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温暖化ガス排出量削減に
AIのパワーを活用する



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年に大阪、京都、2022年には福岡にオフィ
スを設立しました。
https://www.bcg.com/ja-jp/

https://www.bcg.com/ja-jp/
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今日の企業や政府にとって、ネットゼロへの道筋を
つけることほど緊急度の高い課題はないだろう。気候
変動の悪影響を回避するためには、温暖化ガス
（GHG）の排出量をこの10年間で半減させ、2050年ま
でにネットゼロを達成しなければならないことは科学
的にも明らかだ。それは困難な課題であると同時に、
歴史的な契機でもある。気候変動対策に積極的に取り
組み、ネットゼロへの移行を受け入れる国や企業は、
地球を救うための重要な役割を果たすと同時に、競争
優位を得られ、短期的には資源や技術、人材を活用で
きなくなることもない。これを達成するには、創造力と
イノベーション、そして協働が必要だ。

BCGは、この先10年が気候変動対策を決定づけると
信じている。そして、組織に最大の変化を引き起こし、
ネットゼロへの進展を加速させるためのソリューション
を見つける支援をするのが私たちの役割だと考える。
当社は、政府や産業、セクター、企業と協働してポジ
ティブなインパクトをもたらす大規模な変革を実行す
ることにおいて世界をリードしてきた。排出削減が容
易なセクターだけでなく、排出量が多く、課題が大きい
セクターの組織も支援できる組織能力を有している。
これまでの経験を基に、いかなるタイプの組織に対し
ても、脱炭素化への移行を促進し、クライアントの競
争力を高めるための戦略の立案と実行を支援する態勢
を整えている。

多くの企業が排出量の削減に向けて重要なコミット
メントをしている一方で、排出量を迅速に削減するた
めの断固とした行動はあまり見られない。ネットゼロ戦
略の真価を問う重要な兆しが現れてきた昨今、これは
重要な機会を逸していると言えるだろう。顧客や投資
家、従業員は、取引先や勤務先の企業が二酸化炭素
（CO2）の正味の排出量削減に向けて実際に前進する
ことをよりいっそう求めるようになっている。さらに、
政策立案者からの圧力も高まってきている。結果とし

て、これらの課題に対する解決策を企業のビジネスモ
デルの中核に組み込むことは、長期的に優れた価値創
造を可能にする。ソーシャルインパクトがひとたび収益
性を持つようになれば、拡大展開できるということだ。
こうした好循環は私たち全員の利益となる。

 
私たちは、企業や政府がネットゼロ戦略を推進する

ために4つの重要な問いを自問する必要があると考え
ている。
• ネットゼロの世界では、私たちの市場や国はどのよう
になっているのか

• その市場において成功するためのモデルはどんな 
ものか

• 成功に向けて準備するために、今、何を変えるべ
きか

• ネットゼロをめざすうえで直面する、外部の市場、規
制当局、環境の状況はいかなるものか

本稿では、関連するBCGの論考を紹介している。そ
れらの論考ではテクノロジー、オペレーション、および
戦略の観点から見たネットゼロへの移行と、企業や政
府がこれらの新しいアプローチを実施する際にBCGが
果たせる役割に焦点を当てている。2015年のパリ協定
により、地球温暖化を2℃未満に抑えるために、集団的
行動を通じて大気中のGHGの排出量を削減するプロ
セスが確立された。2021年11月にグラスゴーで開催さ
れるCOP26では、この目標達成に向けたグローバルな
取り組み状況を確認でき、各組織がネットゼロ戦略を
見直す（あるいは初めて策定する）絶好の機会となる
（訳注：原著執筆時点）。今こそ、誓いから行動へと移
す時だ。排出量半減まであと10年足らず。地球にとって
も、私たち自身にとっても、そして私たちの組織が正し
い行動をとることを頼りにしている人々にとっても、大
きなチャンスを迎えている。

温暖化ガス排出量削減に
AIのパワーを活用する
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削減できる温暖化ガス排出量

2.6～5.3 
ギガトン

1兆～3兆
ドル

生み出される潜在的な価値

温暖化ガス排出量全体の
5～10％に相当

AIを企業のサステナビリティ全般に
活用した場合

出所：ボストン コンサルティング グループ分析

地球温暖化の脅威への対応を求める企業への圧力
は高まっている。消費者、規制当局、投資家などの関係
者は、あらゆる業界の企業による気候変動への影響
を、よりいっそう注視するようになってきている。たと
えば、世界最大の資産運用会社ブラックロックの会長
兼CEOであるラリー・フィンクは、2021年1月に投資先
企業のCEOらに宛てた書簡で、投資家やその他のス
テークホルダーが企業に対して、環境・社会・ガバナン
スに関するあらゆる実績の開示を期待している旨した
ためている。

しかし、企業にとって、GHGの排出量を削減する必
要性を口先で唱えることと、変化を起こすための具体
的な対策を講じることは違う。特に今日のパンデミック
下の経済状況においては、全く別の問題だ。自社の炭
素排出量の全容を把握し、それを削減または相殺する
ことは困難であり、費用もかかる。ゆえに、多くの企業
がその取り組みを先送りせざるを得ない。

このような状況で、AIがゲームチェンジャーとなり得
る。AIには、企業のカーボンフットプリントと短期間で 
実現可能なコスト削減策を複数の側面から深く洞察で
きる能力がある。それにより持続可能な変革を加速
し、必要な時に経費を削減するための有望な手段を提
供してくれる。そして、大企業はAIの力を特に享受でき
る優位な立場にある。その規模ゆえに、膨大なデータ

セットにアクセスできるからだ。これはAIを導入する際
の重要な成功要因である。

AIの可能性

気候変動の脅威は高まっており、時間も限られてい
る。英国の非政府組織CDP（旧カーボン・ディスクロー
ジャー・プロジェクト）によると、世界のGHG排出量は
現在、二酸化炭素換算（CO2e）で約53ギガトンに達し
ている。Science Based Targets（科学に基づく削減
目標）イニシアチブによると、2016年のパリ協定で定
められた「地球の平均気温の上昇を1.5℃に抑える」と
いう目標を達成するためには、10年後までに排出量を
50％削減しなければならない。私たちの多くのクライ
アントとの経験では、AIを活用することで、必要な削
減量の5～10％、つまり2.6～5.3ギガトンのCO2eを削
減できる。

一方で、BCGの調査では、AIを企業のサステナビリ
ティ（持続可能性）に適用した場合の全体での潜在的
な効果は、追加収益やコスト削減による価値の双方を
合わせて、2030年までに1兆3千億～2兆6千億ドルにの
ぼると推計される。

ただし、この企業の付加価値額は、カーボンオフ
セットの価格変動を考慮していない。現在（訳注：原著

https://www.bcg.com/beyond-consulting/bcg-gamma/co2-ai-for-sustainability
https://www.bcg.com/beyond-consulting/bcg-gamma/co2-ai-for-sustainability
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執筆時点）、欧州連合域内排出量取引制度（ETS）で
約30ドルに設定されているこの数字は、2030年までに
2倍になる可能性がある。BCGは、ネットゼロ誓約の一
環として、最先端の半永久的なGHG除去アプローチに
対し、2030年には1トンあたり80ドルの投資を行うと
決定している。この炭素価格の上昇を考えると、AIを
活用したGHG排出量の削減により、世界の企業にとっ
て2,080億～4,240億ドルの追加削減効果が得られる
ことになるだろう。今後数年間でカーボンオフセットの
価格がさらに上昇すれば、AIの活用がさらに大きなコ
スト削減につながることは間違いない。

AIはいかに排出量を削減するのか

AIの大きな強みは、環境から大量のデータを収集
し、人間が気づかないような直感的なつながりを見つ
け出し、その結論に基づいて適切な行動を推奨すると
いう、経験に基づいた学習能力にある。カーボンフット
プリントの削減をめざす企業は、次の3つの要素すべて
でAIを活用すべきである。

• 排出量のモニタリング　企業は、AIを活用したデー
タエンジニアリングにより、カーボンフットプリント
全体の排出量を自動的に把握できる。業務、出張や
IT機器などのアクティビティ、そして素材や部品のサ
プライヤー、輸送業者、さらには製品の川下ユーザー
といったバリューチェーンのあらゆる部分からデー
タを収集できる。AIは、人工衛星などの新しい情報
源からのデータも利用できる。また、AIはデータに
解析情報を重ねることで、不足しているデータの近
似値を生成し、その結果の確からしさを評価するこ
とができる。

• 排出量の予測　AIの予測的分析により、企業のカー
ボンフットプリント全体の将来の排出量を、現在の
削減の取り組み、新しい炭素削減方法、および将来
の需要に関連づけて予測可能だ。その結果、企業は
削減目標をより正確に設定、調整、達成できる。

• 排出量の削減　AIの処方的分析と最適化により、バ
リューチェーンのあらゆる側面を詳細に把握するこ
とで、生産や物流をはじめ、あらゆる箇所で効率化
を図ることができる。これにより、CO2排出量の削減
とコスト削減を実現可能だ。

つまり、AIは、大企業がコロナ危機から脱却する際 
に直面する財務上のプレッシャーを軽減すると同時
に、環境面での影響も軽減できるのである。

このアプローチからメリットを受けられる産業は、産
業財（コラム「AIで排出量とコストを削減した鉄鋼メー
カー」参照）、運輸、製薬、消費者向けパッケージ商品、
エネルギー・公益事業（コラム「大手石油・ガス会社にお
けるAIを活用したサステナビリティ向上」参照）などが
ある。

AIのメリットを得るために

このようなAIのメリットを得るためには、企業のリー
ダーは、CO2の排出量が多く、コストが大きい分野、特
に24カ月以内に回収できる可能性のある分野を最優先
として取り組む必要がある。AIは大量のエネルギーを
消費するため、企業はその排出量も分析する必要があ
る（コラム「AIのカーボンフットプリントを削減する」
参照）。実行に向けて次の3つのアプローチをお勧めし
たい。

• 高い目標を掲げる　AIを使って、バリューチェーン
全体の炭素排出量の「見える化」を推進する。そし
て、どこにテクノロジーを適用すればフットプリント
を削減できるかを、炭素排出量とコストの最大の発
生源から順に判断していく。

• 小さく始める　AIアプローチを設計する際には、プ
ロトタイプやパイロットを用いて、さらなる学習と開
発のための強力な基盤を構築する。そして、MVP
（Minimum Viable Product：実用最小限の製品）
コンセプトを用いて実用可能なAIシステムを設計
し、改善のためにフィードバックを反映しながらサイ
クルを繰り返す。

• 迅速に拡大展開する　インパクトを高めるために、
MVPソリューションの規模を拡大し、それに合わせ
て組織を変革していく。そして、MVPのスケールアッ
プと並行して、中核となる組織能力とイネーブラーの
構築に投資する。これらの投資は、大規模なテクノ
ロジー・プラットフォームの開発、新しい働き方の定
義、AIと全体的な戦略を連携させるために必要な組
織やガバナンス・モデルの導入などが中心となる。

https://www.bcg.com/ja-jp/press/1september2020-bcg-to-achieve-net-zero-climate-impact-by-2030
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AIで排出量とコストを削減した鉄鋼メーカー

ある世界的な鉄鋼メーカーは、生産プロセスの最適
化を通じてCO2排出量の削減とコスト削減を実現した
いと考えていた。この企業は私たちと協働し、6カ月と
いう短期間でAIによるプロセス制御を導入、無駄を排
除するとともにエネルギー効率を高めることに成功し
た。数千個のセンサーにより収集された数十億のデー
タポイントが制御システムのアルゴリズムに入力され
る。これにより、必要なエネルギーを正確に計算・予測
し、無駄の発生源を追跡・排除できるようになった。

このプロセス制御の導入以降もこの企業は一部の領
域でさらに取り組みを進め、これまでに炭素排出量を

3％、つまり年間約23万トン削減することに成功した。
コスト面では4千万ドルの削減につながり、売上高80億
ドル規模のこの企業に大きな利益をもたらした。

こうした成果もさることながら、この企業は今回の取
り組み以前にもすでにAIによるオペレーションの最適
化で著しい進展を遂げていた。私たちの推計では、鉄
鋼業界全体ではAIの活用によりさらに大きなインパク
トが見込まれ、各社は排出量の5～10％、コストの1％
を削減可能である。すべての鉄鋼メーカーがこれを実
現できれば、業界全体のCO2排出量は年間200万～400
万トン削減できる。
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大手石油・ガス会社におけるAIを活用したサステナビリティ向上

ある欧州の大手石油・ガス会社では、機械の予期せ
ぬトラブルや、不具合が起きてから対応する旧式の制
御システムへの依存により、生産ロスに直面していた。
このロスを補うために、生産量を増やさなければなら
ず、排出量とコストの増加を招いていた。

この問題を解決すべく、私たちはこの会社とともに、
機械学習に基づいて予測しアクションを起こす制御シ
ステムに一新し、すべてのプラント機器を一元管理する
ために統合オペレーションセンターを設立した。さら
に、新しいツールの導入を促進するために、チェンジマ
ネジメント戦略の導入を促した。

この新しいエンド・ツー・エンドのシステムには、メ
ンテナンス上の問題や各生産ユニットのCO2排出量を
予測するツールなど、数多くの機械学習モデルが採用

されている。この機能により、工場のエンジニアは、3
～5時間後のすべてのユニットのエネルギー消費量と
排出量を予測し、排出量が多いユニットを探し出して
分析し、修正できる。

 
その結果、この企業はCO2排出量を1～1.5％、年間

のGHG排出量に換算すると3,500～5,500トン単位で
削減し、コストを約500万～1,000万ドル削減すること
に成功した。また、このシステムは機器の故障を87％
の精度で予測し、排出ガスの異常を80％の成功率で予
測できた。

このAIを搭載したツールを拡大展開し、機械学習を
利用して機械やプラント全体に複製することによって、
この石油・ガス会社は生産業務のすべてを包括的かつ
リアルタイムで把握できるようになる。
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AIのカーボンフットプリントを削減する

企業がCO2の排出量を把握し、削減するためには、
AIは非常に有効なツールだ。しかし、AIプログラムを
実行することは問題の一因にもなっている。マサチュー
セッツ大学の研究者が2019年に行った試算では、最
新の自然言語処理アルゴリズムが人間らしい文章を生
成するための訓練に必要なエネルギーは、27万キログ
ラム以上のCO2を排出するとされた。

それ以降も、最先端技術の力は格段に大きくなって
いる。たとえば、AI研究団体OpenAIの最新AIモデル
「GPT-3」は、1年前のモデルに比べて数百倍の性能を
持ち、自動車を70万キロメートルも走らせたときと同じ
量のGHGを排出する。

これらから学べることは、AIのアルゴリズムの複雑
さが指数関数的に増加し、経済や社会全体でA Iソ
リューションの導入が進んでいるがゆえに、AIの実務
者は、テクノロジーが環境に与える影響を軽減する手
段を見つけなければならないということだ。

その手段を見いだすことこそがCodeCarbonの目的
である。CodeCarbonは、複数の機関によって共同開
発されたソフトウェアだ。BCG Gamma、世界有数の
A I研究機関M i la（チューリング賞受賞者Yo shu a 
Bengioが設立。拠点はモントリオール）、ペンシルバニ
ア州のHaverford College、機械学習のためのコラボ
レーションプラットフォームComet.mlなどによって開
発された。

https://codecarbon.io/
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原典 : Reduce Carbon and Costs with the Power of AI

CodeCarbonは必要な情報を自動的に取得し、コン
ピュータの演算処理によって発生するCO2の排出量を
推定する。ユーザーはあらゆる実験や複数のプロジェ
クトで排出されたCO2を追跡、記録、そして「見える化」
できるようになる。

CodeCarbonは開発者がフットプリントを削減する
ための手段も明らかにしてくれる。これにより、開発者

はより簡素で効率的なアルゴリズムを設計したり、発
電によるCO2排出量が最も少ない場所にサーバーを設
置したり、システムに最も効率的なハードウェアを選択
したりできる。データサイエンティストは、これらの手
段により、アルゴリズムの学習に伴うCO2排出量を最大
で10分の1に減らすことが可能だ。また、CodeCarbon
はオープンソースのプログラムであるため、ユーザーも
さらなる開発に貢献できる。

今すぐ行動を

AIは、企業のGHG排出量削減やコスト削減に貢献
するという点で、短期的な価値をすでに実証している。
多くの場合、1年以内にプラスのROIを生み出すこと
で、AIは企業の新たなコスト要因とはならず、すぐに財
務的な利益をもたらすはずだ。企業がコロナ危機から
立ち直り、コストを削減し、低炭素な未来への移行を
開始する今、AIには特に大きな価値があると私たちは
考えている。

より長い目で見ると、カーボンオフセットの価格が上
昇し、さらなる進化によってAIがより複雑な気候問題
に取り組めるようになれば、地球温暖化の影響を緩和
するうえで、このテクノロジーの重要性はますます高
まっていく。

今こそ、先進企業はAIの恩恵を受けるために行動を
起こすべきだ。高い目標を掲げ、小さく始め、迅速に拡
大展開しよう。

https://www.bcg.com/publications/2021/ai-to-reduce-carbon-emissions
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