日本では、1966年に世界第2の拠点として東京に、2003
年に名古屋、2020年には大阪、京都にオフィスを設立しま
した。
https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx
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2 脱炭素経済における価値創造

企業経営におけるESG（環境、社会、ガバナンス）の重要性はかつてないほど高まって
います。特に環境への注目は高く、ビジネス系のメディアでも、「脱炭素」「カーボン
ニュートラル」「ネットゼロ」という言葉を見かけない日はないほど、連日のように報道さ
れています。経済全体が脱炭素に向けて大きく動いていくなかで、気候変動への対応は
業界を問わず、企業の価値創造にとっての最重要アジェンダの一つとなっています。

本稿では、脱炭素に向けたモメンタムの高まりを、技術・投資家・規制・消費者の4つの
視点で分析するとともに、企業としてとるべき具体的なアクションを提示し、どのように脱
炭素経済への移行に備えるべきかについて提言を行っています。脱炭素をめぐる規制や
ルール化では欧米が先行しており、日本にいるとなかなか実感を持てないところがある
かもしれません。しかし、脱炭素は自社のオペレーションだけでなくグローバルのサプラ
イチェーン全体にわたって進める必要があり、どの企業も無関係でいることはできませ
ん。脱炭素の進展による事業・戦略への影響を複数のシナリオで分析するとともに、どの
ようにリスクを最小化できるか、また自社にとってどのような成長機会があるか、知恵を絞
ることが求められています。皆様が脱炭素への対応についての考えを深めるうえで、本稿
が一助になれば幸いです。

ボストン コンサルティング グループ
マネージング・ディレクター&シニア・パートナー　加来 一郎

パートナー&アソシエイト・ディレクター　坂上 隆二

日本の読者の皆様へ
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巨大な変化を正確に予測し、それに備えることは容
易ではない。1876年、電信会社大手のウエスタンユニ
オンの社内メモは、「電話が深刻な脅威になることはな
い」と結論づけていた。ライト兄弟がキティホークで初
飛行する約2ヵ月前、ニューヨーク・タイムズ紙は、「空
飛ぶ機械」の成功は100万年から1,000万年先だと予測
していた。また、デジタルテクノロジーによる現代の破
壊的変化が世界中に広がる直前、マイコンのトップメー
カーだったデジタル・イクイップメント・コーポレーショ
ン（DEC）の創業者であるケン・オルセンは、「個人が
自宅に家庭用コンピューターを持つ理由はない」と語っ
ていたという。

今日のビジネスリーダーのなかにも、気候変動につ
いて同じような過ちを犯し、のちのち後悔する人たちが
いるだろうか。私たちの答えは「イエス」だ。この傾向
は北米で特に顕著だが、世界の他地域でも、そしてほ
ぼすべての産業で見られる。単純に計算しただけで
も、得られる価値や失う価値の大きさから、経済全体
が脱炭素に向けて大きく前進する可能性が中程度で
も、ほとんどの企業にとって脱炭素への移行は価値創
造に向けた重要アジェンダとなるだろう。

エネルギー貯蔵、電動化、炭素回収などの各領域で
どの技術が勝ち、どの技術が負けるのかというミクロレ
ベルでの不確実性はある。だが幸い、マクロレベルでは
脱炭素化の実現に至る道筋は予測できる。物理学、化

学、経済学の法則により決定づけられているためだ。
ゆえに、企業はほとんどのプロフィットプールについて、
信頼できる、科学的に一貫性のある予測を立て、それを
計画策定や意思決定に役立てることができる。実際、
資本市場はすでにこれを実行しており、それがバリュ
エーション（資産価値の評価）にも織り込まれている。

反対に、様子見を続ける戦略はリスクが高い。この戦
略は安定的な競争環境の下では有効かもしれないが、
不安定な時代には、先見性のある競合企業に有利なポ
ジションを築く時間を与えてしまう。現状、変化は比較
的緩やかに見えるかもしれないが、ヘミングウェイが登
場人物の自己破産を表現したように、気候変動を取り
巻く戦略的環境が「徐々に、そして突然」変化する可能
性は十分にある。最近、投資家が企業に対して、ESG
（環境・社会・ガバナンス）全般、特に気候変動への配
慮をより重視するよう圧力をかける動きが加速している
ことはその一例だ。

行動を起こす時が来ている。本稿では、企業が気候
変動への取り組みを始められるよう、課題の背景を整
理し、私たちの提言をお示ししている。主に北米に焦
点をあてているが、ここで紹介する考え方は世界のどの
地域にも当てはまる。

世界がどのようにしてネットゼロに到達するかはいまだ不透明だ。だが、マクロレベルでは、科
学や経済学がネットゼロ達成に向けた道筋を明確に示している。脱炭素への移行によりリスク
にさらされる価値の大きさから、多くのリーダーたちは何もしないという戦略はもっともリスク
が高いと結論づけている。
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低炭素社会の構築に向けたモメンタムの高まり

「テクノロジー」「投資家心理」「規制」「顧客の動
向」という、相互に関連する4つの力が一体となって、
脱炭素に向けた行動を後押ししている。これを裏付け
る情報は数多くあるが、なかでも特に説得力がある例
をいくつか挙げよう。

クリーンテックの進歩。クリーンテックにおける最近の
急速な進歩は本稿のメインテーマではないが、無視で
きない動きだ。すでにいくつかの新しいグリーンテクノ
ロジーは、政府のインセンティブや炭素価格の設定が
なくても、従来からある類似の技術に対してコスト競争
力を有している。たとえば、発電分野では、太陽光発電
（MWhあたり29～42ドル）と風力発電（MWhあたり
26～54ドル）の均等化発電コストは、近年もっとも低コ
ストの炭化水素燃料である天然ガス（MWhあたり44
～73ドル）よりも安価であることが多い。また、ブルー
ムバーグNEFの推計によると、現在、世界の人口の約3
分の2が、再生可能エネルギーが新規の電源としては
もっとも安価な地域に住んでいるという。

リチウムイオン電池のコストも同様だ。バッテリー
パックの1kwhあたりのコストは、2010年には1,100ド
ル以上だったが、2020年には150ドル以下にまで低下

した。2030年には75ドル以下になる見込みだ。米国で
は、バッテリーコストが1kwhあたり100ドル程度になる
と、すべてのカテゴリーの乗用車で、電気自動車とガソ
リン車の総所有コストが同等になると予測されている
が、この傾向が続けば2025年にそれが実現する。石油
化学産業のような成熟産業においても、最新のスチー
ムクラッカー（ナフサなどの熱分解を行う設備）は、古
い設備に比べて二酸化炭素（CO2）の排出量が半分以
下で、効率性が高く、1トンあたりの処理コストも低い。

投資家の意向。投資リターンへの期待や損失への恐
怖に絶えず突き動かされている投資家たちは、すでに
気候変動のリスクや気候変動へのスマートな対応をバ
リュエーションや行動に反映させている。その例はさま
ざまな産業分野で見られる。たとえば、エネルギーセク
ターにおいて、投資家は石炭により生みだされた利益
を再生可能エネルギーによる利益とは大きく異なるマ
ルチプルで評価している（図表1）。

2014年の時点で、炭素集約度（エネルギー量当たり
の炭素排出量）を平均以下に抑えた電力企業のTSR
（株主総利回り）と炭素集約度が平均を超える競合企
業のTSRとの間にはすでに乖離が見られ、2018年に
は、その差が大きく広がり始めている（図表2）。

図表1 - 
石炭、燃料関連セクターはディスカウントされ、再生可能エネルギーにはプレミアムがつく

 

EV/EBITDA倍率: 各セクターとS&P500の差分
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注 : 各セクターの対象企業の平均とS&P500（金融セクターを除く）構成企業のEV/EBITDA倍率の差分をプロット。対象は10年間のEV/EBITDA倍率のデータが入手可
能なグローバル企業
出所 : Capital IQ、Refinitiv Eikon、ボストン コンサルティング グループ分析
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ある産業分野において、同等の製品ポートフォリオを
擁しながら、カーボンフットプリントが異なる企業群を
対象に行ったBCGの最近の分析では、炭素集約度の
低さとバリュエーションの高さに明確な関連性がある
ことが分かった（コラム「炭素集約度とバリュエーショ
ンの関係を探る」をご参照ください）。ベンチャーキャ
ピタルは、過去10年間でクリーンテック分野に860億ド
ルを投資しており、2021年だけでも300億ドルの投資
が見込まれる（図表3）。2021年第2四半期のシリーズ
A1案件の平均規模は、前年同期の2倍となっている。

ブラックロックやステート・ストリートなど128の運
用機関が、2050年までに運用ポートフォリオ全体の排
出量をネットゼロにすること、また2030年までに排出
量を50％削減することをすでに宣言している。これら
の運用機関の運用資産残高（AUM）は43兆ドルにの
ぼり、世界全体の運用資産の40％以上を占めている。
また、「気候変動アクティビズム」の動きも活発化して
いる。たとえば、2021年5月に行われた、エクソンモー
ビルに対するファンドによるキャンペーンの結果とし
て、気候変動に関わるリスク、情報開示、コーポレート
アクションを主たる任務とする3人の新しい取締役が
選出された。

規制の圧力。規制当局側でも脱炭素に向けた流れ
が強まっている。カーボンプライシング（明示的、暗
示的を問わず）の導入、あるいはカーボンフットプリ
ントの開示義務づけなど、脱炭素化を促進するため
のさまざまな動きが見られる。たとえば、EU加盟国
はすでに排出量取引システムに参加しており、現在の
炭素スポット価格はCO2 1トン2あたり約60ユーロと
なっている。多くの専門家は、世界が2050年までに
ネットゼロを達成するためにはこの価格を引き上げな
ければならないと考えている。EU域内企業のオフ
ショアリングを抑制し、域内の排出量取引制度を前提
とした公平な競争条件を整えるために、EUは域内で
取引される炭素集約型の原材料に課税する国境炭素
調整措置（Carbon Border Adjustment Mechanism: 
CBAM）の導入を計画している。現状の規制案では、
鉄鋼、セメント、アルミニウム、肥料、電力などを含む
製品群を生産するEU域外の企業は、自国内の規制に
かかわらず、EUでの販売に関連する炭素排出に課さ
れた価格を支払わなければならない。対象製品は今
後拡大される可能性がある。

図表2 -
電力セクターでは、脱炭素化のリーダー企業が後進企業を大きくアウトパフォーム
10年TSR（2011–2021）

炭素集約度が
平均以下の企業

10% TSR

2% TSR
炭素集約度が
平均を超える企業
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200
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2011 2014

2013–2014:
乖離が出始める
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2018–2019:
乖離幅の拡大

2021: 
乖離幅拡大の加速

1  事業を開始し、商品やサービスを市場に展開している段階での資金調達
2  「トン」はメートル法トンを示す 

注 : 電力セクターには、発電事業者、エネルギー供給事業者、独立系の電力会社および再生可能エネルギー発電事業者を含む。排出量 /GWhは、10年間の排出量データ
（トンCO2換算）とエネルギー生産量データ（GWh）に基づいて評価し、企業を排出量 /GWhの変化によりグループ化
出所 : Refinitiv Eikon; S&P Capital IQ、BCG バリューサイエンス・センター、各企業のサステナビリティレポート、ボストン コンサルティング グループ分析
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大きな力が脱炭素への移行を後押ししている。
リーダーは低炭素社会で勝つために
備えなければならない。
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大きな力が脱炭素への移行を後押ししている。
リーダーは低炭素社会で勝つために
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中国は、2030年までに排出量のピークを迎え、2060
年までにカーボンニュートラルを達成することをコミッ
トしている。この移行を促進するため、中国は炭素取
引市場を設立した。一方、米国証券取引委員会（SEC）
や欧州委員会（EC）は、企業のサステナビリティレ
ポートに関する指令を提示し、カーボンフットプリント
や重要な気候変動リスクに関する情報開示基準の義
務化に取り組んでいる。

情報開示制度の分断化がもたらすリスクを認識する
多くの会計事務所や気候変動政策の有識者は、財務
における国際財務報告基準（IFRS）のようなグローバ
ルスタンダードが出現すると予測している。IFRS財団
は現在、国際サステナビリティ基準委員会を設立する
ための協議プロセスを実施しており、サステナビリティ
会計基準委員会やGloba l Repor t ing In it iat ive
（GRI）など他の基準とのすり合わせも徐々に進んで
いる。市場参加者が規制当局による基準の明確化を待
つなかで、カリフォルニア州職員退職年金基金（カル
パース）やプライベートエクイティファームのカーライ
ルが主導して、民間の機関が自主的に、合理的な独自
の開示システムを導入する動きもある。

消費者の関心。顧客の優先順位や行動も変化し始め
ている。サプライヤーもB2C、B2B双方の顧客を満足さ
せるために競争している。環境に配慮した製品を求め
る消費者は増えており、ニールセンの調査では、回答
者の46％が、好みのブランドをやめてより環境に配慮
した製品で代替してもよいと答えている。また、製品を
ネットゼロにするためには、コスト増分を価格に上乗せ
するための値上げが必要だが、BCGの調査では、必要
な値上げ幅は2％程度にとどまることが分かっている。

カーボンフットプリントの開示が義務づけられてい
ないにもかかわらず、2019年以降、フォーチュン500
の17％を含む約300社の主要グローバル企業が、2050
年までにネットゼロを達成することを宣言している。こ
うした企業は単位あたり炭素排出量に基づいてサプラ
イヤーや卸・小売事業者を評価、選別する動きを見せ
ている。

大きな変化の初期段階でよく見られるように、これら
の4つの動きはそれぞれ別々に発生している。しかし、
現実の世界では、これらは別個の動きではなく連動し
ている。技術の進歩や規制の変更、投資家の圧力など
により顧客の行動が変化し、その顧客の変化が競争環

注 : 2021年通年の推計値は端数処理により実績値と予測値の合計と一致しない。2021年6月25日現在
出所 : Pitch Book

図表3 -
ベンチャーキャピタル（VC）による気候変動対策技術への資金提供が急速に
拡大している

https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2021/sustainability-reporting/#about
https://web-assets.bcg.com/1d/31/4eb86964421fad9a82d39dc8886a/supply-chains-as-a-game-changer-j.pdf
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境や投資家のロイヤルティ、規制当局の行動を変化さ
せ、結果としてシステム全体が転換点を迎えて変化が
急速に加速する可能性がある。このような急速な、か
つ同時並行の動きによる大きな変化は、パンデミック
への対応でも見られた。テクノロジー、政策立案者、投
資家、消費者が一体となって、これまでにないほどの
短期間でのワクチン開発を支えたのだ。

脱炭素経済への道のりは、
大枠では予測可能である

脱炭素社会の実現に向けた計画を策定する際は、ミ
クロレベルの多くの不確定要素にばかり目を向けてい
ると、気候変動に関する戦略が頓挫してしまう恐れが
ある。全体像は一つひとつの要素より重要で、また予測
可能だ。ものごとが起こる正確なタイミングを予測する
ことは当然不可能だが、その順序や大まかな規模は
はっきりしている。物理学、化学、経済学により大筋は
決定づけられており、マクロレベルでの自由度は限られ
ている。問題の複雑さ、もしくは重要な技術の成熟レ
ベルからなる難易度によって、排出削減は大枠で3つの
フェーズを経て進むと考えられる（図表4）。

石炭を再生可能エネルギーに置き換える。エネル
ギー効率を高めるための投資を行うことは当然の前提

として、物理学や化学の視点から、脱炭素化の第1
フェーズは石炭を再生可能エネルギーに置き換えるこ
とだ。たとえば、ガソリン車から電気自動車への移行
により排出を削減しても、その動力源となる電力を電
力会社が石炭を燃やしてつくっていては実質的に意味
がない。北米では、規制、低コストの天然ガスとの競
争、再生可能エネルギー技術の進化などにより、石炭
からの移行はすでに一定程度進んでいる。米国では、
数十年にわたって石炭発電が発電量の約半分を占めて
いたが、現在ではそのシェアは20％以下になっている。

このような脱炭素化の第1フェーズは、気候変動への
影響の側面だけでなく、教訓としても重要だ。かつて
「クリーンコール」という言葉が盛んに叫ばれたが、経
済性は確保できなかった。2010年から2020年にかけ
て、環境問題や安価な代替エネルギーの影響を受け
て、石炭生産量は60％減少し、生産量上位10社のうち
5社が破綻した。にもかかわらず、このリスクを早期に
認識し、戦略的に舵を切れた石炭会社はほとんどな
かった。BCGが2010年から2020年までの石炭会社の
決算発表の記録を分析したところ、この期間に言及さ
れた事業の多角化の85％以上が冶金用石炭や天然ガ
スなど中核事業に近い領域に関するものであった。一
方、リチウムや銅など、より離れた領域への多角化につ
いての言及はわずか5％に過ぎなかった。

排出量の削減

フェーズ1：
石炭の代替 

再生可能エネルギーへの転換

フェーズ2：
輸送機関の電動化と

産業の効率化

フェーズ3：
その他のセクターの脱炭素化

残りの排出量

排出量

2050年のCO 排出ネットゼロの目標達成に向けた道筋の一例

2000 2050

温暖化ガスの除去
ダイレクト・エア・キャプチャー
（DAC）、植林、バイオ炭など

2

図表4 -
排出削減は経済面、技術面の展開を反映した3つのフェーズを通じて実現可能

出所 : ボストン コンサルティング グループ分析
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他の地域では、石炭からの脱却が米国よりも遅れてい
る。現在も新しい石炭発電所が建設されているアジアで
は、石炭からの移行には時間がかかり、金融機関は廃炉
のプロセスを早めるために積極的に取り組んでいる。

輸送機関を電動化し、産業の効率化を図る。米国を例
にとると、石炭を完全に廃止しても経済のネットゼロへ
の道のりの4分の1に至ったに過ぎない。次のフェーズで
は、さらに30％から40％の排出削減が見込まれるが、こ
れは主に旅客輸送の電動化、民生・業務部門の脱炭素
化、産業界のエネルギー効率の改善により、石油やガ
スの使用を削減することで達成しようとするものだ。す
でに始まっているこのフェーズでは、主に既存の技術を
使って幅広い領域で多くの投資を行い、エネルギー流
通のインフラを大きく変える必要がある。このフェーズ
で必要とされる技術はすでに成熟期にあり、コストカー
ブも急速に低下している。たとえば、電気自動車のなか
には、2022～2023年までに、一部の地域でガソリン車
より総所有コストが低くなると予測されているものもあ
る。また、電気ヒートポンプ、分散型太陽光発電、高効
率照明などの技術は、多くのユースケースですでに経済
性をともなう投資となっており、エネルギー需要の抑制
に貢献する可能性がある。産業用の高効率技術の多く
は、カーボンプライシングを勘案せずとも、すでにプラ
スのROI（投資収益率）をあげている。適切な炭素価格
が設定されれば、他の技術もそうなるだろう。

このフェーズでは、導入を加速するためのインセン
ティブとして規制、グローバルな貿易スキーム、ビジネ
スモデルの革新のすべてがますます重要になってくる。
カーボンプライシングが大きな役割を果たすことは言う
までもないが、乗用車の燃費基準や電気自動車への減
税など、より対象を絞った規制もすでに導入されてい
る。欧州の国境炭素税は、域内の生産者に競争上の不
利益を与えることなく、炭素規制を実施するにはどうす
ればよいかを示す一例だ。資金調達に関するビジネスモ
デルの革新は引き続き進んでいるが、屋上太陽光発電
のリースオプションなどの例は、先行投資と低コストか
つ継続的なエネルギー利用のバランスが経済全体とし
て変化していくという、今後の展開の先触れと言える。

他のセクターの脱炭素化。炭素排出の残りの30～
40％の削減がもっとも困難だ。この最大の排出源はセ
メント、鉄鋼、プラスチック、海運、航空、化学、農業な

どのセクターである。2050年までにネットゼロを達成
するためには、経済性が確保され、かつ迅速にスケー
ルアップできる研究開発に今すぐ投資する必要があ
る。これを成功させるには、未知の領域に踏み込み、
人の創意工夫に賭けなければならない。そのために
は、新しい技術やアプローチが必要となる。ここでは
テクノロジーとその成熟度について包括的に論じるこ
とはしないが、企業や投資家は必要性と機会の両方を
考慮して、可能な解決策に資金を投入している。

消費財メーカーは、リサイクル率の目標を達成する
ために新たな技術に投資している。また、ビル・ゲイツ
らが設立したブレークスルー・エナジー・ベンチャー
ズをはじめとする多くのベンチャーキャピタル（VC）
は、このフェーズは非常に重要で、巨額の富を生み出す
可能性があると考えている。たとえば、ブレークス
ルーのカタリストプログラムは、グリーン水素や持続可
能な航空燃料など、排出量削減が難しい領域において
重要となる新興技術の商業的実現を加速させることを
めざしている。気候関連イノベーションに関する情報
を提供するClimate Tech VCによると、2021年上半
期において、ベンチャーキャピタルの投資資金の約半
分はモビリティ分野に、次いで消費財、およびエネル
ギーの分野に投入された。案件数でいえば、後者2つ
の分野が半分以上を占めている。このような課題に直
面して、なおも「様子見」をきめこむ企業は、多くの石
炭会社と同じ運命をたどる危険性がある。

第一歩を踏み出す

不確実性を理由に行動を起こさないことを正当化す
るのは容易だ。だが、ほとんどの企業は、脱炭素経済
がもたらす機会、リスク、社会的責任に対応する価値
創造プランの策定に向けて、以下で紹介するような賢
明な第一歩を踏み出せるはずだ。

脱炭素化が予想以上に速く進むと想定する。これまで
紹介してきたネットゼロへの道のりが実際に進む、と想
定してほしい。2050年までにネットゼロを達成できた
としたら、それまでに何が起こったのだろうか。規制当
局はそれを促すためにどのような役割を果たしたのだ
ろうか。そして、そのような環境下であなたの会社の既
存事業はどうなっただろうか。このシナリオを念頭に
置いて、さまざまな戦略オプションを評価してほしい。

https://www.bcg.com/publications/2020/drive-electric-cars-to-the-tipping-point
https://www.bcg.com/publications/2020/drive-electric-cars-to-the-tipping-point
https://www.bcg.com/publications/2020/drive-electric-cars-to-the-tipping-point
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ネットゼロへの移行のなかで
リスクにさらされる価値の大きさを考えれば、
今こそが行動を起こすべき時だ。
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ネットゼロへの移行のなかで
リスクにさらされる価値の大きさを考えれば、
今こそが行動を起こすべき時だ。

自社のカーボンフットプリントが世界中に公開され、炭
素の社会的コストに応じて課金されると仮定して、その競
争上の影響を評価する。たとえば、1トンあたり50ドル、70
ドル、100ドルという異なる炭素価格のシナリオが自社
の業務に直接適用された場合（スコープ1の排出量）、自
社にエネルギーを供給する企業に直接適用された場合
（スコープ2）、バリューチェーンの川下および川上のエ
コシステムに間接的に適用された場合（スコープ3）、競
合企業に対する競争力にどのような影響を与えるだろう
か。それらはまた、顧客、投資家、従業員の考え方や彼ら
からのプレッシャー、収益、ポートフォリオ戦略にどのよ
うな影響を与えるだろうか。各シナリオにおける（製品・
サービスの）販売価格・数量の予測には、カーボンプラ
イシングの影響だけでなく、それをどれだけ顧客に転嫁
できるかも織り込むべきだ。また、気候変動に関連する
差別化を通じてどのような競争優位性を獲得できるの
かを調査し、その影響をモデル化することも重要だ。

排出削減の影響を事業オペレーション、資本、成長の
3つのカテゴリーに分類し、計画を策定する。事業オペ
レーションの側面で、スコープ1、2、3の排出の主な要
因は何か、もっとも削減が容易なのはどの要因による
排出か、競争優位性を得られる可能性があるのはどの
領域か、それにはどのようなコストがかかるか。サプラ
イヤーや顧客、さらには競合企業との協力が必要とな
る厄介な課題は何か。資本面では、プロフィットプール
の移行に対応するために事業ポートフォリオの再編
（買収や事業売却）を検討すべきか、脱炭素化の実現
に追加の資本が必要な事業部門はどこか。また、レガ
シーをレガシーとして扱い、衰退する事業と位置づけ
て運営すべきはどれか。成長に関しては、どこに機会を
見つけられるのか。「ゴールドラッシュの中でシャベル
を売る」チャンスはあるのか。勝てる見込みがある、あ
るいはそれを生みだせる分野で、どのような新しいグ
リーン製品やグリーンビジネスを思い描けるだろうか。

モニタリングと迅速なスケールアップのための組織能
力を構築する。脱炭素への移行を成功させるには、人
材、プロセス、組織能力への投資が求められる。脱炭
素社会で勝ち抜くために必要な変革を構想し、実行す
るためには、専門的なスキルや特定領域の知識を持っ
た新しい人材が不可欠だ。

気候変動に関する施策のなかには必ず実行すべきも
のもあるが、その多くは何らかの条件が整ったときには

じめて行うべきものだ。組織全体としてのビジョンと、重
要なアクションを起こすトリガーとなる具体的な事柄に
ついて、リーダーシップチームの間で共有しておくことが
重要だ。前もって合意がとれていないと、いざというとき
にパイロットから本格展開へと迅速に移行できない。ま
た、重要なトリガーとなる情報をタイムリーに入手し、
ゲームに参加し続けるための賢く慎重な賭けに出られる
よう、センシングシステムを構築することも重要だ。

さらに、気候変動へのプラスの影響を増幅させるた
めに必要なスピードと規模拡大を実現するため、より
広いエコシステム（投資家、従業員、政府、コミュニ
ティ）に影響を与え、巻き込む機会を積極的に活用し
なければならない。移行を軌道に乗せるには、（おそら
くは内部的なカーボンプライシングメカニズムを介し
て）投資の意思決定プロセスに気候変動への対応を組
み込む必要がある。また、明確なアカウンタビリティ、
インセンティブ、そしてすべての重要な指標にすぐにア
クセスできる透明性の高いデータシステムを備えた、
効果的なガバナンス、およびパフォーマンス管理システ
ムの構築が不可欠だ。

最適な道のりは、自社の立ち位置により異なる。風
力発電による電力が安価に利用できる地域で石炭発
電所を運営しているのであれば、すでに手詰まりだ。し
かし、航空燃料のように代替エネルギーの開発が始
まったばかりの領域であれば、計画を策定し、有利な
ポジションを築くための時間的余裕がある。さらには
自社が解決への道を切り拓くこともできる。

気候変動対策の影響がもっとも大きな領域において
も、このようなアプローチによって競争力を高めること
は可能だ。たとえば、石炭業界の未来が完全に明らか
になる前に早めに行動した企業は報われた。2010年
に北米第7位の石炭生産者であったナッコインダスト
リーズは、1994年に石灰石、2019年にリチウムに進出
するなど、さまざまな非石炭分野に事業を拡大した。
2020年には、10年間の平均TSRで石炭業界の企業の
中でもっとも高いパフォーマンスを見せた。

いずれも容易なことではない。しかし、リーダーは配ら
れた手札で勝負するしかない。偉大な哲学者であるディー
ン・クーンツの言葉を借りれば、「人は待つために生まれ
てきたのではない。実行するために生まれてきたのだ」。
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炭素集約度とバリュエーションの関係を探る

最近、ある産業を対象に、スコープ1とスコープ2の
炭素排出量（企業による直接の排出量と電力消費を
通じた排出量）が企業のバリュエーションにどのよう
な影響を与えるかを探る分析を行った。BCG独自の
分析手法であるスマートマルチプルを用いて、同一業
界に属する企業群におけるバリュエーションマルチプ
ルの決定要因を把握し、定量化するというものだ。バ
リュエーションマルチプルの相違は、一般的に収益構
造や成長率、財務リスクなどの基本的な要因でその
80％から85％を説明できる。しかし、セクターによっ
ては、非財務変数も重要な要素になる。たとえば、バ
イオファーマ業界では今後の製品パイプラインがバ
リュエーションに大きく影響することがある。炭素集
約度も同様の影響を与えるのだろうか。

今回の分析で、炭素集約度の低い企業は、他の条
件が同じであれば炭素集約度の高い同業他社よりも
高いバリュエーションを示すことが分かった（図表）。
実際に、炭素排出量を非財務変数として織り込むこと
でモデルの予測精度が向上し、R2は85％に達した。
炭素排出量の影響は統計的に有意で、時間の経過と
ともに拡大している。炭素排出量変数の有意性は過
去5年間よりも最近5年間の方が大きくなった。

この分析により、投資家が利益予想に織り込んで
いる、CO2排出量1トンあたりの暗黙の炭素コストが
明らかになった。この「炭素ペナルティ」は、高い炭素
排出量の結果としてのキャッシュフローのダウンサイ
ドリスクに対する投資家の懸念を反映していると解
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釈できる。ダウンサイドリスクの具体例は、将来の規
制強化によるコスト増、より低炭素な製品への顧客離
れ、高炭素型ビジネスモデルにおける座礁資産化な
ど、多岐にわたる。

この炭素ペナルティのバリュエーションへの影響
は、資本配分の意思決定、研究開発プロジェクトの優
先順位づけや内部移転価格設定など、社内の資源配

分に炭素の影響を組み込むことにより、炭素集約度
を引き下げられるだけでなく、会社全体のリスクも軽
減でき、その結果バリュエーションを引き上げられる
可能性があることを示している。

CO 排出量を変数として採り入れたモデルでは、
マルチプルの約85%が説明可能

炭素集約度は、2番目の寄与度

実際のバリュエーションマルチプル R2 への寄与度（%）

説明不能

配当金の推移

負債比率

スコープ1および2のCO
排出量（売上高1ドルあたり）

将来のEBITDA
マージン予測

バリュエーションマルチプル（推計値）

R2=85の内訳

調整後R2 = 85%
N = 124 50

16

10

9

15

2

2

CO2排出量のバリュエーションへの影響をモデル化

注 : 調整後R2＝モデルにより説明可能なデータの割合。モデルの説明変数により調整。EBITDA＝税引前償却前利益、N＝1企業の1年度を1、としたサンプル数
出所 : S&P Capital IQ、BCG バリューサイエンス・センター

原典 : The BCG Value Creators Report 2021: 
Value Creation in a Decarbonizing Economy

https://web-assets.bcg.com/97/ee/36b127fc4886b5c5fcbdea7e4f7b/bcg-value-creation-in-a-decarbonizing-economy-nov-2021.pdf
https://web-assets.bcg.com/97/ee/36b127fc4886b5c5fcbdea7e4f7b/bcg-value-creation-in-a-decarbonizing-economy-nov-2021.pdf
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