
環境省 TCFDに対応した 

シナリオ分析支援事業について 

環境省 地球環境局 

地球温暖化対策課 課長補佐 岸 雅明 

2019年2月12日 



【TCFDの求めているもの】 
TCFDでは気候変動における財務影響の開示を求めている 

気候関連リスク 気候関連機会 

財務上の影響の把握 

経営戦略 

リスク管理への反映 

財務報告書等での開示 

TCFDは、全ての企業に対し、①2℃目標等の気候シナリオを用いて、②自社の気候関

連リスク・機会を評価し、③経営戦略・リスク管理へ反映、④その財務上の影響を把握、
開示することを求めている 

出所： 金融庁 金融安定理事会による「気候関連財務情報開示タスクフォースによる最終報告書」に関する説明会 資料 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
による報告書について 9ページから環境省作成 
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TCFDの要求項目 

【TCFDの要求項目】 
TCFDの要素には4つ存在し、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標である 

要求 

項目 
ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標 

項目の
詳細 

気候関連のリスク及び機会に
係る組織のガバナンスを開示
する 

気候関連のリスク及び機会
が組織のビジネス・戦略・財
務計画への実際の及び潜在
的な影響を、重要な場合は
開示する 

気候関連のリスクについて組
織がどのように選別・管理・
評価しているかについて開
示する 

気候関連のリスク及び機会
を評価・管理する際に使用す
る指標と目標を、重要な場合
は開示する 

推奨 

される 

開示 

内容 

a)気候関連のリスク及び機会

についての取締役会による
監視体制の説明をする 

a)組織が選別した、短期・中

期・長期の気候変動のリスク
及び機会を説明する 

a)組織が気候関連のリスクを

選別・評価するプロセスを説
明する 

a)組織が、自らの戦略とリス

ク管理プロセスに即し、気候
関連のリスク及び機会を評
価する際に用いる指標を開
示する 

b)気候関連のリスク及び機会

を評価・管理する上での経営
者の役割を説明する 

b)気候関連のリスク及び機

会が組織のビジネス・戦略・
財務計画に及ぼす影響を説
明する 

b)組織が気候関連のリスクを
管理するプロセスを説明する 

b)Scope1,Scope2及び該当
するScope3のGHGについ
て開示する 

c)2度以下シナリオを含む

様々な気候関連シナリオに
基づく検討を踏まえ、組織の
戦略のレジリエンスについて
説明する 

c)組織が気候関連リスクを識

別・評価・管理するプロセス
が組織の総合的リスク管理
においてどのように統合され
るかについて説明する 

c)組織が気候関連リスク及

び機会を管理するために用
いる目標、及び目標に対する
実績について説明する 

リスク管理 ガバナンス 戦略 指標と目標 
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出所： 気候関連財務情報開示タスクフォース , 気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言（最終版）, 2017, 14ページ 



 シナリオ分析は、長期的で不確実性の高い課題に対し、組織が戦略的に取り組むた
めの手法として有益である 

 気候関連リスクが懸念される業種にとって重要シナリオの前提条件も含めて開示す
べき。シナリオ分析には能力・労力が必要だが、組織にもメリットあり 

対象 適用可能なシナリオ群 

移行リスク 

 IEA WEO 450／ETP 2DS／IEA WEO Bridge／IEA WEO INDC 

（2℃目標達成するシナリオと、しないシナリオ） 
 Deep decarbonizaion Pathways Project（2℃目標達成） 
 IRENA REmap（再エネ比率を2030年までに倍増） 
 Greenpeace Advanced Energy [R]evolution（2℃目標達成） 

物理的リスク  IPCCが採用するRCP（代表的濃度経路）シナリオ：RCP8.5、RCP6.0、RCP4.5、RCP2.6 

【戦略】 

気候関連リスクと機会が与える影響を評価するため、シナリオ分析による情報開示を
推奨。シナリオ分析に係る技術的補足書も策定 

気候関連リスクと機会が与える影響を評価するため、シナリオ分析による情報開示を推奨。 

シナリオ分析に係る技術的補足書も策定 

出所： 気候関連財務情報開示タスクフォース , 気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言（最終版）, 2017, 25～29ページ 

気候関連財務情報開示タスクフォース , 「気候関連リスク及び機会開示におけるシナリオ分析の活用」補助ガイダンス, 2017, 21&25ページを基に環境省作成 

シナリオ分析
の有用性 
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【シナリオ分析の意義】 
シナリオ分析は、将来の曖昧さ・不確実性に対応した戦略立案と内外対話を可能に 

相応の蓋然性をもって予見可能な未来の場合・・・ 不確実であり、それゆえ可能性もある未来の場合・・・ 

• 将来の変化に経営戦略が即応できない 

• 将来の見立てについての水掛け論が続く 

• 事業のレジリエンスを疑われる 

• 将来の変化に柔軟に対応する経営が可能 

• 将来について、主観を排除した議論ができる 

• 事業のレジリエンスを主張できる 

ターゲット 

ビジョン 

中期経営計画（３～５年） 
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複数のシナリオを想定 



【シナリオ支援事業の目的】 

企業がTCFDに沿ったシナリオ分析の実施時に、参考になる”実践”を蓄積する 

日本ではTCFDの要請を企業が実施するに際し、 

シナリオ分析のプロセス自体の認知度が低く、参考となる事例もほぼ無い 
課題 

（参考：TCFDにおけるシナリオ分析の位置づけ） 
 TCFDは、「パリ協定」の合意を経て金融界が企業に対して発信した「企業経営への気候変動の組み込
み」の要請である 

 気候変動関連情報の「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目を開示することを通じて、
気候変動に対応した経営を推進することを企業に求めている 

 特に「戦略」では、複数の気候変動シナリオに基づく財務影響のシナリオ分析が求められる 

 企業はシナリオ分析を通じて、不確実な将来に備えた幅広な“構え”が可能となる 

本支援事
業の目的 

環境省支援事業対象であるTCFDの実践事例をまとめて、 

各企業がある程度自立してシナリオ分析を実施できるようにする 
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環境省 シナリオ分析支援事業について 

公募により6社を選び、TCFDシナリオ分析のトライアルを実施 

合同勉強会 

• 気候変動の財務影響が概ねわかる 

• シナリオ分析手法のさわりが概ね理解
できる（細かいチューニングは必要） 

• 気候変動経営を進める、ネクストステッ
プがわかる 

企業 

（気候変動が問題だというけど・・・・） 
• 気候変動の自社の影響が分からない 

• TCFDに対応するべきと聞くが、シナリオ分
析が難しい 

• 経営層が気候変動について理解してくれ
ない 

応募 採択 

支援 
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• TCFDの概要解説 

• シナリオ分析の概要
解説 

• 支援面談の実施に
ついて説明 

• 現状の事業戦略に関するヒアリング 

• リスク・機会の重要度決定に向けたディスカッ
ション 

• シナリオに関する情報提供 

• シナリオ分析結果についてディスカッション 

• 検討体制についてディスカッション 

• リスク・機会についての報告、
ディスカッション 

• シナリオ分析についての報
告、ディスカッション 

専門家 

伊藤忠商事、商船三井、住友林業 

東急不動産ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、日本航空、 

三菱自動車工業 

採択結果 

支援面談（全5回） 社内勉強会 



2.     シナリオ分析実践事例 
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2018年度 シナリオ分析支援事業 対象企業 

TCFD上の 

セクター 
対象企業 

エネルギー 伊藤忠商事株式会社 

運輸 

株式会社商船三井 

日本航空株式会社 

三菱自動車工業株式会社 

建築/林業 

住友林業株式会社 

東急不動産ホールディングス株式会社 
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【シナリオ分析の実践のポイント】 
シナリオ分析の実践ポイントを踏まえ、6社がシナリオ分析をトライアル実施 

組織に関連する 

移行リスク・物理的 

リスクを包含した 

複数のシナリオ 

事業インパクト： 
• 投入コスト 

• 事業コスト 

• 収益 

• サプライチェーン 

• 営業停止 

• タイミング 

対応策 

• ビジネスモデル変革 

• ポートフォリオ変革 

• 能力や技術への投資 

市場変化・ 
技術変化 

評判 

政策と法律 
物理的 

リスク 

リスク重要度の評価 シナリオ群の定義 事業インパクト評価 対応策の定義 

ガバナンス整備 

文書化と情報開示 

1 
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2 3 4 5 

戦略策定やリスク管理プロセスにシナリオ分析を組み込む。関連する取締役会等の監視を行う。 

巻き込むべき内外のステークホルダーと巻き込み方を特定する 

現在および将来に想定される、 

組織が直面する気候変動リスクと 

機会は何か？それらは将来に 

重要となる可能性があるか？ 

組織のステークホルダーは 

関心を抱いているか？ 

いかなるシナリオ（と物語）が 

組織にとって適切か？ 

入力変数と仮定、分析手法を 

検討する。いかなるシナリオを 

参照すべきか？ 

それぞれのシナリオが組織の 

戦略的・財務的ポジションに 

対して与えうる影響を評価する。 

感度分析を行う 

特定されたリスクと機会を 

扱うために、適用可能で 

現実的な選択肢を特定する。 

戦略的・財務的な計画に 

いかなる修正が求められるか？ 

プロセスを文書化する。関連組織とコミュニケーションをとる。主要な入力変数、仮定、 

分析手法、結果、とりうる経営上の選択肢について、情報開示する準備を整える 

業界・自社目線の 

取捨選択！ 

読み手目線での 

情報開示！ 

経営層・事業部の 

巻き込み！ 

将来の世界の 

鮮明な認識！ 

数値の精度を 

追求しすぎない！ 

複数シナリオへの 

幅広な“構え”！ 

出所:シナリオ分析に係る技術的補足書（”TCFD  Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and 

Opportunities”(2017.7)）より和訳 10 

本支援事業 対象範囲 



 

COP21以降、２℃抑制が世界的なコンセンサスとなり、
各国政府や企業が積極的なアクションを取り始めている 

 
• 先進地域は炭素税を積極導入 

• 建設・不動産企業がRE100に加盟 

• 米国では、政府によるパリ協定離脱                   

に反して、企業側が２℃を支持する 

意思を表明 

 

 

トランプ大統領によるパリ協定離脱を始め、経済性を重
視する人の中では２℃の実現性を疑う声も存在 

 

• 米トランプ大統領は大統領選挙戦において 

「地球は温暖化などしていない。温暖化説は 

中国が国益の為にでっち上げたデマだ」と 

繰り返し発言。実際、当選後にはパリ協定を 

離脱し、石炭関連政策強化の姿勢を示している 

• また、各国の自主目標である約束草案（NDCs） 
の積み上げは、3℃～4℃上昇水準 
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【分析に用いる科学的シナリオ例】 
不透明な気候変動の将来について、2パターンのシナリオで将来社会を考察する 

厳しい対策をとれば、 
産業革命時期比で 
0.3～1.7℃上昇 

現状を上回る 
対策をとらなければ、 
産業革命時期比で 
2.6～4.8℃上昇 

【世界平均地上気温変化予測】 
（1986～2005年平均との差） 

4℃シナリオ 

2℃シナリオ 

4℃シナリオ 

2℃シナリオ 

2030 

’30年までには、2℃、4℃シナリ
オでは同様な気温変化が発生。 
’30年後シナリオ間の差が顕著化 

出所：AR5 SYR  図SPM.6、IEA, “ETP2017”、UNEP, “The Emission Gap Report 2015”、外務省HP 



2.     シナリオ分析実践事例(今回はステップ2~4の紹介) 

 ①伊藤忠商事株式会社 

 ②東急不動産ホールディングス株式会社 
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伊藤忠商事株式会社の例 

■繊維カンパニー 
  □ファッションアパレル部門 

  □ブランドマーケティング第一部門 

  □ブランドマーケティング第二部門 

■機械カンパニー 
  □プラント・船舶・航空機部門  

  □自動車・建機・産機部門 

■金属カンパニー 
  □金属資源部門 

■エネルギー・化学品カンパニー 
  □エネルギー部門 

  □化学品部門 

■食料カンパニー   

  □食糧部門 

  □生鮮食品部門 

  □食品流通部門 

■住生活カンパニー 
  □生活資材部門 

  □建設・物流部門 

■情報・金融カンパニー 
  □情報・通信部門 

  □金融・保険部門       

  □電力プロジェクト部 

今回対象部署 
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4 5 2 3 ステップ 

炭素価格による発電コストの上昇やエネルギーミックスの変化が財務上大きなインパクトをもたらす 

リスク項目 事業インパクト（考察例） 

炭素価格/排出権取引 

• 炭素価格や排出権取引導入により、火力発電へのコストが増加 

（コストが売電価格に転嫁できない可能性） 
• 再生可能エネルギーの競争優位性が増大 

大 

各国の炭素排出目標/  

政策 
• 炭素排出の規制が厳格化すると、資産売却の検討や追加の設備投資が必要となる可能性 大 

エネルギーミックスの変化 
• 特定の電源で売電ができなくなる可能性や、機会損失が発生し、売上減少の可能性 

• 資産売却の検討、他の発電源への設備投資が必要になる可能性 
大 

再エネ・省エネ技術の普及 

(CCS、蓄電池、省資源設
計等) 

• 火力発電にはCCSの付帯が必須になった場合、追加のコストが発生 

• 再エネへの大幅なシフトには、蓄電池やグリッドなどへの投資の拡大が必要となる 

• 低コスト・高効率な再エネ・省エネ新技術が普及した場合、火力発電の需要が減少 

大 

再エネ価格(FIT価格) 
• 新規再エネ案件については売電価格が下落する可能性 

• 再生可能エネルギーの競争優位性が増大 
大 

投資家の評判変化 • ダイベストメントの動向が加速し、火力発電事業継続により資金調達コスト増加する可能性 大 

ステップ  2 「リスク重要度の評価」 
気候変動が発電事業セグメントにもたらすリスクと機会 
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伊藤忠商事株式会社の例 



(℃) 

2030年 

ステップ  3   「シナリオ群の定義」 
不確実性の高い気候変動について、２つのシナリオで2040年社会を考察 

4℃ 2℃ 4 5 シナリオ ステップ 

（出所）AR5 SYR  図SPM.6、IEA, “ETP2017”、UNEP, “The Emission Gap Report 2015”、外務省HP 

【世界平均地上気温変化予測（1986～2005年平均との差）】 

4℃シナリオ 

2℃シナリオ 

厳しい対策をとれば、 
産業革命時期比で 
0.3～1.7℃上昇 

現状を上回る 
対策をとらなければ、 
産業革命時期比で 
2.6～4.8℃上昇 

• 各国の約束草案（NDCs）は、
3℃～4℃上昇水準 

• 投資家や社会からの圧力もあり、エネルギーセクターは
低炭素/脱炭素に向けた目標設定や取り組みを開始 

2 3 
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伊藤忠商事株式会社の例 



ステップ  3   「シナリオ群の定義」 
 IEA等の科学的根拠に基づいた前提条件 

2℃ 4 5 2 3 シナリオ ステップ 

  
現在 

（2014年時点） 

2040年 

出所 

４℃の世界@’40年 ２℃の世界@’40年 

炭素価
格/ 

排出権
取引 

炭素価格/ 

排出権取引 
N/A N/A 140 ドル/トン（米国） 

• IEA WEO2016 

 （450シナリオ） 

各国の
炭素排
出目標/

政策 

* 

化石燃料価格 
石炭：78 ドル/トン 

ガス： 4.4 ドル/Mbtu（米国） 

石炭：108 ドル/トン 

ガス： 7.5 ドル/Mbtu（米国） 

石炭：77 ドル/トン 

ガス： 5.9 ドル/Mbtu（米国） 

• IEA ETP 2016 

（4DS、2DS） 

再エネ価格 

（FIT価格）** 
（米国） 

N/A 

太陽光ユーティリティスケール：

7.2~8.8 円/kWh 

陸上風力： 

6.2~7.7 円/kWh  

太陽光ユーティリティスケール：

6.6~7.1 円/kWh 

陸上風力： 

6.2~7.7 円/kWh  

• IEA WEO2016 

 （NPS、450シナリオ） 

エネル
ギーミッ
クスの
変化 

電源別エネル
ギー生産量 

（米国） 

石炭火力：1,713 TWh （40%） 

ガス火力：1,161 TWh （27%） 

再エネ：570 TWh （13%） 

石炭火力：1,016 TWh （21%） 

ガス火力：1,480 TWh （30%） 

再エネ：1,488 TWh （30%） 

石炭火力：153 TWh （3%） 

ガス火力：959 TWh （20%） 

再エネ：2,560 TWh （54%） 

• IEA WEO2016 

 （NPS、450シナリオ） 

再エネ・
省エネ
技術の
普及 

CCSの普及率 N/A N/A 
CCS付帯石炭火力：64% 

CCS付帯ガス火力：18% 

• IEA ETP 2016 

（2DS） 

4℃ 
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集約型発電からの移行 
 

 分散型発電・自家発電の普及 

再エネコストの低下 

 

 低炭素発電技術進歩・コスト低下 
 再エネ安定化技術の導入コストは依然とし
て高い 

 CCSは普及しない 

現在の延長線上の 

ポートフォリオを維持 
 

 全体の電力需要は拡大 

 再エネ比率は徐々に拡大、途上国では石
炭需要も増加 

 炭素税やCCSによる追加コストは限定的
で、火力発電の収益性は維持 

 物理リスクにより発電コスト増加 

原料コストの上昇 

 
 

 需要増加により石炭・ガスともに価格が
上昇 

 

IPPやPPS参入者増加 

 

 地域によってはIPPやPPSが広まる 
 

  電力需要は世界的に拡大 

 
 全体の電力需要は拡大 

 先進国では石炭を中心に火力発電の需
要が減少（ガスは増加） 

 再エネコストの下落により一部再エネへ
のスイッチが発生 

 台風や洪水の発生により停電が発生 

ステップ  3   「シナリオ群の定義」 
４℃の世界では、再エネを一定量拡大しつつ、現在の延長線上で事業を拡大 

4℃ 2℃ 5 2 シナリオ ステップ 

現状の延長線上のポートフォリオを維持しつつ、物理的リスクに備えBCPを強化 

より積極的な情報開示と対話を促進し、レピュテーションの棄損を防ぐ 

新規参入者 

低炭素移行へ向け一定の政策展開 

 化石燃料への補助金を段階的に廃止 
 発電効率基準を強化 

 一部の国で炭素税導入 

 

業界／自社 

代替品 

電力会社・消費者 

技術 

サプライヤー（原材料） 

政府 
より積極的な情報開示と対話の促進 

化石燃料への圧力 
 石炭・石油等からのダイベストメント 

 再エネへの投資は横ばい～やや増加 
投資家 

Action 

災害対策の徹底、BCP強化 Action 

4 3 
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再エネコストの低下 

 
 低炭素発電技術進歩・コスト低下 
 再エネ・EV普及の拡大により蓄電池や希少
資源等の価格が高騰 

 CCSが普及 

再エネ比率大幅増加 

 

 全体の電力需要は拡大 

 発電の多くが再エネで賄われる 

 再エネ安定化のバックアップ電源は石炭
からガスに移行（石炭需要減少） 

 炭素税やCCS等による追加コストの影響
で火力発電の収益性が低下 

原料コストの変化 

 
 

 ガス価格は上昇 

 石炭価格は緩やかに下落 

 再エネ建設用地の価格上昇、競争激
化 

 

IPPやPPS参入者増加 

 

 地域によってはIPPやPPSが広まる 
 

  電力需要は世界的に拡大 

 

 全体の電力需要は拡大 

 炭素価格が導入され、火力発電の需
要が減少 

 再エネコストの低下により再エネへの
スイッチが発生 

5 2 シナリオ ステップ 

脱炭素に向けた世界の流れに合わせて、再エネを中心とした事業ポートフォリオを構築しつつ、 

新たな電力関連事業機会を追求する 

新規参入者 

 化石燃料への補助金を廃止 

 発電効率基準を強化 

 多くの国で炭素税導入 

 CCSへの補助開始・強化 

 Capacity Market導入国の増加 

 

業界／自社 電力会社・消費者 

技術 

サプライヤー（原材料） 

政府 

再エネ関連投資の増加 

化石燃料への圧力 
 石炭・石油等からのダイベストメント 

 再エネへの投資が増加 
投資家 

Action 

4℃ 2℃ 

低炭素移行へ向けた政策展開の強化 

ポートフォリオの変更、 

競争優位性の高いエネルギーの提供 

Action 

Action 再エネ発電比率の増加 

集約型発電からの移行 
 

 分散型発電・自家発電の普及 
代替品 

Action 分散型・自家発電事業の取り込み 

4 3 

ステップ  3   「シナリオ群の定義」 
2℃の世界では、火力発電を抑制・低減し、再エネの比率を大幅に拡大 
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ステップ  4   「事業インパクト評価」 
２℃/４℃いずれのシナリオにおいても、少なくとも現状レベルの利益を維持する 

4℃ 2℃ 4 5 2 3 シナリオ ステップ 

4℃シナリオ 

• ガス火力発電は収益性向上 

• 石炭火力発電は収益性低下 

• 再エネも収益性低下 

• 全体として、累積利益が低下する 

   場合がある 

2℃シナリオ 
（炭素税100%賦課） 

• 再エネ以外の発電には炭素税が
発生し、結果的に大幅に収益性が
低下 

• 対応策として、再エネ新設を増や
すことで収益の維持・拡大が可能 

石炭火力 

発電の 

収益性低下 

ガス火力 

発電の 

収益性向上 

再エネの 

収益性低下 

’21~’40年新設分電
源が稼ぐ累積利益 

’21~’40年新設分電
源が稼ぐ累積利益 

成り行き 再エネ重視 

石炭火力
発電拡大
による 

増収 

ガス火力
発電拡大
による 

増収 

再エネ 

発電拡大
による 

増収 

ガス・石
油火力の
縮小 

炭素税に
よる減収 

CCS 

コスト 

CCS導入

による炭
素税セー
ビング 

石炭火力
の縮小 

ガス・石炭火
力の縮小に
よる炭素税お
よびCCSコス

トのセービン
グ 

再エネの 

拡大 

’21~’40年 

新設分電
源が稼ぐ 

累積利益 

’21~’40年 

新設分電
源が稼ぐ 

累積利益 

’21~’40年新

設分電源が稼
ぐ累積利益 

（再エネ重視） 

（イメージ） 

（イメージ） 
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2.     シナリオ分析実践事例(今回はステップ2~4の紹介) 

 ①伊藤忠商事株式会社 

 ②東急不動産ホールディングス株式会社 

20 



今回検討の対象事業とターゲット年 

都市開発事業、リゾート事業（リゾートホテル、ゴルフ場、スキー場）を対象に検討 

検討事業 ターゲット年 理由 

都市開発事業 2030年 

主力事業として、中期計画の時間感で、シナリオ分析の
観点で今後何を行うべきかを検討することが目的である
ため、2030年をターゲット年とした 

リゾート事業 

（リゾートホテル、 

ゴルフ場、スキー場） 

2050年 

物理リスクのインパクトを検討した上で、今後の対応策
を検討することが目的のため、物理リスクの差異が顕著
化してくる2050年をターゲット年とした 

今回検討の対象事業とターゲット年 
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リスク重要度の評価 

気候変動にまつわる様々なファクターが事業に影響を与える 

4℃ 2℃ 4 5 2 3 シナリオ ステップ 

Politics 

政策 

Economy 

経済 

Society 

社会 

Technology 

技術 

移行リスク 

（規制厳格化 

    など） 

•炭素価格 

炭素税導入などにより、
CO2排出にコストが発生 

 

 

•炭素排出目標/政策 

省エネ法・キャップ＆トレー
ド制度の対象拡大・目標強
化や省エネ性能の義務化
等により、技術・設備の導
入コストが増大 

 

•ZEB導入規制 

建物のZEB化規制の導入

により、建築・改修コストが
増大 

•エネルギー価格 

再エネ増加と化石燃料高騰に
より、系統不安定性が増大し、
エネルギー価格が上昇 

 

•エネルギー需要推移 

エネルギー全体の需要変化
がエネルギー調達コストに影
響 

 

•エネルギーミックス変化 

再エネ比率の変化により、企
業努力が必要となる削減量が
変化 

 

•顧客の行動変化 

①防災能力のある②グリーン
な建物に対するニーズ向上 

 

 

•顧客・投資家の 

評判変化 

建物の①防災整備②グリーン
化の対応遅れにより、顧客に
よる不買運動や投資家の投
資引き上げを招く恐れ 

 

•ZEB技術の進展 

先進的な素材・技術の出現
によりZEB建築・改修コスト
が低下 

 

•省・再エネ技術普及 

低炭素化社会の推進に伴い、
省・再エネ技術が発展し、導
入コストが低下 

 

 

 

物理リスク 

（気候変動 

   など） 

•平均気温の上昇、海面上昇 

平均気温の上昇により、熱中症の頻発、冷房使用による操業コストの増大が発生 

 海面上昇により、施設の浸水リスクが発生 

 

•異常気象の激甚化（風水害） 
 台風、ゲリラ豪雨等で風水害が頻発し、建物の破壊による改修コスト増大、顧客が流出 

影響大 

影響大 

影響大 

影響大 

影響大 

影響大 

影響大 

影響大 

影響大 
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（参考）4℃シナリオの将来社会像イメージ 

自然災害が激甚化し、低炭素化・再エネ導入の普及が進まず 

 

 

都市 

政府 

低炭素化、リモートワーク関連   

政策は基本的に現状維持 

用地取得競争・災害対応・             
設備強化等で開発コスト上昇 

浸水リスクの高いエリア内               

の物件評価低下 

化石燃料 

再エネ普及が進まず、         

大量のCO2排出 

投資家/顧客 

BCP対策の整備有無が                               

投資/入居判断の重要項目に 

豪雨による 

土砂災害発生 
気候変動に伴う        

スキー場の収入減少 

リゾート 

気候変動に伴う              

運営コスト増加 

4℃ 2℃ 4 5 2 3 シナリオ ステップ 

ブラウン 

電気 

CO2 

CO2 CO2 
BCP対策を積極的に

策定・導入 

風水害対応による      

改修コスト上昇 

顧客 

異常気象の増加に伴う         

顧客来場減少 

従業員の中で       

内勤希望者増加 
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4℃シナリオの事業インパクト 

 将来の環境変化が事業に一定の影響を与えると解釈 

社会環境変化 
将来に発生するとされる事象 

事業マイナス影響 
事業への実際の影響の解釈 

事業プラス影響 
事業への実際の影響の解釈 

都
市
開
発
事
業
 

 

 

ZEB導入、省エネ法など環境関
連規制強化 

法規制による省・再エネ、ZEB導入 着実な規制対応 

風水害被害の増加 風水害によるビル被害額増大 

 

BCP対応不足による顧客流出 

風水害に対する建物のレジリエント
化と顧客へのPR BCP対策による入居物件の 

選別・移転 

ﾘﾓｰﾄﾜｰｸへの切り替えに伴う 

空室率増 
リモートワーク普及による顧客流出 サテライトオフィスの展開 

リ
ゾ
ー
ト
事
業

 

気候変動に伴うスキー場の収入
減少 

スキー場の営業時間の短縮 先進的な降雪機の導入 

異常気象増加に伴う外出回避に
よる顧客来場減 

外出減少・外出先変化による収入減少 
既存アセットを活用した新しい事業機
会の創造 

豪雨による土砂災害 

気候変動による業務負荷増 

           

土砂災害の発生による損失増大 

熱中症やBCP対応力の強化・PR 

緊急対応による人件費増加 

気候変動に伴う仕入れ、冷房コス
ト増       

気温上昇による冷房運営コスト増 

気温上昇による食材コストの増大 

2030年 

2050年 

4℃ 2℃ 4 5 2 3 シナリオ ステップ 
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（参考）2℃シナリオの将来社会像イメージ 

4℃シナリオより自然災害の激甚化が軽減されるが、ZEB・再エネ導入の普及が進む 

 

 

都市 

リゾート 

政府 

①低炭素化の規制が厳格化                    

②炭素税導入                      

③再エネ普及推進の補助金拡大                  

④リモートワークの推進強化                    

炭素税導入による  

材料費増加 

ブラウン 

電気 
風水害対応による      

改修コスト上昇 

多種多様な調達手段を基
に再エネ、ZEB導入 

投資家/顧客 

①ビルのグリーン化が                               

投資/入居判断の重要項目に
②リモートワーク普及による    

入居判断の変化発生 

CCS技術 

グリーンエネルギー 
ZEB グリーンエネ 

先進的な技術を保有する   

企業の参入可能性 

新規参入 

新規参入 

豪雨による 

土砂災害発生 気候変動に伴う   

スキー場の収入
減少 

従業員の中で   

内勤希望者増加 

4℃ 2℃ 4 5 2 3 シナリオ ステップ 

省・再エネ普及             

によるコスト低下 

ZEB ZEB 

ZEB 

CCS技術を導入
した火力発電所
が主体に 

グリーンエネルギー 
省・再エネ普及           

によるコスト低下 

気候変動に伴う              

運営コスト増加 

顧客 

異常気象の増加に伴う         

顧客来場減少 
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社会環境変化 
将来に発生するとされる事象 

事業マイナス影響 
事業への実際の影響の解釈 

事業プラス影響 
事業への実際の影響の解釈 

都
市
開
発
事
業
 

 

 

炭素税導入 ZEB導入等建設コストの増加 着実な規制対応 

ZEB導入、省エネ法など環境関
連規制強化 

法規制による省・再エネ、ZEB導入 ZEB技術の発展によるコスト低下 

ｷｬｯﾌﾟ&ﾄﾚｰﾄﾞ制度の厳格化 グリーン電力証書等の導入コスト増大 再エネ技術の発展によるコスト低下 

BCP対策による入居物件の 

選別・移転 

風水害によるビル被害額増大 

 

BCP対応不足による顧客流出 

レジリエントな建物の優位性向上 

リ
ゾ
ー
ト
事
業

 

省エネ法など環境関連規制強化 規制対応による省エネ導入コスト増大 再エネ導入など電気の自前化 

気候変動に伴うスキー場の収入
減少 

スキー場の営業時間の短縮 先進的な降雪機の導入 

異常気象増加に伴う外出回避に
よる顧客来場減 

外出減少・外出先変化による収入減少 
既存アセットを活用した新しい事業機
会の創造 

気候変動に伴う仕入れ、冷房コス
ト増       

気温上昇による冷房運営コスト増 

熱中症やBCP対応力の強化・PR 
 

気温上昇による食材コストの増大 

4 5 2 3 シナリオ ステップ 

2030年 

4℃ 2℃ 

2050年 

２℃シナリオの事業インパクト 

 将来の法規制の厳格化が事業に一定の影響を与えると解釈 
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シナリオ分析支援を通じた気づきと今後 

 日本ではTCFDの要請を企業が実施するに際し、シナリオ分析のプロセスについて参考となる
事例が乏しいことから、本年度から支援事業を通じて国内事例を積み上げている状況。 

 

本年度の支援事業を通じて、以下の課題が明確化。 

 シナリオ分析実施の際のシナリオとそれに紐づくパラメータが企業のみでは取得が難しい 

 企業ごとに、シナリオ分析実施可能なプロセスや巻き込む部署等が異なり、シナリオプラ
ンニングの実施のレベル感は画一的に決められない 

 シナリオ分析実施結果を、社内の経営陣に理解してもらうには、労力が必要 

 

 環境省では、上記の課題を踏まえ、次年度以降も支援事業を通じて、事例を積み上げるととも
に、気候変動対応と企業経営とのより良い融合を支援していく。 

 

 事例を通じた、実用的なパラメータの整理 

 参考となるシナリオ分析国内事例の積み重ね（バリエーションの拡充） 
 支援事業を通じた、経営陣と実務側（シナリオ分析実施側）との対話の促進 



H25 H26 H27 H28 H29

64

103

206

255

企業

13
27

95

159

投資家等

455

299
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【開示情報に基づく対話の促進】 

2018年度実施プログラム 

ESG対話プログラム 
対象：環境情報を開示してきた企業。 

企業と国内外の投資家等との対話の実
践を通して、相互理解の機会と、取組や
情報開示への気づきの場を提供。 

環境情報登録支援プログラム 
対象：環境情報を新たに試みる企業。 

記載項目の理解や情報開示に向けての
考え方や書き方についての講座を開催。 

中長期的な企業価値の向上につながる 

対話を進めていく。 

「Governance」「Strategy」 

「Risk Management」 

「Metrics and Targets」 

に沿った開示 

 取 組 

 

 情報開示 

 

参加者推移 
（社） 

 

（人） 

 

● 「ESG対話プラットフォーム」は、環境活動に積極的に取り組む企業が投資家等か 

  ら適切に評価され、資金が流れるよう、ESG対話促進を目指して構築されたもの。 

● 2019年度は、開示項目をTCFDの枠組みに沿った内容に整理し、その開示された   

  情報に基づく、企業・投資家の対話をさらに促進する。 
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● 企業は脱炭素経営を更に進めていくために、積極的な目標設定と、目標達成に 

  向けた仕組みの確立が求められている。 

● 環境省は引き続き、脱炭素経営に取り組む企業を全力で支援！ 

現在 将来 

達成できそうな目標 

（成行き思想） 

① 達成困難だが目指すべき、 

科学的根拠のある大きな目標 

③ 目標達成に向けた 

イノベーションの試行錯誤 

② バックキャスト思想 

科学的根拠のある大きな目標設定と、 

バックキャスト思想での足元の取り組みは、 

将来に向けたイノベーションを誘発する契機に 

④ 高い目標の 

早期達成 

目標達成に向けた仕組みの確立 積極的な目標設定 

イニシアチブの 

企業に対する要請 

【脱炭素経営の主流化に向けて】 


