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「未来洗浄研究会」設立記念フォーラム 

  

パラダイムシフト 

～現状の地球と未来に向けて～ 
 

 
  

  

        日時 :  2018年12月7日(金曜日)(13:30～16:00) 

        場所：東京ビッグサイト会議棟 6F 605+606                      
        主催 :  Future Earth、花王株式会社、東京大学IR35 

      後藤 敏彦                      

 サステナビリティ日本フォーラム代表理事 
 

 



2015年人類社会は 

パラダイムシフトを選択した。 

 

背景には、プラネタリー・バウンダ
リー、気候変動、資源枯渇、格差

etc. 
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 Post 公害 地球環境問題 世界の取組 

 1972  ストックホルム国連人間環境会議 

 1987  国連ブルンラント委員会報告          

               (Our common future) 

 1992     リオ 国連環境開発会議(UNCED) 

       気候変動枠組条約 

       生物多様性条約 

       リオ宣言  etc. 

 2002    ヨハネスブルグ WSSD 

   ヨハネスブルグ宣言 

 < http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/wssd/sengen.html>  
 

 2012     リオ＋20  The future we want. 

 2015  国連 SDGs採択、 国連 パリ協定採択  
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2015 文明のパラダイムを変えた 

 2015 世界での２つの出来事 
 ９月 国連総会 持続可能な開発のためのアジェンダ2030(SDGs) 

 12月 気候変動枠組条約 CoP21 パリ協定 

 

 

パラダイム・シフト 

  近代(Modern)のパラダイム 「進歩(成長)」 (無限→錯覚)  ⇒  

  Post-modern のパラダイム 「持続可能な発展」(有限→現実) 
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パラダイム・シフト  SDGs 

我々の世界を変革する： 
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 

  TRANSFORMING OUR WORLD:  

世界を持続可能でレジリアントな道筋にシフト 

 need to shift the world on to a sustainable   

  and resilient path.   

我々はこの共同の旅路に乗り出すにあたり、誰
一人残さないことを誓う。  

 We pledge that no one will be left behind.  
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持続可能な開発のための2030アジェンダ SDGs   
1.   S  あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

2.   ES 飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

3.   ES あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

4.   S  すべての人に包摂的かつ公平な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

5.   S  ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

6.   ES すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

7.   ES すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 

8.   S  包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい  

       雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

9.   S  強靭(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの促進を図る 

10.  S  各国内および各国間の不平等を是正する 

11.  ES 包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市および人間居住を実現する 

12.  ES 持続可能な生産消費形態を確保する 

13.  ES 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる ⇒ UNFCCC ⇒ パリ協定 
14.  ES 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

15.  ES 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに 

      土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

16.  S  持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、 

      あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

17.  ES 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバルパートナーシップを活性化する 

“G”はすべてに必要。 すべてビジネスの関与(＝ビジネス機会・チャンス)が必須。     

                                   ここでのESは後藤私見。 
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パラダイム・シフト  パリ協定 

 この協定は、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に
比べて2℃より十分低く(well below 2℃ )保つとともに、
1.5℃に抑える努力を追求すること、適応能力を向上さ

せること、資金の流れを低排出で気候に強靱な発展に
向けた道筋に適合させること等によって、気候変動の脅
威への世界的な対応を強化することを目的とする。 

 

 今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源に
よる除去の均衡を達成する(「実質排出ゼロ」という意味)

ために、最新の科学に従って早期の削減を行うことを目
的とする。 
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パラダイム・シフト 

産業革命以来の大工業文明 

 化石燃料文明 

 気候変動対策→ Low Carbonization 

             「低」炭素 

パリ協定後の世界 

   脱化石燃料→ De-Carbonization 

            「脱」炭素 

   経済・社会システムの大変換 
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観測値 予測値 

(℃) 

厳しい温暖化対策を 
とらなかった場合、 

2.6～4.8℃上昇 

厳しい温暖化対策をとった場合、0.3～1.7℃上昇 

出典：IPCC AR5 WG1 政策決定者向け要約 図 SPM.7 
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世界の平均気温の変化の予測 
 （1986年～2005年を基準とした21世紀末の変化） 

1880年から2012年の間で 
0.85℃上昇している 

地球の平均気温は、今後も上昇する 

IPSuS/EA21 作成 



10 環境省による『平成23年版 環境・循環型
社会・生物多様性白書』から 

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h23/pdf.html
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出展: http://www.wwf.or.jp/activities/lib/lpr/WWF_LPR_2014.pdf 



これらに対して見込まれる状況 
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 2030年までに確実に起きること 

① 少子高齢化 

  2030年1億116万人、高齢化率40% 

  多分、75歳まで働かないと社会がもたない。 

② パリ協定 5年ごとの見直し 

   2023、2028、2033、------ 

③ IoT, AI, Robotics の進展 

  自動運転 、 汎用AI 2030 ?、Basic income ?  

     IA, Intelligence Amplifier  ○ 

④ ESG投資のメインストリーム化  
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確定している産業の状況  
自動車 

 2018年 米カリフォルニアZEV規制開始(全米10州) 

 2019年 中国新エネ車製造義務化 

 2025年 オランダ・ノルウェー ディーゼル車禁止 

 2030年 ドイツ・スウェーデン ディーゼル車禁止 

 2030年 インド 化石燃料車販売制限 

 2040年 フランス ガソリン・ディーゼル車販売禁止 

 2040年 イギリス 同上 

      内燃機関からの離脱という規範 

               移行リスクがリスクでなく現実となった。 

 

物流 

 2025年 日本  レジ無人化 ICタグ 1千億個  
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パラダイムシフトを 

ファイナンスで推進する動き 

 

 ESG投融資 
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国連 責任投資原則(UN PRI)は6つ原則からなり、 

35の行動が示されている。  

1. 私たちは投資分析と意志決定のプロセスにESGの課題を  

   組み込みます。 

2. 私たちは活動的な（株式）所有者になり、（株式の）所有方針と 

  （株式の）所有慣習にESG問題を組み入れます。 

3. 私たちは、投資対象の主体に対してESGの課題について 

  適切な開示を求めます。 

4. 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実 

  行に移されるように働きかけを行います。 

5. 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働 

  します。 

6. 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関 

  して報告します。 
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金融安定理事会 

Financial Stability 

Board 

 

TCFD 

気候関連 

財務情報開示 

タスクフォース 
2017.6.29 

 

 FSB TCFD 



  

 

企業はこれに 
どう対応するのか 
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Innovation 

イノベーション ≠ 技術革新 

技術革新＝ Technological innovation (重要だが) 

真のイノベーション ＝ 創造的破壊 

イノベーションのドライビング・フォース 

  「常識」と「非常識」の遭遇 

  Group Thinking の排除 

  トップダウンとミドルアップが必須 

パラダイム・チェンジに対するイノベーション 

  ＝ 新しいビジネスモデルの創造 
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長期ビジョン策定の必要性 
 新しいパラダイムの方向の中で会社をどういう姿

(Aspirations)にしたいか。⇒ 

 トップ・ダウンでの策定指示がない限り策定不可能。  

 3～5年計画ではイノベーションがむつかしい。 

 中長期とは:  

   中期: ５～10年、長期: 10年超～25年、超長期: 25年～ 

 バック・キャスティングとフォア・キャスティング 

    超長期のビジョンからバック・キャストして、例えば2035年 

  のありたい姿(Aspirations)を描く。それに向けて現在から  

  フォア・キャストしてロードマップ策定。 

  シナリオプランニングとシナリオ分析は必須 
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SDGs 取組レベル 3段階 

第一段階  

 現在やっていることと17ゴールのタグ付け 

第二段階  

  中長期計画でSDGs169ターゲットを 

 「リスクと機会」の両面で取り上げる。 

第三段階 

   現にある社会課題(≒SDGs)をビジネス的 

   ソリューション。              Outside in  
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Outside in  

 
現にある社会課題(≒SDGs)に対して 

ビジネス的ソリューション。 

 

     Products outの設計思想からの離脱 

     基点を社会実装におく  

 

絶対条件⇒ 地球のcarrying capacity以内 

        = Sustainability  
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23 出典 : 2018.11.11環境監査研究会における 
   サステイナビリティ技術設計機構代表理事 原田幸明氏資料より 



目標 12. 持続可能な生産消費形態
を確保する  

 

つくる責任，つかう責任 

 

 

ご清聴ありがとうございました。 
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