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環境・カーボン・マーケットＥＸＰＯ２０１４

﹁どうなる？ 地球温暖化 企業の果たす役割

～ＩＰＣＣ第５次評価報告書から考える～﹂
パネルディスカッション

【ファシリテーター】
末吉竹二郎氏：国連環境計画 金融
イニシアティブ 特別顧問

【パネリスト】
江守正多氏：独立行政法人国立環境
研究所 地球環境研究センター
気候変動リスク評価研究室 室長
則武祐二氏：株式会社リコーＣＳＲ・
環境推進本部 審議役
金丸治子氏：イオン株式会社グルー
プ環境・社会貢献部 部長
日比保史氏：一般社団法人コンサベ
ーション・インターナショナル・ジ
ャパン 代表理事

出来ると言われています。本日は、

理）が揃って初めていいビジネスが

３つの要素（経済・サイエンス・倫

いくかということが問題になります。

てその頻度が長期的にどう変わって

はあります。しかし、温暖化によっ

因がなくてもたまには起きるもので

言うことは非常に難しく、特別な原

次報告書が昨年９月に発表されまし

■江守 ＩＰＣＣ第一作業部会第５

す。

筆者である江守さんよりお願いしま

５次評価報告書の第一作業部会の執

者の知見ということでＩＰＣＣの第

ます。大雨の頻度が増えている地域

能性が非常に高いことがわかってい

起こっていて、人間のせいである可

日が減り暑い日が増える現象は既に

いくかという予測があります。寒い

か、そして将来その傾向どうなって

こに人間活動の寄与があったかどう

のような傾向があったかどうか、そ

に収まります。世界の平均海面上昇

昇が止まり、高い可能性で２℃以内

行った場合は２０５０年には気温上

後上昇し、徹底的に排出削減対策を

２１００年には地球の温度が４℃前

界で認識されていますが、気候変動

どこかで止めなければいけないと世

ままでは６℃、８℃と上昇するので、

０年以降４℃、２１００年以降その

わなければ、世界平均気温は２１０

と思われます。地球温暖化対策を行

予測されます。極端現象、異常気象

排出量の大幅削減の必要性を認識す

以内に収める観点から温室効果ガス
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■末吉 ある高名な日本の経営者が、 暖化によるものかどうかは科学的に

我々人類社会にとって最大の問題の

ここに 世紀後半の 年くらいにそ

一つである、地球温暖化問題につい

たが、これに基づき科学的知見から

が多くなっている可能性が高く、人

て議論してまいります。最初に科学

話題提供させていただきます。まず

間のせいかどうかははっきりしませ

については高い場合、２１００年に

枠組条約の会議の中では、産業化以

とも言いますが、極端に暑い日、極

前からの世界平均気温の上昇を２℃

は ～ ㎝の上昇、厳しい対策をと

排出削減の対策を全く講じない場合、 んが将来は増えていく可能性が高い

は、２１００年までの気温上昇にお

50

ける将来予測ですが、温室効果ガス

20

ると合意されています。しかし２℃

った場合でも海面上昇は ㎝前後と

80

端な大雨などは、それらが個々に温

40
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様々な悪影響が増える中で、社会的

２℃３℃と温暖化が進むにつれて

はないと思います。科学的に１℃

科学だけではっきりと言えるもので

を超えてはいけないのかというのは

るのは、２～ 年先であろうと思い

てはっきりと目に見えて効果が現れ

我々が徹底的に対応策を講じたとし

適応策を考えなければなりません。

量と比例すると言われています。こ

界平均気温上昇量はＣＯ 累積排出

報告書の政策決定者向け要約で、世

を得ないということです。ＩＰＣＣ

場合もある程度温暖化は避けられず、 れば２℃以上の上昇を受け入れざる

徹底的に対策を講じても、どちらの

れは人間が過去から現在、そして将

の状況の深刻さが一般の人たちに伝

理解できるのですが、普通には現在

■末吉 このような場で直接伺うと

と思っています。

の間で認識され、議論されなければ

含めて今一度この問題が多くの人々

を越えても仕方がないと思うのかを

す。それが出来ないということであ

政治的判断でどの辺りで止めるべき

上の上昇もありうるわけです。２０

部でも緯度の高い所は６℃～８℃以

海よりも陸地、陸地も内陸部、内陸

０年くらいから両者の間に違いがで

ーションを見ていただくと、２０５

２℃以内におさめる場合のシミュレ

昇する場合と厳しい対策を講じて

化について、対策なしで４℃程度上

２℃ということです。将来の気温変

か、その合意が得られているのが

に変え、そこから出るＣＯ は地中

して、そのバイオマスをエネルギー

植物を育てて大気中のＣＯ を吸収

ありません。例えば、バイオマス、

いろな技術を使えば出来ないことは

れは大変なことです。しかし、いろ

なければいけないのですが、当然こ

０に近づく、もしくはマイナスにし

ん下げて今世紀末には世界排出量は

は場所によってはもっと上がります。 分位にしましょう。その先もどんど

てきます。世界平均で４℃というの

に封じ込めてしまうことを仮にやれ

んどん下げて２０５０年には今の半

は排出量がピークを迎え、その後ど

うなるのか、というと２０２０年に

どれくらいのことを実際にやればそ

的に排出削減をするということは、

います。２℃以内に抑える為に徹底

れるかどうかということが問われて

ます。それ程長いスケールで考えら

ればもっと早く使い切ってしまうこ

考えると 年ですが、毎年増え続け

００という数字は一定量排出すると

オフセットにつながるわけです。３

資源になり、カーボンマーケットや

０ＧｔＣのＣＯ の排出枠が有限の

うということになります。残り３０

ますので、 年で上限に達してしま

年間世界で約 ＧｔＣを排出してい

り約３００ＧｔＣとなります。現在

Ｃを排出してしまっているので、残

トンカーボン）で、既に５１５Ｇｔ

いＣＯ の量は８２０ＧｔＣ（ギガ

来にわたってトータルで排出してい

えようとすると、人類が過去から将

上昇を産業化以前から２℃以内に抑

ば ％以上の確率で世界の平均気温

上昇量が決まってしまいます。例え

来に排出する総量で世界の平均気温

来ます。次に温暖化対策を含め環境

していくのかが非常に重要になって

まるとしたら、今後ビジネスをどう

う生かすかによって我々の命運が決

■末吉 このような科学的知見をど

ります。

るのでバランスを考えて発言してお

をそう動かそうとしていると思われ

なバイアスで大げさに発言して社会

思いますが、科学者が﹁だから、こ

所でこの深刻さはお話して行こうと

した方がいいと思います。色々な場

とと、どうすべきかというのは区別

■江守 問題が深刻であるというこ

か？

るにはどうすればいいとお考えです

が、もっと科学者の知見が広く伝わ

表現によるものもあるかと思います

者の方の良い意味での謙虚さによる

わりにくいような気がします。科学

分野でリーディングカンパニーのリ

うしよう﹂と言う側に立つと政治的

４０年～２０５０年頃にはどんなに

ば、大気からＣＯ を吸いながらエ

ます。本当にこれ以内に収めること

2

ネルギーを使うことも考えられます。 とになり非常に切迫した数字となり
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2
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30
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実際に人類が大規模にこのようなこ

2

を世界が目指すのか、あるいは２℃

●月刊公論 2014． 6

71

30

とをやるのかどうかが問われていま

国立環境研究所 地球環境研究センター
気候変動リスク評価研究室長 江守正多氏
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響を及ぼした桜井特別顧問が 年に

■則武 弊社の環境経営に大きな影

サイクル全体のＣＯ 削減目標を設

Ｏ 削減レベルを目指して、ライフ

に基づいて世の中が目指すべきＣ

ジに掲載しており、ＩＰＣＣの警告

それでも残ったＣＯ についてはカ

へ変更するなどの努力をして頂き、

算定して頂き、ＣＦＰの少ない用紙

排出、カーボン・フットプリントを

ーヨーロッパでも同じです。ＣＯ

ります。これは日本のみならずリコ

言いません。その前にそもそも温暖

組と言ってもいきなり何をするとは

ますが、海外の企業は温暖化への取

常にリーダーシップを発揮されてい

■末吉 リコーの取組は前進的で非

ＩＰＣＣに関して真摯にとらえ、活

﹁環境と経済﹂と題して、環境と経
定して活動展開することで、基本的

に取り組んで頂けるよう、進めてお

済の対立を考える前に、第一に社会
にＩＰＣＣの科学的知見に基づいて

化とは何か、どうして温暖化は起き

表する際にこの考え方をホームペー

経済の営みを地球が出来る環境負荷

ーボン・オフセットをして頂くこと

設定した当時は２０１０年を中期目

期目標として位置付けていますが、

定しています。現在２０２０年を中

長期の環境ビジョンと長期目標を設

べきかという点から、２０５０年の

え方を取り入れ、地球環境をどうす

中にバックキャスティングという考

らの目標、リコーの中期経営計画の

その考えに基づいて２００４年度か

書も含め、勉強の場を設けました。

について話し合い、ＩＰＣＣの報告

年に当時の取締役が一日地球温暖化

んでした。９．
６％削減にとどまり

０１０年の目標 ％は達成出来ませ

獲得することを考えていました。２

排出削減は出来ないので、ＣＤＭを

し、ただその場合はさすがに絶対量

も目標を達成するということを想定

原子力発電所が全て止まったとして

標は達成する、当時２００５年万一

０年度事業が大幅に伸びてもこの目

ればならないと考えました。２０１

我々の問題として目標を達成しなけ

５年には発電所の原単位を含めて

年度比で ％の削減と定め、２００

ナーシップという気候変動に対して

残りは当時獲得していた排出権で４， 一緒に日本気候リーダーズ・パート

まくいきません、イオンさんともご

な取組はリコーだけではなかなかう

でいないように感じます。このよう

念ながら日本ではまだそこまで進ん

ンのオフセットになっています。残

ジーランドを合わせて約３～４万ト

ーロッパ・オーストラリア・ニュー

しているカーボン・オフセットはヨ

ランドでも同様です。リコーで協力

オーストラリア・リコーニュージー

刷会社さんの取組みとしてはリコー

ボン・オフセットリースを実施。印

ます。また、リコーリースでもカー

をリコーヨーロッパが実施しており

こっているのかをまず経営者達が理

ではなく、環境について実際何が起

任から２年目の時、温暖化防止だけ

い問題ですが、 年に桜井が社長就

■則武 企業経営側からみると難し

がですか？

るのではないかと思いますが…いか

と取組が低レベルになる可能性があ

ければと動き出しますが、そうする

うち温暖化は重大問題だ何とかしな

日本の企業は最初黙っていて、その

けない、という順番があるのですが、

こういうことをしていかなければい

かを話し合い、だから本業を通じて

ビジネスにどういう影響を与えるの

ているのか、そして温暖化は自分の

たが、現在リコー製品を使って印刷

交換の場を持つことも検討していま

ＣＣパチャウリ議長と経営者の意見

他社の要求などから動く傾向にある

と思います。つい忘れがちになって
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コーの則武さんお話頂きます。

の範囲内で収めることが大前提であ
目標を設定するという考えで進めて

標としていました。現在のリコーの

２７９ｔを償却して目標を達成した

解しなければいけないという所から

動してゆくべきだと考えております。

り、その上で第二に環境と経済が両

中長期目標は、省エネ、温暖化防止

積極的に取り組む企業の集まりで、

います。２０１０年に中期目標を

につきましてはリコーグループのラ

という形にしました。
先程カーボン・

始めたのは大きなポイントであった
物を作っておられるお客様である印

かも知れませんが、原点に戻って考

５％１／８、２０２０年迄に ％削
減することが必要だということで目

す。いずれにしてもいろいろな形で

97

立出来るようにと言っています。

イフサイクルでのＣＯ 排出総量を

まだ４社ですが、３月 日にはＩＰ

2

２０００年度比で２０５０年迄に ． オフセット大賞の優秀賞を頂きまし

2

刷会社さんがカーボン・オフセット

31

12

12

90

2

2

標を設定しています。中期目標を発

87

97
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30
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■金丸 お話の深刻さから考えると

イオンさんに伺いましょう。

はついに一千万本の木を植えられた

たなければいけないと思います。で

時にその深刻さ、危機感をもっと持

化に対する科学的な理解を深め、同

■末吉 温暖化に取り組むには温暖

えなければならないと思います。

可能な社会の実現という中で、事業

けて４つの課題がありますが、持続

基本方針というものです。大きく分

したものがイオンサステナビリティ

基づいて進めています。その具体化

環境社会貢献の取組みもこの理念に

作戦﹂で２０２０年までに２０１０

むことを発表しました。
﹁へらそう

もに持続可能な社会の実現に取り組

を発表し、３つの作戦でお客様とと

０１２年イオンのエコプロジェクト

という共通の理念の下に事業を進め、 しいエネルギーの新方針として、２

人間を尊重し、地域社会に貢献する

年比でエネルギー使用量を ％削減

この前倒しでの目標達成を受け、新

ます。先ほどご紹介いただいた通り、

サイクルやレジ袋削減等を行ってい

減、そして店頭ではお客様と共にリ

便では近い所からの配送等による削

はトラック便から鉄道便へ、また船

容器の資材見直し、省資源、物流で

す。その他、商品の取組みとして、

２０１３年度から展開をしておりま

いますが、こうした取組の積み重ね

我々の取組みもまだまだかなとも思
って進める様、取り組んでいます。

の発展と社会の発展が共に両輪とな

は再生可能エネルギーを 万 創出

しよう、そして﹁つくろう作戦﹂で

り、昨年 月にフラッグシップであ

１９９１年より植樹活動を続けてお

です。全国１万４千以上の店舗・営

基本的にはお客様と接するビジネス

である低炭素社会の実現の取組みで

的課題への対応です。本日のテーマ

様な業態で事業展開をしていますが、 の保全、⑶資源の有効利用、⑷社会

も大切だと思います。海外も含め多

すが、サステナビリティ基本方針は

家発電など単なる避難所として受け

するという使命を果たす為にも、自

の﹁まもろう作戦﹂では営業を継続

ました。この経験をふまえ、３つ目

は避難所として多くの方々を受入れ

本大震災発生時には、イオンの店舗

しようという計画です。また、東日

■末吉 毎日何百万人もの消費者が

っています。

してとありましたが、スタートして

さんのお話にも植物でＣＯ を吸収

祭で、１千万本を迎えました。江守

るイオン幕張新都心オープンの植樹

⑴低炭素社会の実現、⑵生物多様性

業所・事業所等々に、毎日４百万人

１１年に制定しておりますが、その

11

程来られるお客様と接しております。 生物多様性という視点も含めて２０

kW

年、少しでも貢献出来たのかと思

2

ても、お客様を原点に平和を追求し

国・地域・業種・業態が異なってい

削減に取り組みました。そして当時

売業のすべての過程においてＣＯ

に、店舗・設備・商品・物流と、小

向けては事業特性であるお客様と共

倒しでの達成をしています。達成に

ＣＯ を削減する事が出来、少し前

として２０１１年迄に２０８万ｔの

を削減に取り組んでいました。結果

０１２年までに１８５万ｔのＣＯ

化防止宣言を発表しイオンとして２

さらに前の２００８年にイオン温暖

地域のコミュニティとしての次世代

拠点等、まちづくりの視点を加えた

が、ＣＯ 削減だけではなく、防災

エコストア﹂を展開して参りました

きる店舗設備を目指した﹁イオンの

ＣＯ 排出量よりも ％以上削減で

また、温暖化防止宣言の時は従来の

インとして継続的かつ安定的に機能

入れるだけではなく地域のライフラ

温暖化防止についてはお客さまとと

らも認証商品を扱うなどしています。

■金丸 生物多様性の保全の観点か

うか。

どのように感じておられるのでしょ

取組について消費者の方々の反応は

年迄に作って行こうという計画です。 に影響を及ぼしますが、これまでの

する防災拠点１００か所を２０２０

もに取り組むという観点からそれに

温暖化の影響を受けますし、温暖化

す。扱っている商品も自然の産物で

来られるＢｔｏＣの典型だと思いま

23
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は排出権の購入もさせて頂きました。 のエコストア﹁スマートイオン﹂を

イオン株式会社 グループ環境・社会貢献部
部長 金丸治子氏
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組んでいますが、サステナビリティ
基本方針の４つの課題に基づく取り
組みなどもお客さまに正しくきちん
と伝わっているかどうか、まだまだ
課題があるように思います。
■末吉 コンサベーション・インタ
ナショナルは世界トップクラスのＮ
ＧＯです。最後になりましたが日比
さん宜しくお願いします。
■日比 国際的に、主に途上国にお
いて自然を守ることを通して人々の
生活や生計を高めていくことに取り
組んでいます。特に生物多様性の問
題については非常に力を入れており
ます。地球の生物多様性を支えてい
く上で重要であるが危機に瀕してい

ター約 ％よりも大きいＣＯ の排

を占めるといわれ、世界の交通セク

は世界の人為的な排出量の６分の１

大気に放出されてしまいます。これ

そこに吸収固定されていたＣＯ が

鉱山開発など様々な形で失われてい

や椰子油のプランテーション、また

千四百万ヘクタールが農地への転換

常な勢いで失われています。年間約

す。喫緊の課題として、森林が今非

の危機に直面すると言われておりま

化が進むと生物種の２～３割が絶滅

と密接な関係にあり、このまま温暖

んでいます。生物多様性は気候変動

減、つまり森林を守ることによって

失・森林の劣化に起因する排出の削

ＲＥＤＤ＋と呼ばれている森林の消

でいます。ひとつには気候変動では

スにした緩和策・適応策に取り組ん

か、単に森がなくなるだけではなく、 ンターナショナルでは生態系をベー

ます。森林が失われるとどうなるの

ＣＯ の排出を阻止、つまり排出量

ますが、我々コンサベーション・イ

ばいいのか、いろいろな方法があり

ていると言えます。では、どうすれ

いずれも森林の消失に大きく関わっ

国ですし、食料も６割が輸入なので

と並んで、木材・紙パルプの輸入大

ん。日本は、アメリカ・ヨーロッパ

いる途上国だけの問題ではありませ

しかし、これは森林破壊が起こって

然資本というかたちで評価あるいは

社会経済全体の中に組み込んで、自

はと思います。そしてこれら全てを

和と削減の両方に効果が出せるので

ンをオフセットの対象とすれば、緩

との報告があります。ブルーカーボ

生が、大きな被害削減効果があった

と、マングローブ生態系の保全・再

ィリピン台風の時の被害状況をみる

海面上昇・高潮、あるいは昨年のフ

されていますが、生態系ベースでは、

何に整えるかという手法が多く議論

くのか。対応策としてはハードを如

ったときに、これにどう適応して行

す。一方で、気候変動が進んでしま

固定の取組みを進めようとしていま

て重要な吸収固定源となっています。 類の保全や再生を通じたＣＯ 吸収

で森林から他へ土地利用転換した場

スチェンジ、いわゆる土地利用転換

途上国の熱帯雨林です。ランドユー

林破壊が起こっているかといえば、

接に関連しています。特にどこで森

出源になっており、気候変動とも密

と地元の持続可能な開発の両立を図

考えていくことで、森林破壊の防止

暮らす人々の生活の在り方を一緒に

地の森を管理する人々またはそこで

を削減しよう、というものです。現

ている日本の我々消費者は世界で何

なりますが、ハイレベルな生活をし

■末吉 このような話を聞くと怖く

最近はなされています。

ことを評価して行こうという取組が

経済的により意味のある事だという

会計といいますか自然を守ることが

す。そして、森は光合成によりＣ

くありますが、海も大きな吸収源で

ん化石燃料の中に炭素という形で多

ているかということですが、もちろ

ＣＯ は地球のどこに吸収固定され

吸収源とするブルーカーボンについ

カルなどです。海洋や沿岸生態系を

地域もあります。ペルーやマダガス

携してこのＲＥＤＤ＋を進めている

たり前になっています。例えば、神

くを海外に依存しており、それが当

■日比 日本は資源エネルギーの多

ればいけないのではないでしょうか。

が起きているのか、もっと知らなけ
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2

ットのような形で欧米の企業等と連

2

合に多く排出されていると言えます。 る取組です。既にカーボン・オフセ

2

ては、マングローブ林や海藻、海草

2

Ｏ を吸収しており、土壌と合わせ
2

るホットスポットと言われるエリア
を優先的な活動エリアとして取り組

2

13

コンサベーション・インターナショナル・ジャパン
代表理事 日比保史氏
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を里山からとって利用していたため

ころですが、明治初期の頃は薪など

戸の六甲山は今では緑被率の高いと
０年後で、しかも世界中で自分だけ

的に努力をしても効果が出るのは２

方で、緩和については世界中で徹底

工程で現場が ％なんて無茶だ！な

と思います。メーカーさんでは生産

キャスティングの手法が一番重要だ

ります。一方ではうまくやればやる

ネスが出来ない直接的なリスクもあ

これをやって行かないと自分のビジ

と適応について、適応に関しては

■江守 個人的には気候変動の緩和

うことについてお話を伺います。

ーションシップをどうするのかとい

学的知見とビジネスの在り方のリレ

行動にどう反映させてゆくのか、科

がどう受け止めて、日々のビジネス

テーマである科学的知見をビジネス

■末吉 今回のディスカッションの

ます。

理解を困難にしている要因だと思い

が見えなくなっていることが問題の

を支えている環境への負荷やコスト

入り、便利になる一方でその便利さ

で食料や紙などが海外から安く手に

です。グローバリゼーションが進ん

げ山という形で一目瞭然だったわけ

の負荷を環境に掛けているかは、禿

ることの結果、自分たちがどれだけ

禿山でした。つまり、自然を利用す

っては難しいことかもしれませんが、 人々の理解を得られるのではと思い

■日比 思い切った緩和は企業にと

か？

お話はどのように受け止められます

えていこうとする側からすると今の

世の中に問題提起をして世の中を変

■末吉 いいご指摘を頂きました。

ます。

かどうかが問題になって来ると思い

ではない業種が大きな変化をするの

種とそうではない業種の中で、そう

策をやればやるほど勝ち組になる業

な業種に分かれてきます。温暖化対

になる業種と、逆に負け組になる様

暖化対策をやることによって勝ち組

ジネスチャンスに出来る、つまり温

一方で、複雑なのは温暖化対策をビ

は起こりにくいことだと思います。

われないかもしれませんし、自然に

が実行したとしたら効果は全くあら

っと訴えて企業と共にやって行けば

弱いです。我々ＮＧＯセクターもも

たりも強く、そこが日本はまだまだ

その意識が高く、企業に対する風当

ーロッパを比較するとヨーロッパは

解と意志、行動の問題で、日本とヨ

とですが、最終的には一般国民の理

姿勢との違いは何だろう、というこ

ヨーロッパ企業の積極的に取り組む

いのは何故なのか、温暖化交渉等で

が重要です。しかしなかなか出来な

ければいけないのか、という考え方

やるのか、問題解決の為に何をしな

いのだろうと思いますが、何の為に

んの削減目標もまだまだ十分ではな

ています。それから見るとリコーさ

さなければいけないだろうと言われ

迄には先進国では８割くらいを減ら

どの話が出るのですが、今世紀半ば

います。進めることによってより競

れが足を引っ張っているのかとも思

に出して言えないところがあり、そ

ですが、日本ではなかなか賛同と声

に関しての賛同企業も非常に多いの

企業が多く、カーボンプライシング

です。欧州では排出権取引に賛成の

に日本は一向に進まないという現実

もっと進んでいると想定していたの

来２０１０年には当然排出量取引が

応すると考えていました。当時は本

値対応には排出権を獲得してでも対

提供しています。２０１０年の目標

つながるような商品やサービスを、

話での会議システム等ＣＯ 削減に

て競争力になり、弊社でもテレビ電

す。製品省エネを進めることによっ

■則武 確かにチャンスだと思いま

いでしょうか。

ほどチャンスが増えていくのではな

の影響だけではないかもしれません

きな被害をこうむりました、温暖化

例えばタイの洪水では日本企業が大

なければならないのか、そのための

らスタートして、そのために何をし

いく必要があるのかというところか

え、地球の状況をどの水準にもって

の評価の視点を変えるので、同時に

るだけではなく、社会が大きく企業

ます。ルールとか基準や法律が変わ

から見ると大きな企業リスクと言え

■末吉 これは個別企業の経営観点

ます。

ーボンプライシングが必要だと思い

のではないか、そしてその為にもカ

とになればチャンスは拡大して行く

として社会も後押しをするようなこ

えていくだけでは難しいので、制度

争力に繋る。自主的にチャンスを捉

様々な企業が考えていくと思います。 リコーさんの様に、環境の状況を考

が自社の損益に関わる事ですから企

行動目標を立てていくというバック

2

業が考えてやっていくでしょう。一
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ます。
■末吉 全く同感です。一方ではグ
ローバルにビジネスをされていると
ころは、マザーカントリーの日本が
遅れているので、それに合わせてい
る訳ではないと思いますが、世界の
最先端の制度やルールにマッチする
ように国の政策を待っていては企業
として損をするのではありません
か？
■則武 製品の省エネ基準等につい
てもアメリカが先に進んで日本の規
制や規格が緩くなっているように感
じます。基本的には一番進んだ国に
合わせざるを得ないのでそう進めて
いきますが、果たしてそれでいいの
か、そうすると日本企業はだんだん
と弱くなっていくのではと危惧して
います。基本的には海外で一番厳し

ないかと思います。消費者が物を買

ではなくサービスの提供、情報発信

でこの商品を開発したかの説明をで

が必要です。お客様にどういう視点

でいただく為にはまず社内での理解

せん。お客様に賛同いただき、選ん

並べているだけでは賛同を得られま

行くことが重要になりますが、ただ

巻き込むという力をもっと発揮して

■金丸 一日４００万人のお客様を

ことです。これからは自社のバウン

るから消費者も社会も歓迎するとの

のです。社会の医療コストが高くな

の医療コストを高めるからというも

は喫煙者の方がトータルとして国家

いうことになりましたが、その理由

ナンバー２が煙草の販売をやめると

あります。先日アメリカのＣＶＳの

と消費者に追い付かなくなることも

合もあり、企業がそれに気付かない

■金丸 そうですね。夏場のピーク

買物はされるのですか？

■末吉 涼を求めて来られる方もお

果たせるのではないかと思います。

く、地域全体として取り組む役割も

ですが、各家庭や各企業などではな

組です。経済産業省の実証事業段階

さまの省エネが実施されるという取

まって来られる、それにより、お客

アコンのスイッチを切ってお店に集

情報が流れ、それによって自宅のエ

がると会員のお客様の所へお買い得
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いところに合わせていかざるを得な

きる状態でなければなりません。そ

ダリーの中で整合性を考えると思わ

タイム時の過ごし方として、家では

など多面的に様々な取組が進められ

の意味でまず従業員がきちんと何の

ぬところから別の価値観で判断する

なくイオンで涼みながらお買い物を

るような、地域のコミュニティの場

為にこの商品を自社商品として開発

社会や消費者からシッペ返しを受け

していただくため、クーポンやお買

わなければ企業は駄目になってしま

し、販売しているのか、何の為に木

ることが出て来るのではないでしょ

い得情報をご案内しています。

います。その意味では消費者をどう

を植えるのかをきちんとお客様やス

うか。ＮＧＯは科学者とビジネスの

■末吉 昨年の猛暑の時に中国では

いと思います。

テークホルダーの方に伝えられるこ

間に立つような重要な情報を出して

エアコンを持たない人たちが地下鉄

■末吉 イオンさんでは何十万点の

とがまず必要だと思います。地道で

ほしいですね。この様な問題解決に

の駅に逃げ込んだというニュースが

として果たせる役割が大きいと思い

はありますが、小売業の特性をいか

ついて、企業はどのような役割を担

ありましたね。

オリエンテーションしていくのか、

して従業員、商品・サービスを通じ

っていくのか、科学的知見をどう受

■則武 企業として厳しい規制を望

アイテムがあるでしょうが、国際交

てお客さまを巻き込んで動かしてい

け止めてビジネスにどう生かしてゆ

むことも企業のスタンスとして必要

ます。スマートイオンで現在検証中

くことが最も効果的です。トップダ

くことがこれからの企業の社会的役

ですが、例えば夏ですと、気温が上

ウンだけでは難しいのではと思いま

割となっていくのでしょうか。

教育して行くのかが重要です。一方

す。

かと思います。当社は紙を使って頂

では消費者の方が企業の先を行く場

■末吉 最終的にビジネスを変える

■金丸 小売業はただ物を売るだけ

流や交易の中での悩みもあるのでは

パワーを持っているのは消費者では

ないですか？

株式会社リコー ＣＳＲ・環境推進本部
審議役 則武祐二氏

環境・ＣＳＲ

なければいけないのか、どのように

いる大問題を解決する為には何をし

は沢山あります。今人類が直面して

えられると思います。そのような例

業でしたら一社の取組みで社会を変

リコーさんやイオンさんレベルの企

う声をよく企業からは聞きますが、

社だけでは社会を変えられないとい

は出来る事は限られているとか、一

ぎるような気がします。一社だけで

頂きましたが、日本の企業は謙虚過

■日比 非常に前向きなコメントを

やってほしいと思いますか？

解決に向けてどういうことをもっと

ことですが、企業に対してこの問題

いことを受け入れる準備があるとの

くやらなければ駄目だ、もっと厳し

■末吉 企業側からは、もっと厳し

ています。

んな企業と協業していければと考え

出来ることも限られますので、いろ

思っています。しかし一社だけでは

スタイルは変えていかなければとは

伝いさせて頂きました。企業として

出来る限りペーパーレスにしてお手

連やデジタルサイネージ等一括で、

なく、世銀総会ではドキュメント関

いつまでもそのままというわけでは

いてビジネスが成り立っていますが

意志の表明や、その意志に基づいた

我々が学ぶような世界の企業の強い

う意志を持った人が沢山います。

だという方向に社会を動かそうとい

えよう、将来は未来はこうあるべき

■末吉 世界をこうしよう、こう変

ないでしょうか。

与える役割を果たして頂けるのでは

との関わりを一般の人々に積極的に

ます。マイナス面だけでなく、世界

ば多くの問題を抱えている国もあり

国々と繋がっており、いい面もあれ

持って頂きたいです。いろいろな

来ると思いますので、もっと自信を

を率先して組み込んでいくことも出

ビジネスの中で、サステナビリティ

リコーさんの場合は、ＢｔｏＢ的な

通じた世界への窓口とも言えます。

というのは世界からの様々な製品を

見方をすれば、スーパーマーケット

外に依存していますが、それは別の

ょう。日本はエネルギーや資源を海

かかわる部分は大きな力になるでし

し、特にイオンさんは消費者と直接

他も動かすことが出来ると思います

るかもしれませんが、一社が動けば

一社だけでは出来る事は限られてい

という視点を持って頂きたいです。

社会が変わらなければいけないのか

りませんか？

ーキーで行こうとしているのではあ

のでしょうか。やりたくないからロ

ういう謙虚さでこの問題を見ている

のご意見がありましたが、本当にそ

■末吉 日本の企業は謙虚過ぎると

いけないのではないでしょうか。

ることは何でもやる、やらなければ

です。この危機的な状況に何か出来

考え方ですが、もう平時ではないの

ない、出来ない事は言わないという

日本の企業は言って出来ないといけ

されてくるのではないでしょうか。

切った取組を出していく機運が醸成

が他の企業にも明確になって、思い

て来ることによってある程度方向性

目指しています。そういう企業が出

減っていくようなビジネスモデルを

ブになっていく、大気からＣＯ が

やればやるほどカーボン・ネガティ

オフセットを駆使することで事業を

出を削減するだけでなく、
カーボン・

ることもありますが、本業からの排

ーウオーター社等は、実行に苦労す

あります。ＳＴマイクロ社やフィジ

ティブを宣言するという取り組みが

ン・ニュートラルやカーボン・ネガ

■日比 海外企業の例では、カーボ

行動例は何かありますか？

ばなりません。その為に少し省エネ

Ｏ 排出量を何十％も減らさなけれ

を止めることを考えると世界でＣ

思います。本気で２℃以下に温暖化

は世界の企業も変えたくないのだと

■江守 日本だけではなく本質的に

とはありませんか？

ほしい、こんな役割があるというこ

の立場から企業にはもっとこうして

ないですか？心配されている科学者

いルールや要求が来るようなことは

てある日突然、世界からとんでもな

ネスとのギャップがどんどん広がっ

刻さを増してきています。日本ビジ

ォローすると温暖化の問題は毎回深

方でＩＰＣＣの１～５次の発表をフ

えたくないということであれば、一

ざいます。日本の企業がなかなか変

■末吉 率直なご意見ありがとうご

性なのかなと思います。

らうことが非常につらいという人間

ことに抵抗があって、その抵抗に逆

ないのではないでしょうか。変える

を変えるというのはなかなか成功し

えです。ですから日本企業から社会

業は、あまり変えたくないという考

謙虚さだけではなく日本の社会や企

■則武 謙虚な企業もありますが、

をしたり効率改善するくらいでは間
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的に取り組みやすい、対策をするほ

ない﹄と言っています。まさに今、

いるＦＲＢの金融政策にも気候の問

ています。この様に世界が注目して

ではないのかを見極めたいと発言し

ど勝ち組になる業種だと思いますが、 地球は大きな病を得てしまった、こ

題が大きく影響を与え始めています。

気の地球からいいビジネスは生まれ

の多くは技術改良して排出率を少し

れは決して不治の病ではないことを

２０１１年５月ＯＥＣＤがグリーン

のある企業の方は温暖化対策に積極

下げるなどのインクリメンタルな取
そうではない業種の方達の考え方が

祈っております。 年以上手伝って

立たない業種もあると思います。後

化が起きてしまうと業態として成り

る程儲かる業種もあれば、本質的変

と思います。温暖化対策をやればや

ではないか、そこが大きな鍵になる

継続出来ない業種が多く出て来るの

変化が起きた時に今までの業態では

化が起きるかどうか、そして大きな

は所有から利用へという様な社会変

る地域分散エネルギー社会、あるい

ほどわかりませんが、震災後言われ

考えられません。具体的な事はそれ

こらないと何十％も削減できるとは

が、社会の仕組みに大きな変化が起

影響によってなのかはわかりません

か、または外国が先に変わってその

るのか、消費者なのか、政治家なの

ます。それを企業が言い出して変え

きるかどうかにかかっていると思い

最後に私から少し意見をのべさせて

は完全に取り残されてしまいます。

進し、また準備をしていないところ

備をしている企業はこの時一気に前

がなくて一緒に沈むならまだしも準

手もなく遅れをとります。皆が準備

ますが、そうではないところは打つ

常に準備をしている企業は対応出来

とが起こり得る確率が非常に高く、

的な変化や対応を要求するというこ

化するのではなく、ある日突然断絶

う言葉を思い出します。リニアに変

■末吉 ティッピングポイントとい

とが今求められていると思います。

よって社会の方向性を決めて行くこ

ります。両者間での本質的な対話に

変える必要はないという考え方もあ

り切ろうと、今までのやり方を全く

する為には技術革新と経済成長で乗

深刻な問題ではあるが、これを解決

て、当然ＣＯ 削減について確かに

く違う価値観の人たちもたくさんい

うです。ＦＲＢ議長はアメリカの経

ートはこの四半期で減益になったそ

航便の数を放送します。ウオールマ

ます。ＣＮＮニュースで寒波での欠

が１兆円以上かかったと発表してい

～２月アメリカは寒波でそのコスト

という見出しがあります。今年の１

﹁世界で気象異変、
経済活動に波紋﹂

しました。先日、日本経済新聞には

たなくなるだろうという意見を発表

きたす、ともすれば金融業が成り立

待たずとも金融業務に大きな支障を

になるだろう、リーマンショックを

候変動はやがて世界経済の波乱要因

イニシアティブが２０００年頃、気

ティを持っていると言えます。金融

金融こそ社会を変えるポテンシャリ

ば社会は変わらないという発想で、

いうもので、金融こそ変わらなけれ

金融をよりグリーンにしていこうと

界の金融機関が国連と一緒になって

ブというのがありますが、これは世

いる国連環境計画金融イニシアティ

れを受けて、昨年 月９日ＩＩＲＣ

界で強く叫ばれております。この流

ら早く経済のモデルを変えようと世

もおかしくない状況なのです。だか

て行けない、いつ地球に危機が来て

た。しかし今はコストが高く継続し

が低く抑えられていたから続けられ

ィットがあったが、かつてはコスト

ります。経済成長がもたらすベネフ

きますがこれはかなりコストがかか

場の中に浄化設備を造る必要が出て

川が水をきれいにしていたのなら工

き換えなければなりません。例えば

エコロジカルサービスを人工的に置

チュラルアセットが壊れてしまうと

よって成り立っています。もし、ナ

多くがエコロジーからのサービスに

我々の日常生活は勿論、ビジネスも

危機的状況にある﹄と言っています。

ルアセット（エコロジー・地球）が

で﹃これまでの経済成長はナチュラ

うレポートを発表しました。その中

（国際統合報告書）
を作成しているグ
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に合いません。日本企業の排出削減

組が多く、特に日本企業はこの方法
カギとなるでしょう。その中には全

者が大きく変わるかどうか、変わっ

いただきます。パタゴニアの創業者

グロース（緑の成長）に向けてとい

が得意ですが、それでは間に合いま

た社会の在り方が、今までと違うや

済が少し弱体化している原因が寒波

せん。社会を変えるということが起

り方でうまくまわってくれるのかど

であるイボン・シュイナードは﹃病

10

うかだと思います。この問題に関心

12

2
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企業の情報開示・会計でなければな

ってきた、そしてこれを反映させる

大きくインパクトを与えるものにな

本で、こういったものが企業経営に

資本、人的資本、社会資本、自然資

のお金、現物出資の製造資本、知的

６つの資本を提示しています。従来

現出来ませんでしたがＩＩＲＣでは

トにある資本金は従来お金でしか表

身は非常に斬新で所謂バランスシー

かのモデルを発表しました。その中

今後の企業の報告書はどうあるべき

ループが最終ドラフトの承認を受け

融など の分野でサステナビリティ

定がでましたが、ヘルスケア や金

されました。先日金融についての暫

会計を実施すべきかのモデルが発表

分野でどのようなサステナビリティ

があります。昨年７月ヘルスケアの

テナビリティを入れようという動き

ればならない財務報告書の中にサス

の上場企業が義務として提出しなけ

タンダードボード）
というアメリカ

ステナビリティアカウンティングス

業を変えていきます。ＳＡＳＢ
（サ

ンドにあるのです。これは非常に企

いいのか、ともかく目先の利益や売

る為にはこのような問題はどうでも

います。中長期に価値ある企業にす

だという要求が出始めたとのだと思

的な発展が可能な投資家であるべき

えて日本企業や経済が中長期的持続

けではなく、もっとじっくり腰を据

て夜売るというような金儲けの為だ

をしてほしいということで、朝買っ

ある投資を、中長期の視点から投資

金基金等の機関投資家がもっと責任

きである、としています。これは年

任ある機関投資家の行動を拡大すべ

企業価値、資本効率の向上を促す責

緒に歩むことでなければならない﹂

成長を目指すのならそれは社会と一

り合う、しかし貴方の企業が長期の

金儲けの動機と倫理的な動機は重な

ールポールマンの言葉で﹁商業的な

す。あと一人はユニリーバＣＥＯポ

間数千億の売り上げを実現していま

プクラスに短期間で変貌を遂げ、年

ら脱却して風力発電等で世界のトッ

したのでそれまでの原発メーカーか

スはドイツの国家政策が原発を放棄

常に含蓄のある言葉です。シーメン

の未来を売る様なことはしない﹂非

言葉で、
﹁今日の利益の為にわが社

本をどう増やしていくのかの努力を

クトを計測し把握し発表して自然資

スはもっと自然資本に対するインパ

地球がもう持たないのだと。ビジネ

らない、自然資本を大事にしないと

方を変えなければ地球を守ることが

言わんとしているのは、企業の在り

ます。つまりＩＩＲＣとＳＡＳＢが

かのモデルをどんどん発表して行き

な会計基準にならなければいけない

を会計基準に置くとしたらどのよう

でなければ、もう投資はするな、と

価値が持続的に続いていくビジネス

うか。決してそうではない筈です。

上、今日の利益だけでいいのでしょ

機的な状況と真正面から向き合いビ

る企業であろうとすれば、地球の危

の企業が永続的に社会の中で存在す

の企業経営の現実の一端です。多く

ンスは 世紀の方ですが、ポールポ

これも含蓄のある言葉です。シーメ

く必要があると思います。特にＳＡ

企業の方々にはよくよく認識して頂

一番遅く動くであろうと思われてい

コードの最終版が発表になりました

ネスも成り立たなくなってしまうと

強い意志を持たなければどんなビジ

ジネスを通じて変えていこうとする

20

それを目指しているのです。日本は

ら始まっています。

であり、これは世界ではもう以前か

す。ドイツのシーメンスの創業者の

最後に二人のＣＥＯのお話をしま

遅れていると思われていますが変化

ォームをこれに置き換えようとして、 新しい視点を入れ込もうとした流れ

10

をしています。先日２月 日の経済
20

ありがとうございました。

共にディスカッションが出来ました。

本日は最強の素晴らしいゲストと

思います。

た年金基金等の機関投資家の世界に

ールマンは今世紀の経営者で、世界

19

ＳＢはアメリカの上場企業が義務と

10

して出す﹁ Ｋ﹂
﹁ Ｆ﹂というフ

３年５年 年の中長期に亘って企業

すべきだという要求がバックグラウ

庁から日本版スチューアードシップ

出来ないという危機感だと思います。 言っているようにも思います。金融

10

財政諮問会議で、中長期の視点から
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