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はじめに：注目を集めるネットゼロ

昨年来、ネットゼロに向けたコミットメントが相次いで発表されています。パリ協定で設定され
た気候変動緩和のための目標が、新型コロナウイルスの世界的感染拡大という危機的状況下
においても、引き続き重要な課題であることがわかります。

国や企業のそれぞれで気候変動緩和に向け取り組む
意欲が明らかにされています。
– 世界のCO2排出量の約70％を占める国々
– 110社のエネルギー関連企業（2021年2月現在）
–  ネットゼロ・バンキング・アライアンス、ネットゼロ・ア

セットオーナー・アライアンス、ネットゼロ・アセットマ
ネジャーズ・イニシアチブ（アムンディも参画）といっ
た共同イニシアチブに署名する金融機関

世界のCO2排出量に占めるネットゼロ・コミットメント
を公表した国・地域のシェア＊

こうした意気込みが示されている一方で、全体として
の目標を達成するためにそれぞれが取るべきアクショ
ンについては未だ十分に定まっていません。ちなみに、
ネットゼロ・コミットメントを公表した企業の約40％にお
いて、目標達成に向けた具体的な道筋がまだ策定され
ていません。

こうしたなか、国際エネルギー機関（IEA）が今年5月に
新たに発表したネットゼロ・エミッション（NZE）シナリオ
を我々は好意を以って受け止めています。ネットゼロ・
エミッション・シナリオは、2050年のネットゼロ実現に
向けて、エネルギーならびに産業システムが残された
カーボン・バジェットの範囲にCO2排出量を収めるため
の過程を詳細にモデル化しています。

本稿では、ネットゼロ・エミッション・シナリオの重要なポ
イントとともにアムンディのエンゲージメントと投資活
動に対して如何に有用であるかについて解説します。
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出所 ： IEA「Net Zero by 2050（2050年ネットゼロ報告書）」
＊法制化、議会に提出済み、政策文書
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新たなシナリオ：パリ協定から2050年にネットゼロ

IEAはすでに、持続可能な開発シナリオ（SDS）や2°Cを大きく下回るシナリオ（WB2DS）などパ
リ協定に合致した複数のシナリオを公表しており、多くの投資家や企業、さらにはSBTイニシア
チブ（科学的根拠に基づく削減目標設定イニシアチブ、SBTi）などが参照しています。

確認していただきたいのは、パリ協定が「気温上昇を2°C
を大きく下回る水準に維持する」だけでなく、「1.5°Cに
抑制する取り組みを続ける」ことも目標に掲げている点
です。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2018年末
に特別報告書を公表し、多方面でリスクが軽減されるこ
とを示したうえで、目標値を1.5°Cに設定しました。1.5°C
を上回る温暖化は、山林火災や食糧供給の不安定化
といった気候変動によるさまざまな物理的リスクの深
刻化を招きます。たとえば、河川氾濫のリスクなども
1.5℃の閾値を超えると著しく上昇します。

IPCC特別報告書が指し示す 
「1.5°Cのネットゼロ」

「地球温暖化を1.5°C に抑えることで、2℃上昇の
場合と比較して、陸上や淡水、沿岸域の生態系が
受ける影響は低減され、これらが我々に与える恩
恵もより維持される確度が高まると予測されてい
る。」  IPCC 2018

気温上昇レベルが各リスクに及ぼす影響（推定）

さらに、この報告書は50％の確率で温暖化を1.5°C に
抑えるためには、約30年でカーボンニュートラルを実
現させる必要があることを明らかにしました。すなわち

「2050年にネットゼロ」です。

「2050年にネットゼロ」は、IEAが打ち出した新たなネッ
トゼロ・エミッション・シナリオの中核となっています。

これまでのIEAの持続可能な開発シナリオ（SDS）では、
温暖化を1.65 °C に抑える確率を50％とし、2070年
までのネットゼロが目標に掲げられています。一方、
ネットゼロ・エミッション・シナリオは、温暖化を1.5°C に
抑え、2050年までのネットゼロ実現を目指しているの
です。 
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ひとつではないネットゼロ・シナリオ：ネットゼロ・エ
ミッション・シナリオと他の1.5°Cシナリオとの違い

ネットゼロ・エミッションは、数あるネットゼロへの道筋を示すシナリオのひとつ

2018年IPCC報告書には90本の1.5°C シナリオが
掲載されています。共通している制約は、50％の確率
で目標を達成するためのカーボン・バジェットが、推定
580GtCO2だという点です。化石燃料と農業・林業の
間の排出量の割当て、CO2回収・貯留など緩和策の選
択、これから2100年までの間で1.5°C目標を上回る余
地、などの主要項目でどのような仮定を置くかでモデ
ルの作り方は異なります。

たとえば、ネットゼロ・エミッションの特徴のひとつは、
2050年時点でまだ残る化石燃料に関連する排出量
を相殺する手段として、植林など自然界の炭素吸収源

（カーボン・シンク）を加味していない点です。それは、
これらの相殺メカニズムが永続的なのか、新たにどれ
だけ削減に貢献するか、検証可能なのか、という点で不
確実性があるためです。

アムンディは、2050年のネットゼロ実現に向けた信用
できる道筋として、ネットゼロ・エミッション以外のシナ
リオも勿論受け入れます。エネルギー関連の排出量削
減に求められる具体的な策が何であるかにつきコンセ
ンサスを理解するとともに、ネットゼロ・エミッション・シ
ナリオがカバーしていない農業セクターを補完し、食糧
バリューチェーンに対する影響の全体像を把握するう
えでも役立つからです。

ただし、アムンディは、秩序ある公正なトランジッション
を支持していることから、いくつかの原則を設けていま
す。技術の不確実性、環境と社会との間で起こるインパ
クトのトレード・オフ、気温上昇を加速する正のフィード
バック・ループ、などを認めたうえで、シナリオは、保守
的な仮定に基づくものでなければなりません。また、取
るべき行動を遅らせ、将来世代の負担を増やし、あるい
は、未だ検証されていない技術にしわ寄せする傾向が
あることから気温上昇のオーバーシュートを容認する
シナリオを採用することはできません。

有効性を示すまでには普及していない炭素回収・貯留
やクリーン水素、固体電池といった技術にネットゼロ・エ
ミッション・シナリオが依拠していることは明らかです。
特に水素への期待感が強いのは、現在、世の関心を集
めているためだと思われます。しかし、このシナリオが
用いている仮定は、IPCCのほかのシナリオと比較して、
バランスが取れているように見えます。

ネットゼロ・エミッションの技術・燃料への依存度（IPCC
の2050年ネットゼロ・シナリオ18本の中央値と比較）

特に評価できるのは、このモデルが他のSDGs（持続可
能な開発目標）との間で生じるトレード・オフのリスクを
考慮している点です。 

–  たとえば、食糧と燃料の負のトレード・オフを考慮し、
モデルが示す供給量の伸びは、バイオ・エネルギーの
ために用いられる耕作地の拡大を前提にしていない
こと

–  加えて、大気汚染の軽減や万人のためのエネルギー
提供など他の社会的利益（SDGs）が実現される前提
が置かれていること
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ネットゼロ・エミッション・シナリオが、多くのステークホルダーの参考となるとともに、自社の戦略を伝えるに当たり
独自の2050年ネットゼロ・シナリオの作成を望む企業に対しては、自社シナリオをネットゼロ・エミッション・シナリ
オの主な仮定や結果と対比することを促すものと考えらえます。 

IEAのネットゼロ・シナリオの特徴：より速く、より大
規模に

すでにIEAの持続可能な開発シナリオ（SDS）を熟知していれば、どのように作成されるかにつ
いて驚くことはないでしょう。持続可能な開発シナリオとネットゼロ・エミッション・シナリオの内
容は全般的に似通っています。しかし、温暖化目標の差は、小さく見えるかもしれませんが（ネッ
トゼロ・エミッション・シナリオは、持続可能な開発シナリオより0.15°C低い）、需要と供給の両
面における脱炭素化ソリューションが導入されるペースとその規模は、ネットゼロ・エミッション・
シナリオの方がはるかに踏み込んだ内容です。 

2030年までに世界のCO2排出量を2019年比で41％、
2050年までに100％削減するため、ネットゼロ・エミッ
ションは次の項目を想定しています。
–  産業、建物、輸送部門における急速な電化（電気自動

車の生産加速など）および電源構成の迅速な脱炭素
化（風力と太陽光）

–  早急なエネルギー効率の改善（例、アルミニウム業界
では11倍）、新築ビルのエネルギー消費量を2030年
に50％以上削減

–  水素および代替燃料の導入、電化が不可能で「CO2

削減が困難」なセクターではCCUSを導入

2050年時点で残るCO2排出量（1.7Gt）を相殺するためには、2030年以降はネガティブ・エミッション技術（CCSを備
えたバイオマス火力発電、直接大気回収）が必要です。しかし、ネットゼロ・エミッション・シナリオはこうした技術だけを
拠り所にしているわけではありません。CO2削減が困難なセクター（航空業界、セメント業界など）の需要増を食い止
めるためには、カーシェアリング、速度制限、観光やビジネスでの航空機利用の制限といった「行動変容」も必要です。
それによって、2030年以降で、持続可能な開発シナリオを上回る削減幅の約3分の1を達成することができるのです。
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グローバルな排出量ネットゼロへの道筋 2030～35年の温暖化緩和策の内訳
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主要セクター別のロードマップに焦点を当てたレポー
トは、これから順次発行していく予定ですが、ここでは
以下の供給セクターが受ける影響を取り上げます。

石油・ガス： ネットゼロ・エミッション・シナリオでは、炭化
水素需要が急速に減少するため、既存の油田やガス田
での生産を維持するだけで需要を十分に賄うことが可
能としています。したがって、新たな油田や天然ガス田

（グリーン・フィールド）は実質的に必要ありません（持
続可能な開発シナリオの想定とはかなり異なります）。
しかし、石油、ガスともに上流部門での投資は引き続き
必要です。2021～30年の世界の石油とガスを合わせ
た上流部門への年間投資額は、2020年の底を15％上
回る水準で推移しますが、所要投資額は、中心シナリオ
の半分であり、ほぼすべてが既存の油田・ガス田を維持
するためのものです。弾力性が比較的高いとはいえ、
天然ガスの消費量も削減する必要があります。2050
年の世界の消費量は依然、2019年の約40％となる見
通しです。

ネットゼロ・エミッションは、LNG（液化天然ガス）の見通
しならびに低炭素社会への移行に向けた中間段階での
有用性に大きな意味を持っています。持続可能な開発シ
ナリオとは対照的に、ネットゼロ・エミッション・シナリオで
は2025年以降のLNGの増加は見込んでいません。

ネットゼロ・エミッション・シナリオの大きな課題は鉱業
セクター： ネットゼロ・エミッション・シナリオでは風力、
太陽光、電力供給網、電池の利用拡大を想定していま
すが、そのためにはエネルギー転換に必須の鉱物資源

（銅、リチウム、ニッケル、グラファイト、コバルト、レア
アース）の供給量を大幅に引き上げる必要があります。
ネットゼロ・エミッション・シナリオが世界の主要鉱物需
要に及ぼす影響について、グレンコアがモデル化した
結果によると、世界のニッケルは1.2倍、亜鉛は2倍の
ペースで需要が拡大するとみられます。このことは、バ
リューチェーン全体がボトルネックに直面するリスクと
同時に、低炭素社会への移行に不可欠な資源への資本
配分を通じて鉱業セクターがエネルギー転換に果たす
貢献の重要性を明らかにしています。
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相次ぐ「ネットゼロ宣言」のあと世界は順調に進んで
いるか

残念ながら、まだ計画に沿っているとは言えません。IEAの中心シナリオは、2025年以降も世
界の排出量は横ばいで推移すると指摘しています。また、IEAによれば、たとえ世界各国がネッ
トゼロ・コミットメントを完全かつ期限内に実現するために必要な政策をすべて採択したとして
も、排出量ギャップのわずか40％を埋めるにとどまります。要するに、政策と目標のギャップは
依然として非常に大きなままです。

シナリオ別世界のCO2排出経路（GtCO2）

ネットゼロ・エミッション・シナリオは、 これまでにない取り組みと揺るぎない国際協調を求めています。つぎに挙げ
る5つの項目をはじめとして、課題をはっきりと認識しなければなりません。 

1.  産業界: 驚くべき規模で発電・送電能力の増強が求
められます。再生可能エネルギーによる年間の発電
能力は、2030年に2020年の2.5倍に増えなければ
なりません。一部の企業の戦略はこれに対応できる
とみられ、石油・ガス会社のなかには、すでに能力拡
大に着手しているところもあります。ボトルネックを
回避するためには、バリューチェーン（鉱物資源）とシ
ステム（電力供給網の安定と接続）全体の足並みを
揃えた整備が必要です。さらに、2030年までに水素
生成のための電気分解に必要な発電能力が、過去
10年間の中国における電力需要の伸びに匹敵する
水準であることも厳しい数字です。

2.  資金: ネットゼロ・エミッションは資本集約的なシナ
リオです。エネルギー投資の対GDP比は2.5％から
2030年には4.5％に上昇し、クリーンエネルギー投
資は2016～20年の3倍に拡大する必要がありま
す。ブラウン事業からグリーン事業へ資金をシフト
するだけではとても賄いきれません。化石燃料への
投資が減少することで捻出できるのは、クリーン投
資で求められる追加支出のわずか9％にすぎないと
アムンディは予想しています。
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3.  イノベーション： 2030年までのCO2削減の大半は、
すでに実用化されている技術（風力・太陽光、電気自
動車など）によるものですが、それ以降の削減分の
3分の2は、目下開発中の技術（固体電池、CCUS、グ
リーン水素、直接大気回収など）に依存することにな
ります。ネットゼロ・エミッション・シナリオは、こうし
た新技術は2020年代終盤までに市場に導入され、
15～20年で本格的に市場展開すると予想していま
す。ちなみに太陽光電池とリチウムイオン電池が市
場に出回るまではいずれも30年かかりました。

4.  国際的な政策協調： ネットゼロ・エミッション・シナリオ
は先進国と新興国で異なるCO2価格を想定してい

ますが、新技術推進のためのコスト（補助金など）を
分担し、国際貿易の影響を受けるセクターを中心と
した競争力をめぐる緊張を回避するためには、揺る
ぎない政策協調が必要です。

5.  社会の行動変容： 長年の慣習を打ち破ることは容易
ではありません。フランスには、自動車の速度制限
について後ろ向きな地方もあります。スイスでは、
国民投票でガソリン税の引き上げや航空券税の導
入などを盛り込んだ改正CO2法が僅差で否決され
ました。気候変動対策を社会が容認することは依然
として大きな課題です。

チャートが示すネットゼロ・エミッション・シナリオの主要な課題
長く続いてきたエネルギー、産業、金融のシステムを壊すことは、過去に遭遇したことがないことであり、懐疑的な
見方が助長される可能性もあります。太陽光・風力発電や電気自動車などの技術も数年前に主流になるまで似た
ような状況に直面していました。1.5℃目標のための気候変動との闘いにはいかなる努力も大切なのです。

出所 ： IEA、アムンディ
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アムンディと投資家ができること 
投資家として積極的に関わるうえで、ネットゼロ・エミッション・シナリオには、次の活動において参考とすべき点と
目標値が示されています。
–  スチュワードシップおよびエンゲージメント活動
–  投資プロセス
–  投資ソリューション

次回発行するレポートでは、アセット・アロケーション、投資判断、報告、エンゲージメントなどバリューチェーン全体
にネットゼロを取り入れる手法について深く掘り下げる予定です。以下では、アムンディのエンゲージメント活動に
与える影響を取り上げます。

ネットゼロと整合的な企業活動
先頃、オランダの裁判所がIEAのネットゼロ・シナリオ
を参考に石油・ガス大手のロイヤル・ダッチ・シェルに
2030年までにカーボンフットプリントの45％削減を命
じたことは、注目に値します。この数値は、ネットゼロ・エ
ミッション・シナリオが、石炭を含むあらゆる燃料に対し
て求めている削減率と同じです。

確かに興味深い判決ではありますが、社会全体ないし
マクロ経済レベルにおける絶対量による削減目標を
個々の企業に適用するという画一的なアプローチには
懸念すべき点があります。企業が取るべき行動は、当
該企業の事業と地理的条件を考慮して評価するべきで
す。そのため、アムンディでは、企業とのエンゲージメン
トにおいて、可能な限りセクター固有の指標や地域別

の経路を参照するようにしています。

その点で、IEAのシナリオには、脱炭素化に向けた企業
の目標と実践の整合性を検証する多くの指標が示され
ています。具体的には次の項目です。

–  CO2排出量の多いセクター毎の排出量削減経路
–  セクターにおける主要な脱炭素化手段に対する目標

値（例：低炭素技術の普及率、年間エネルギー効率改
善度など）

–  コモディティ価格（エネルギー、CO2など）と経済成長
に関する想定値

新たな1.5°C目標に沿ったセクターの脱炭素化経路：水準の引き上げ
セクター毎の炭素集約度経路は、現在でも企業の脱炭
素化目標が示す取り組み意欲を評価する最も有効な
ツールのひとつです。

企業の脱炭素化目標をセクター別経路と比較すること
で、後れを取っている企業を明らかにされ、集中してエ
ンゲージメントを実施することができます。

ここ数年、2050年のネットゼロを目標として明確にす
る企業が増えていますが、我々の期待は、企業が①中

間目標を設定すること、②炭素集約度をセクター平均
に収束させていくこと、にあります。

次頁右図で示した電力会社Z社は顕著な例です。現時
点でCO2集約度が平均を下回る企業であっても、脱炭
素化に対する目線が極端に低いと属するセクター全体
の取り組みを損なうリスクがあることを示しているから
です。 
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アムンディはSBTiのBusiness Ambition for 1.5°Cキャンペーンに賛同しており、SBTiが新たな1.5°C目標に沿っ
たセクター毎の経路を追加した際には、企業がセクター別脱炭素化アプローチ（SDA）を使用して目標を設定する
ことを提唱していきます。

整合性だけでなく、貢献度も評価
「整合性」を評価することは有用ですが、それだけでは
不十分です。実体経済においてCO2削減を進めるう
えで、もうひとつ重要なのは、投資先企業がどうやって
ネットゼロ目標に適合しようとしているかという点で
す。実際、以下のような点が考えられます。

–  Ｍ＆Ａによって資産ポートフォリオのCO2集約度を
ネットゼロ目標に整合するように調整することが企業
には可能です。エネルギー転換の観点から見れば、
M&Aは事業ポートフォリオのリスク低減に有効かも
しれませんが、問題のある資産の所有者が変わるだ
けであり、世界的なネットゼロへの取り組みには実質
的に直接貢献することにはなりません。

–  現時点で完全に整合しているように見えている企業
でも、グローバルなネットゼロ目標実現に向けたより
一段の貢献が見られない場合もあります。すでに述
べたように、IEAのネットゼロ・シナリオでは、低炭素
ソリューションに投資していくことが重視されていま
す。

ネットゼロ・エミッション・シナリオが示す基準点と目標
値は、個々のセクターの脱炭素化経路の有無にかかわ
らず同シナリオへの貢献度の評価に役立ちます。

区別が重要：必要なもの、必要でないもの、要らなくなるもの
秩序あるネットゼロ社会への移行は、需要に主導され
るものでなければならないと考えています。そのため
には、エネルギーを消費する既存設備や製品をタイム
リーに改良あるいは別用途に転用すること、同時に、新
たに開発されるものが厳格な低排出基準を遵守するこ
と、が必要です。
エンゲージメント活動において、アムンディは企業に以
下の点を確認しています。

1.  相応の負担として求められる低炭素ソリューション
の開発に貢献すること

2.  削減対応のない化石燃料への需要を固定化し、ネッ
トゼロに向けたカーボン・バジェットを超えて炭素を
排出するような製品・設備を開発する、あるいは、既
存資産の改良や用途変更の機会を見逃す、などによ
りネットゼロへの取り組みを損なわないこと 

こうした観点から、ネットゼロ・エミッション・シナリオが
取り上げる設備や行為を3つに分類しました。
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1.  必要なもの・こと: ネットゼロ・エミッション・シナリオ
は、必要なCO2削減量の達成に向けて拡大が必要
な設備や製品のタイプを列挙しています。具体的に
は、風力・太陽光発電、電気自動車、炭素回収・貯留、
グリーン水素、ブルー水素、ゼロ・カーボン・ビルなど
の開発です。また、ビジネスでの航空機利用を自主
的に制限するといった日常的な行為も含まれていま
す。これらはネットゼロ・エミッション・シナリオに直接
的に貢献します。アムンディは、企業に対して、こうし
た開発への取り組みや新たな行為の実践を働きか
けていきます。

2.  止めるべきもの・こと： ネットゼロ・エミッション・シ
ナリオは、残されたカーボン・バジェットの内に世界
が留まるために取り止める必要のある事業を挙げ
ています。そこには、削減策のない石炭火力発電
所の新設（2021年以降）、化石燃料ボイラーの新
規販売（2025年以降）、LED以外の照明設備の新
規販売（2030年以降）、内燃機関自動車の新規販売

（2035年以降）などが含まれます。一部の国々は、
すでにこれに沿った公共政策を導入しています。
たとえば、英国は、新築住宅におけるガス・石油ボ
イラーの設置を2025年までに、ガソリン車および
ディーゼル車の新規販売も2030年までに禁止す
ると発表しています。明記された期限を超えてこう
した製品を製造開発することは、残余カーボン・バ

ジェットの範囲を超えて化石燃料需要を固定化する
ものであり、IEAのネット・ゼロネット・シナリオからの
後退を意味します。一方、国の法規制がない場合、製
造を手掛ける企業と資本の提供者はネットゼロ・シ
ナリオの勧告に従うべきであるとアムンディは考え
ます。この考え方のもとで、昨年からアムンディは石
炭開発会社を投資ユニバースから除外しています。
そして、エンゲージメントでは、上述した製品や設備
の開発中止や計画の見直しに焦点を当てています。

3.  必要でなくなるもの・こと： 需要を制約するもうひと
つの手法として、ネットゼロ・エミッション・シナリオ
は、エネルギー集約型セクターで必要な転換を実現
した場合に、開発・製造の必要がなくなる事業や設
備を明らかにしています。油田・ガス田の新規開発や
天然ガス液化プラントの新設などがその例です。前
段の「止めるべきもの」とは異なり、こうした事業は、
カーボン・バジェット遵守を後退させることに直接つ
ながるものではありません。しかし、低炭素ソリュー
ションに資本を回す機会を無駄にし、座礁資産とな
るリスクがあることを意味します。したがって、アム
ンディのエンゲージメント活動では、ネットゼロ・シナ
リオに沿った想定を用いて、このようなプロジェクト
の収益性を見直すように企業に対して要請していま
す。

座礁資産ないし排出量の固定化を避ける慎重な事業計画のための経済前提
新規設備の建設や既存資産の更新が進むなかで重要なのは、現時点の投資判断によって、将来の炭素排出量が
2050年のネットゼロ・シナリオのカーボン・バジェットを超えて固定化されないよう確認することです。IEAは、重工
業部門で排出量の多い設備の30％について、2020年代終盤までに大規模な改良もしくは代替の決定が迫られる
と見込んでいます。この点を踏まえ、アムンディは、ネットゼロ・エミッション・シナリオの燃料や炭素価格、セクター
毎の事業成長に関する仮定の組み合わせなど経済活動のパラメータを用いて、投資や事業計画の決定について
ストレステストを行うことを企業に奨励しています。

ロビー活動の整合性
IEAは、すべての地域におけるカーボン・プライシング
の導入、再生可能エネルギーの義務付け、エネルギー
効率基準、 化石燃料に対する補助金の段階的廃止な
ど、排出削減の推進に必要な多くの主要政策を掲げて
います。

アムンディは、投資家のグループによる活動や単独の
行動を通じて、より意欲的な政策を今後も提唱してい
きます。これは、企業も重要な役割を担っていると考え
る当社にとって、気候変動に関するエンゲージメントの

一環でもあります。大切なのは、企業が低炭素政策に
逆行したり、これを骨抜きにするような取り組みから身
を引くこと、その一方で、ベストプラクティスを広め、最
も先進的な政策を掲げる市場や国における経験をもと
に世界中の政策立案者に企業が意見を伝えることでさ
まざまな不安を和らげることなのです。
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進化するシナリオ ： ネットゼロ・シナリオは最終的な
ものか

IEAは長年にわたり、カーボン・バジェットを削減させながら、いくつもの気候変動緩和シナリオ
を発表してきました。450シナリオ、2°Cを大きく下回るシナリオ（WB2D）、持続可能な開発シ
ナリオ（SDS）と続き、このほどネットゼロ・エミッション・シナリオ（NZE）を示しました。

IEAのシナリオ 気温上昇目標
450 地球温暖化を2°Cに抑える確率は50％
SDS 地球温暖化を1.65°Cに抑える確率は50％
NZE 地球温暖化を1.5°Cに抑える確率は50％

カーボン・バジェットの削減は、セクター毎の排出経路
とともに低炭素社会への移行において一部の技術が
果たし得る役割に大きな意味を持っています。たとえ
ば、天然ガスの重要性は徐々に引き下げられています。
2017年の持続可能な開発シナリオでは、中国経済の
脱炭素化のために必要とされていましたが、その後の
シナリオは世界の天然ガス需要を抑えており、ネットゼ
ロ・エミッション・シナリオは2030年時点の中心シナリ
オと比較して、20％以上も減少させています。

パリ協定における最も厳しい目標に沿うためにネットゼ
ロ・エミッション・シナリオには力強い決意が込められて

います。そして、これが厳格化の最後の段階かもしれま
せん。しかし、今後、世界がこの高い炭素削減目標を実
現できなければ、カーボン・バジェットは一層減少し、多
くのセクターがさらに踏み込んだ脱炭素化を強いられ
ることになるでしょう。もちろん、規制には適用除外の
可能性もありますが、現在、適合しているとみなされて
いる企業であっても、数年後にはそうでなくなるかもし
れません。いずれにしても、これまで先行して対応して
きた企業は、今後もさらに取り組みの意欲を高めてい
くことができると期待しています。



ESG Thema ネットゼロの理解に向けて

13

付属資料

出所 
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
https://www.iea.org/commentaries/a-closer-look-at-the-modelling-behind-our-global-roadmap-to-net-zero-emissions-by-2050
https://www.iea.org/reports/tracking-power-2020
https://www.glencore.com/media-and-insights/news/Climate-Report-2020--Pathway-to-Net-Zero
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

グローバルではなく地域で事業を展開する企業に対するアムンディのエンゲージメントを実施するうえで、
脱炭素化経路の地理的な違いも重要な意味を持っています。

たとえば、残るカーボン・バジェットを維持するためにネットゼロ・エミッション・シナリオは、削減策のない石炭
火力発電施設の段階的な廃止を明確にしており、先進国は2030年、グローバルには2040年までという期限
を定めています。アムンディのエンゲージメントでは、すでにこうした達成期間の違いを反映しています。

現時点ではネットゼロ・エミッション・シナリオには地域別の詳細はまだありませんが、持続可能な開発シナリ
オに基づいて作成した下図が示すように、発電事業の世界全体に対する脱炭素化経路は、インド企業には厳
しい反面、EU圏で事業を展開する企業に甘い印象を受けます。それぞれの企業の状況を踏まえ、エンゲージ
メントや目標設定をするうえで、このような情報も役立ちます。

 

事業別および地域別でCO2排出量の詳しい開示を企業に求めることが大切と考える背景には、これらの点が
あります。
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