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1. 背景 

気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures、以下 TCFD）は G20 の要請を受け、気候関連の情報開示と金融機関の対

応について検討するため、金融安定理事会（FSB）により設立されました。TCFD は 2017

年 6月に最終報告書 1)を公表し、気候変動関連リスクおよび機会に関して、経営として

把握し対策を講じることを求めています。日本においても、2021 年に発表された改訂

コーポレートガバナンスコードにTCFD枠組みに沿った情報開示の必要性が明記され、

気候変動に関連したリスクと機会への対処という命題は、ESG 情報開示の必須要件と

なりつつあります。特に、不確実性の高い中長期的な未来のリスクに対して、シナリオ

分析を通じて予見し、対策を講じることの重要性が広く認知されるようになりました。 

 

Table 1 開示が推奨される気候関連情報の枠組み 1) 

ガバナンス：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 

1. 気候関連のリスク及び機会についての、取締役会による監督体制を説明する 

2. 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 

戦略：気候関連のリスク及び機械がもたらす組織のビジネス・戦略・財務計画への実

際の及び潜在的な影響を、そのような情報が重要な場合は、開示する 

1. 組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスク及び機会を説明する 

2. 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 

3. 2℃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

戦略のレジリエンスについて説明する 

リスク管理：気候関連リスクについて、組織がどのように識別・評価・管理している

かについて開示する 

1. 組織が気候関連リスクを識別・評価するプロセスを説明する 

2. 組織が気候関連リスクを管理するプロセスを説明する 

3. 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

ク管理にどのように統合されているかについて説明する 

指標と目標：気候関連のリスク及び機械を評価・管理する際に使用する指標と目標を、

そのような情報が重要な場合には、開示する。 

1. 組織が、自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、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 

2. Scope 1、Scope2 及び当てはまる場合は Scope 3の温室効果ガス（GHG）排出

量と、その関連について説明する 

3. 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 
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世界経済フォーラムが毎年発行するグローバルリスクレポート 2)では、気候変動へ

の適応の失敗や極端な気象現象が、世界経済に対する最大のリスク要因となっています。

近年、激甚化する災害被害を鑑みても、気候関連のリスクと機会を正確に分析し、前も

って対応することは事業の持続的成長の面からも重要と考えられます。 

 

Table 2 今後 10年間に世界規模で影響の大きなリスク 

（グローバルリスクレポート 2022 より） 

 リスク項目  リスク項目 

1 気候変動への対処の失敗 6 感染症 

2 極端な気象現象 7 人為的な閑居破壊 

3 生物多様性の損失 8 天然資源の枯渇 

4 社会的結束の低下 9 債務危機 

5 生活基盤の危機 10 地政学的対立 

 

2021 年には、IPCC が気候に関する最新の科学的知見をまとめた第 6 次評価報告書

（第一作業部会）を発行し、これをうけて開催された COP26 では、産業革命以前と比

べた地球の平均気温の上昇を 1.5℃以下に抑えることを合意したグラスゴー気候パクト

が採択されました。今や気候変動は環境問題であるだけではなく、規制や自然災害、消

費者意識などさまざまな側面から中長期にわたり経営戦略や財務計画に影響を与える

現実的なリスクであると私たちは捉えています。企業が長期的かつ持続的に成長してい

くためには、事業や社会全体に広く影響する気候関連リスクの影響を緩和し、機会に転

じていくことが求められます。例えば、多くの化粧品原料はパーム椰子などの農作物か

ら作られており、安定的な事業継続には、雨や気温など気象条件の安定が欠かせません。

気候変動によって気象が変われば、水不足や災害の原因となり、私たちの調達や生産活

動、物流、販売活動などバリューチェーン全体にわたって、さらには社会全体にも広く

影響を及ぼします。 

このような背景から資生堂は、気候関連のリスクと機会についての分析を進めると

ともに、気候変動緩和にむけて、直接排出される CO2*について 2026 年までにカーボン

ニュートラルを達成するという目標を 2020 年に公表し、気候関連のリスクと機会につ

いての分析と全社対応アクションへの組み込みを進めています。 

ここで開示している分析の手法論や結果については、外部機関のアドバイスのもと、

経営革新本部サステナビリティ戦略推進部にて開発・評価されました。気候変動に関わ

る事象は、通常の事業計画やリスク管理を大きく超えた時間スケールを想定する必要が

あること、また、派生して起こり得る様々な事象のすべてについて予見することが困難

であるために、現段階では不確実性や不確定性が極めて大きい点が今後改善すべき課題

といえます。例えば、洪水発生時には工場の生産が停止するだけでなく、生産設備や物
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流拠点、販売会社など多くの事業活動に被害が発生することが予想されますが、こうし

たすべてを網羅した分析を実施することが現段階では困難であることや、不確実性を持

ったパラメータを重ね合わせた分析であることから不確実性の幅が要因の種類に応じ

て大きく拡大してしまう点にご留意ください。 

 

*通常、温室効果ガスは CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3を指しますが、本

報告書では特に断りのない限り、これらの温室効果ガスを CO2と表記しています。 

 

 

2. ガバナンス 

資生堂は、サステナビリティに関連する課題について経営陣が集中的に議論し意思決

定を行う「Sustainability Committee」を設置しています。同コミッティは代表取締役 社

長 CEO を含む、経営戦略、R&D、サプライネットワーク、広報、およびブランドホル

ダーなど各領域のエグゼクティブオフィサーで構成され、グループ全体のサステナビリ

ティに関する戦略や方針にくわえ、TCFD開示や人権対応アクションなど具体的活動計

画に関する意思決定や、中長期目標の進捗をモニタリングしています。 

また、業務執行における重要案件に関する決裁が必要な場合は「Global Strategy 

Committee」や取締役会にも諮り、重ねて審議しています。2021 年度に開催した取締役

会では、気候変動問題の重要性に鑑みて、ステークホルダー（お客さま、社員、お取引

先、株主、社会・地球）からの期待を反映した取り組みの重要性が指摘されました。 

 

 

3. 戦略 - シナリオ分析、対応、移行計画 

私たちは、世界が一致して緩和策に取り組み気候変動の抑止に成功した 1.5/2℃の世

界（1.5/2℃シナリオ）と、緩和策に取り組まず気温が 4℃上昇した世界（4℃シナリオ）

を仮想シナリオとして設定し、IPCC が示した RCP（代表的濃度経路 Representative 

Concentration Pathway）と SSP（共通社会経済経路 Shared Socioeconomic Pathways）

シナリオによってリスクと機会について分析を実施しました。 

気候に関わるリスクや機会をもたらす要因には様々な因子や関係性が考えられるこ

とから、移行リスクに関しては、脱炭素社会への移行に伴う政策、規制、技術、市場、

評判の変化による要因を、物理的リスクに関しては、気温上昇に伴う洪水の発生や気象

条件など急性／慢性的な変化による影響について抽出しました。その中で、特に影響の

大きなリスク要因については、詳細なシナリオ設定を行い、事業や資産の持続性や不確

実性、ライフタイムなどを考慮して 2030 年時点での財務影響の定量化を行いました。脱

炭素社会が形成される 1.5/2℃シナリオでは移行リスクの影響が、気温上昇が著しい 4℃

シナリオでは物理的リスクの影響が強く顕在化するため、以下のシナリオ分析ではそれ
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ぞれに絞って記述します。 

 

Table 3 抽出されたリスク・機会の要因 

 分類 要因 自然現象 社会への影響 当社への影響 

1.5/2℃シナリオ 

（移行リスク） 

政策・規制 炭素税 

 

 エネルギーコスト上昇 調達・操業コストの

上昇 

循環経済 

グリーンディール 

 循環経済の実装 シングルユースプラス

チック容器の使用禁

止 

 技術 脱炭素燃料の普及

（水素・アンモニアな

ど） 

 燃料設備の切り替

え 

エネルギーコストの上

昇、設備切り替え 

再エネの普及・拡大  再エネ電力の需要

拡大 

エネルギーコストの上

昇 

 エネルギー 

安全保障・地政学 

エネルギー需給バラン

スの不安定化 

 エネルギー供給力の

不足 

 

 国内・国際紛争 生産・販売活動の

停止 

 市場 投資家からの開示・

対応要求 

 非財務情報開示企

業の拡大 

株価の下落・上昇 

財務計画の変更 

 サステナブルブランド

への共感 

 エシカル・サステナブ

ル商品の需 

エシカル・サステナブ

ル設計の要求 

 評判 環境・社会課題解

決の要求 

 要拡大  

4℃シナリオ 

（物理的リスク） 

急性 気温上昇 

 

大形台風・洪水の

増加 

洪水被害の増加、

保険料の上昇 

生産活動の停止、

物流の寸断 

 慢性 海面上昇 海浜地域の水没・

価値減少 

海浜地域の事業所

の高潮被害 

気温上昇 感染症や熱中症の

拡大 

社員の健康被害 

雨量の増加 農業生産の不安定

化、 

原料コスト上昇 

雨量の減少 治安の悪化  

生産・販売活動の 

 水資源の競合 停止 

気候変動以外の要因 

 

人口増加    

 

1.5/2℃シナリオでは、グローバルの協調と持続性が重要視される SSP-1 シナリオを

採用し、気候変動の緩和に成功した社会を想定して、移行リスクの分析を実施しました。

市民レベルで環境配慮の意識が高く、品質や価格に並んで持続可能性が商品の価値とし

て重要視される市場環境が形成されています。規制・政策面では CCUS（Carbon Capture, 

Utilize and Storage）や DAC（Direct Air Capture）など脱炭素技術への政策投資が行わ

れ、その原資として世界で高価格の炭素税が導入されていると想定しました。その結果、

バリューチェーン上流では炭素税の導入によるエネルギーや原材料調達コストの増加が、

下流では一部商品の販売機会の喪失がリスクとして考えられました。こうした炭素税に

よる追加コストを緩和ないし回避するためにも、生産効率の向上による省エネや再生可
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能エネルギーの導入の意義は高く、積極的に取り組みを進めています。また、このよう

な脱炭素社会では、消費者の環境意識の急激な高まりに伴い、持続可能性に配慮してい

ない製品は消費者に受け入れられなくなると予想されます。イノベーションによる新た

なソリューションの開発により持続可能な製品を提供していくことで、リスクの緩和と

新たな機会の創出を目指しています。 

4℃シナリオでは、物理的リスクとして評価の対象とすべき要因を特定するため、

IPCC 第 5 次評価報告書 3)を基に、気候の変化による各大陸における主要なリスク要因

を整理しました。資生堂グループの調達、生産、流通の活動範囲を考慮して、 

(1)極端な気象現象に伴う洪水 

(2)気象条件の変化による渇水 

を、特に考慮すべき要因として特定しました。 

 

Table 4 各大陸における主要なリスク要因と資生堂グループの活動範囲 

大陸 リスク要因 (IPCC AR5 より) 調達 生産 流通 

アジア 1. 洪水 

2. 熱波 

3. 渇水 

✓ ✓ ✓ 

欧州 1. 洪水 

2. 渇水 

3. 熱波 

✓ ✓ ✓ 

北アメリカ 1. 山火事 

2. 熱波 

3. 洪水 

✓ ✓ ✓ 

南アメリカ 1. 洪水 

2. 食糧生産の不安定化 

3. 感染症の拡大 

✓  ✓ 

オセアニア 1. 海洋生態系攪乱（サンゴ礁） 

2. 洪水 

3. 海面上昇 

✓  ✓ 

アフリカ 1. 渇水 

2. 食糧生産の不安定化 

3. 感染症の拡大 

✓   

 

洪水や、気象条件の変化に伴う渇水リスクの評価には、同じく IPCC 第 5次評価報告

書に掲載された科学的な分析結果を基に、工場など重要な施設が立地する河川水系を中

心として分析を実施しました。2030 年における洪水リスクの近似として、RCP 2.6 シナ
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リオによる 2100 年の洪水発生頻度の計算結果を採用しました。気象変化に伴う水不足

による操業への影響については、RCP 8.5 シナリオの 2011 年から 2040 年における相対

雨量変化率を、2030 年における影響の評価に用いました。また、RCP 4.5、6.0の各シナ

リオを用いた比較評価を実施し、４℃の気温上昇による物理的リスクの深刻度と緩和策

による軽減効果を確認しています。 

気候変動は、当社が調達する原料の生産にも大きな影響を与えることが予想されます。

自然条件と人口動態の変化を出発とし、工場の操業と調達への影響をエンドポイントと

したロジックツリーを作成し、それぞれの要因の関係性を整理しました。 

 

 

Fig. 1 物理的リスクと影響の関係 

 

こうして整理された要因分析を基に、洪水および渇水による工場の操業への影響に

ついては財務影響の算定までを、気象条件の変化による調達原料への影響については影

響を受けやすい作物や地域の特定をシナリオ分析として実施しました。 

 

3.1 1.5/2℃シナリオ  

(1) 炭素税 

脱炭素社会への移行に際して、炭素価格による財務影響が懸念されます。対象国内で

の活動に伴って排出される CO2 に応じて支払う炭素税、CO2 排出に対する規制の弱い

国から強い国への商品の移動に伴う国境炭素税、Cap＆Trade や ETS（Emissions Trading 

System）など、炭素価格に関して様々な制度や枠組みが議論されています。 

現在、欧州では、1 トンの CO2排出当たり$20 から$140 で炭素税価格が設定されて

おり、国によって大きなばらつきがあります 4)。炭素税は、気候変動の緩和策・適応策の

実行や気候災害に対する補償などの財源として活用されることから、近い将来にはこう

した炭素の社会コスト（Social Cost of Carbon: SCC）により負担額が決定されるように

なると予想されます。国際エネルギー機関（International Energy Agency: IEA）は、気候

に関する政策実行のコストを見込んだ 2030 年時点の炭素価格として 1 トンの CO2排出

当たり$120（Announced Pledgesシナリオ）から$130（Net Zero Emissions by 2050 シ

ナリオ）という予測を示していますが、すでにスウェーデンではその予測を上回る炭素

税が適用されています。2030 年には、フランスやアイスランドは€100、カナダも 170カ
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ナダドルの炭素税を導入すると公表するなど、炭素税価格が高騰する傾向は今後も継続

するでしょう。 

 
Fig. 2 世界各国の炭素税（2021 年４月時点、 USドル/ton-CO2e）4) 

 

近年では、SCC に関する研究も相次いで発表されており、将来の適切な炭素価格を

$500 や$1,500 とする報告もあります 5,6)。炭素税の高価格化にともない、ETS 市場の取

引価格も、各国の炭素税価格を追従する形で上昇することが予想されます。このような

炭素価格に関する現状を踏まえ、短期的な影響として 2025 年における炭素税による財

務負担額を当社が生産工場を持つフランスの水準を採用し、中長期的な影響として IEA 

AP シナリオとNZE シナリオを用いて 2030 年での負担額を分析しました。2030 年時点

では欧州で同価格による炭素税が導入されている、または世界の多くの国で導入されて

いるという前提と、当社の Scope1 および Scope2 の予測 CO2排出量をもとに、財務影

響についての分析を行いました。2025 年および 2030 年の AP シナリオを想定した財務

影響を Table 5 に示します。 

 

Table 5 炭素税の導入により予想される財務負担額 

 時期 炭素税価格 対象地域 
財務負担額 

(年あたり) 

シナリオ 1 2025 年 $52 フランス $ 70k 

シナリオ 2 

2030 年 $120 

EU $ 1.0mil. 

シナリオ 3 

全世界 

$ 7.2mil. 

シナリオ 4 

(再エネ導入なし) 
$ 18mil. 
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その結果、短期的には財務影響は小さいものの、中長期的に国境炭素税を含め EU 域

内で炭素税が導入された場合には、2030 年には年間約 US$1mil 、世界全体で同水準の

炭素税価格が適用された場合には年間約US$7.2mil の炭素税負担が発生すると推計され

ました。もしも、2030 年時点での再エネ導入の水準が 2020 年と同水準にとどまる場合

には、年間約 US$18mil の負担となることが予想され、積極的な再エネの導入により財

務影響が軽減することが示されました。 

こうした炭素税による財務負担を軽減する手段として、インターナルカーボンプライ

シング（ICP）の導入が挙げられます。例えば、2020 年の東京電力の CO2 排出係数は

0.441 kg-CO2e/kWh と公表されていますが、1 トンの CO2排出あたりの ICP 価格をフ

ランスで導入が予定される€100 と設定した場合には、電力 1kWh あたり 5.7 円までのコ

スト上昇であれば、再生可能エネルギーに切り替えるモチベーションが生まれます。規

制や市場取引価格による外部の炭素価格にあわせて適切な ICP を設定することで、脱炭

素に関する努力をサポートすることが重要です。加えて、こうした炭素税は、原材料な

どの調達物への影響も懸念されます。Scope3 排出にともなう間接的な影響の予測とその

対処を次の課題と捉えています。 

 

(2) サステナブルな製品の機会拡大 

1.5℃または 2℃目標の達成に向けて、グローバルの協調と持続可能性が重要視される

社会が形成される SSP-1シナリオを参考に、消費者の環境問題に対する知識と感度が極

めて高くなる市場環境を想定しました。そのような社会では、海洋プラスチックゴミ問

題は資源利用の持続可能性と気候変動抑止といった環境側面と、主に途上国における社

会システム設計の観点から解決が図られ、環境に配慮したサステナブルなブランドや製

品の販売機会が拡大すると予想します。反対に、特に温室効果ガスの排出が大きな製品

や、循環経済に沿わない製品は消費者の支持を失うだけでなく、規制により市場から排

除される可能性が高いでしょう。 

グローバルイノベーションセンターで開発管理される資生堂グループの製品のうち、

技術的な問題により現段階ではリユース可能またはリサイクル可能な容器への切り替え

が困難な製品が、規制の導入が予定されている地域での販売機会を喪失するとして財務

影響を計算しました。現段階では、多くの製品について循環経済に対応可能な容器への

移行が見込まれることと厳格な規制の導入が予定されている国や地域の数が少ないこと

から、負の影響は限定的と推計しています。 

一方、欧州では EU タクソノミーが導入され、今後はサステナブル市場に官民の資金

が集中すると予想されます。1926 年に初めてつけかえ可能な粉白粉（こなおしろい）を

発売して以来、長年にわたり日本市場を中心につめかえ・つけかえ可能な製品を展開し

てきた当社にとって、循環経済政策が強力に進められつつある欧州市場の動きは、販売

拡大の大きな機会となると捉えています。 
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3.2 4℃シナリオ  

(1) 自然災害による生産活動の停止 

気温上昇に伴う 100 年に 1 回の大規模洪水の影響を評価しました。洪水の発生頻度に

は Hirabayashi らの報告 7)による RCP 8.5 シナリオにおける大規模洪水の再起年数の逆

数を採用しました。2020 年現在の頻度として、ルーヴァン・カトリック大学の災害デー

タベース 8)をもとに、2000 年から 2019 年の 10年間における国別の単位面積当たりの平

均洪水発生回数を算出し、2020 年と 2100 年の再起年数の逆数の比を洪水発生の増加率

としました。公開されている再起年数は緯度経度 0.25 度の解像度で評価されているため、

僅かな位置情報の差異により評価結果が大きく異なる場合があります。このため、再起

年数を河川流域ごとに平均化して評価に用いました。生産工場の立地流域で大規模洪水

が起こった場合に操業が 1 か月間停止すると仮定して、出荷金額に対する損失割合を財

務影響とし、国内外の全工場を対象として施設ごとに評価を実施しました。その結果、

2030 年時点においては洪水の発生頻度の上昇は限定的であり、リスクとしては小さいと

評価されました。しかしながら、その影響は今世紀末にかけて増大すると予測されてお

り、長期の視点から、洪水時の BCPの策定や浸水予測などの対策を講じる重要性が指摘

されました。 

こうした気象の極端現象は、工場からの出荷だけでなく物流にも大きな影響を与えま

す。そこで、当社の重要な物流拠点について洪水リスクの調査を開始しました。まず、

日本国内の物流拠点について同様の分析を行うとともに、自治体が発行するハザードマ

ップにより浸水リスクが低いことを確認しています。今後は、工場の設備に対する損害

や海外の物流センターに関しても、より詳細なリスク分析を実施し、より包括的なリス

ク管理に努めてまいります。 

 

 

Fig.3  自然災害リスク評価ステップ 

 

(2) 水不足による生産活動の停止 

気象変化に伴う平均雨量の変化により淡水資源へのアクセスに変化が起き、それによ

り生産工場の操業がどのような影響を受けるかについて評価しました。Hanasakiらの報

告 9)にある RCP 8.5 シナリオにおける 2011 年から 2040 年までの雨量の相対変化率を、
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2030 年時点における雨量予測として用いました。公開されている雨量変化予測は緯度経

度 0.5 度の解像度で評価されており、僅かな位置情報の差異により評価結果が大きく異

なる場合があります。このため、雨量変化率を河川流域ごとに平均化して評価に用いま

した。また、水資源へのアクセスは水資源を利用する人口によっても影響を受けること

から、国連の人口動態予測 10)の中間シナリオにより、工場が立地する国や地域の人口変

化率を説明変数の一つとして採用しました。雨量変化と人口動態についてはそれぞれリ

スクへの影響度として 9:1 で重みをつけています。 

雨量の減少は、経年変動があることやダムなどの貯水設備による緩和効果が見込まれ

ること、一定程度の渇水以上では工場への送水が停止することでリスクが高止まりする

と考えられることから、影響は線形的ではなく、影響が顕在化する閾値と最大化する閾

地との間で S 字を描くリスク関数を設定し、工場の操業が停止することによる損害額を

財務影響として、国内外の全工場を対象として施設ごとに評価を実施しました。 

その結果、2030 年時点での渇水によるリスクは限定的と評価されました。しかしな

がら、その影響は洪水リスクと同じく、今世紀末にかけて増大すると予測されています。

長期の視点から渇水リスクの管理を目的として、当社事業所における水消費量を指標と

して選定し、2026 年までに 40%削減することを目標として設定しました。特に水使用の

多い工場を中心として、節水設備や再生水設備の導入などを通じて水消費量を削減し、

リスクの緩和と流域環境への影響の緩和に努めてまいります。 

 

(3) 降雨や気象の変化による原材料コストの増加 

資生堂が購入している化粧品原料の多くが植物から作られており、気候変動に伴う雨

量変化は、こうした農業作物を使用する原材料の調達にも影響を及ぼします。そこで、

2019 年に当社が購入した原料調達の実績データをもとに、原料素材作物の栽培に、どの

地域でどの程度の量の水資源が投入されているかをウォーターフットプリントの手法 11)

を用いて解析しました。こうした水資源利用の持続可能性について、(2)で使用した 2100

年までの平均雨量変化率と国別の人口動態予測を用いて分析し、気象変化により栽培に

大きな影響を受ける素材作物を特定しました。 
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Fig. 4 原料調達における水資源利用（2019 年原料調達実績に基づく） 

 

次に、当社の化粧品原料に使用される原料素材作物の中でもっとも多く使用している

パーム椰子について、農業生産が不安定化することによる調達コストの上昇について分

析しました。まず、当社の 2019 年の原料調達実績から、グリセリンや脂肪酸などパーム

油やパーム核油由来の成分を含む原料を特定しました。当該成分のうち、パーム油およ

びパーム核油由来と想定される部位の重量の合計値を求め、これに事業成長に伴う調達

量の増加を加味することで 2030 年に調達する原料に含まれるパーム油相当量・パーム

核油相当量を推計しました。次に、過去 25 年間（1997～2021 年）のパーム油およびパ

ーム核油の月別市場取引価格をもとに回帰分析を行い、それぞれの平均価格の上昇と、

平均価格に対する価格変動割合の標準偏差、取引価格が平均値を上回る頻度を求めまし

た。こうして得られた価格の傾向から、2030 年時点のパーム油・パーム核油の平均価格

を求めるとともに、気候変動の影響によって生産が不安定化することにより平均より価

格が上振れする頻度が上昇するとして、潜在的な価格上昇額を計算しました。生産が不

安定化する頻度の上昇幅としては、IPCC第 6次評価報告書 12)に報告された 10年に 1回

規模の渇水の発生頻度の変化率を用いました。同報告書では 2100 年時点での異常気象

の発生頻度予測が報告されていることから、2020 年から 2100 年にかけて線形的に頻度

が上昇すると仮定して、2100 年の気温上昇が 1.5/2℃の場合（RCP 1.9、RCP2.6）と 4℃

の場合（RCP 8.5）における 2030 年時点での異常気象の発生頻度を求めました。2030 年

時点での予想平均価格と予想調達量に価格変動割合の標準偏差と異常気象の発生割合を

乗じることで、気候変動による潜在的価格上昇額をパーム油及びパーム核油の調達リス
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クとして評価しました。 

 

（気候変動による潜在的価格上昇額） 

＝（2030 年の予想平均価格）*（2030 年の予想調達量）* 

（過去 25 年間の平均に対する価格変動割合の標準偏差）*（異常気象の発生割合） 

 

その結果、2030 年時点では 1.5/2℃シナリオと 4℃シナリオで大きな差はなく、気候

の影響により年間約 US$140k 程度のコストの増加が見込まれると推計されました。これ

は、どのシナリオにおいても 2030 年時点では気候変動による気温上昇に大きな差がな

いことが原因と考えられます。 

持続可能なパーム油の調達を進めるとともに、パーム椰子以外についても、影響が大

きいことが懸念される素材作物について、定量的な財務影響の分析を進めます。将来的

な調達コストの増加につながる恐れがあるだけでなく、調達そのものが不可能となるこ

とも考えられることから、素材の変更や生産地の分散など、リスクの回避や低減に向け

た対策を講じてまいります。  

 

(4) 気候変動に伴う販売機会の拡大 

気温上昇の著しい 4℃シナリオでは、夏季に使用される製品の販売機会は拡大します。

資生堂は、細胞表面の構造に着目して、メントールなどの涼感成分がより効果的に、ま

たより持続的に清涼感を付与するメカニズムを解明しました 13)。こうした知見や技術を

基にした涼感製品は、日本やアジアだけでなく、近年熱波による被害の大きな欧州地域

においても販売機会が拡大すると予想されます。 

さらには、海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、気候変動を含む様々な環境要因によ

って、特に北半球中緯度地域において地表に到達する紫外線量が、今世紀末にかけて増

加するとの予想を発表しています 14)。北半球中緯度地域には東京や北京をはじめ人口が

集中する大都市が多く、紫外線量の増加は、サンスクリーンや日中用乳液といった紫外

線防御製品や、紫外線によりダメージを受けた肌をケアするスキンケア製品の販売拡大

につながると予想しています。 

 

3.3 複合シナリオ 

グラスゴー気候パクトに見られるように世界が強調して気候変動の抑止に積極的に

動き、炭素税を含めた様々な規制の導入や技術開発が進められる一方で、未来の気候に

関して研究者は悲観的な予測をしています。英国の科学雑誌 Natureが IPCC 第 6 次評

価報告書の執筆者に行ったアンケートでは、約半数の執筆者が、2100 年までに地球の

平均気温は 3℃上昇するだろうと回答しています 15)。 
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これまで、気候変動の抑止に成功した脱炭素社会で想定される社会の移行に伴うリ

スク・機会と、気候変動の抑止に失敗して気温上昇が現実となった 4℃の世界における

リスク・機会をシナリオ分析の対象として想定してきました。2030 年時点において

は、2100 年に 4℃の気温上昇を想定した場合であっても顕著な物理的リスクは認めら

れていませんが、2050～2100 年を考慮したより長期のリスク予測や対処を考える場合

には、将来もっとも起こりうる可能性の高いシナリオとして、1.5/2℃水準の移行リス

クと 3℃水準（SSP2-4.5）の物理的リスクの双方を想定した複合シナリオを設定する蓋

然性が高いことを、この調査結果は示しています。 

 

3.4 気候関連の地政学リスク 

2021 年には、COP26 に向けてアジア諸国が脱石炭の流れを加速させていた中、

Covid19 パンデミックによる経済停滞とも相まって、欧州を中心として燃料不足問題が

顕在化しました。世界的な天然ガスの供給不足は、一部の天然ガス生産国への燃料依存

を急激に高め、それが国際紛争を引き起こす要因のひとつにもなりました。一見、軍事

的な衝突と気候は無関係に見えますが、脱炭素は各国のエネルギー安全保障と密接な関

係にあります。世界的な再生エネルギーの普及は、長期的にはエネルギーの地産地消を

進め安定化をもたらしますが、短期的には国際的なエネルギー需給のバランスを不安定

化させます。 

また、2011 年に中東地域で起こった内戦により、欧州では難民の受け入れが大きな

社会問題となりました。数年間に及ぶ深刻な大干ばつにより地方の農業生産が壊滅的な

被害を受け、多くの人々が都市部に流入したことがこの内戦の要因のひとつとなったと

言われていますが、気候モデルによる解析の結果、この干ばつが気候変動により起こっ

たことが示唆されました 16)。 

こうした紛争や内戦に関係するリスクの内訳としては、 

(1)紛争当事国における生産・販売活動の停止に伴う機会損失 

(2)紛争当事国で生産される原料やエネルギーの供給不足に伴う調達コストの上昇 

(3)経済の停滞による周辺国での売り上げの減少 

などが挙げられます。内戦や紛争による潜在的な財務影響は、他の移行リスクや物理的

リスクと比べても非常に甚大と予想されます。現段階での定量的な評価は難しいですが、

こうした地政学的な不安定要因やエネルギー需給バランスの不安定化を新たな気候関連

リスクのひとつと捉え、潜在影響の大きさを分析し、対策を検討することも今後の重要

な課題と認識しています。 

 

3.5 脱炭素に向けた移行計画 

2021 年に IPCC は第 6 次評価報告書の中で、地球が人間活動の影響で温暖化してい

ることは「疑う余地がない」と断定し、2030 年前後にも気温上昇が 1.5℃を超えるとい
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う予測を発表しました。これを受けて、10 月から 11 月にかけて開催された COP26 で

は、産業革命以前と比べた地球の平均気温の上昇を 1.5℃以下に抑えることを合意した

グラスゴー気候パクトが採択されました。1.5℃目標の達成のためには、世界全体の人為

的な CO2排出を 2050 年前後に実質ゼロとすることが必要条件となるため、グラスゴー

気候パクトは、ネットゼロに向けて社会を移行させていくことを世界が共通の目標とし

て認識したと言い換えることができます。低炭素、そして脱炭素を社会が志向していく

中、私たちの事業環境も大きな影響を受けることは疑いありません。資生堂は、1998年

に初めて環境報告書’97を発行して以来、継続してCO2排出削減を環境活動の柱として、

取り組みを進めてきました。 

本計画では、低炭素そして脱炭素に向けた当社の活動を記すとともに、より長期の、

またより具体的な活動が加わった場合には、適宜、追記・修正することにより、透明性

ある情報開示を進めることを目的とします。 

 

3.5.1 移行に向けた取り組み 

気候変動は、環境領域の中心的な課題です。食料の生産や資源・エネルギーの消費、

廃棄物の処理など、あらゆる経済活動でCO2が排出され、気候変動を加速させています。

気候変動により気象条件が変われば、水不足や熱波により人間社会だけでなく生態系に

悪影響を与えるなど、多くの環境問題が直接的・間接的に影響を受けることになります。

CO2排出削減は、自社の管理の行き届く燃料由来の排出（Scope 1）と、電力など他者か

ら供給されるエネルギーの利用に由来する排出（Scope 2）について優先的に取り組まな

ければなりません。それに加えて、調達、輸送、販売した製品の使用、廃棄物の処理な

ど、事業のバリューチェーンを考慮し、ステークホルダーとの協働により、排出のより

少ない素材やプロセスを選定することで、包括的に CO2排出を削減していくことが求め

られます。実際の削減活動については、新技術の開発を含めて省エネによる削減や除去

を第一優先とし、事業活動に必要なエネルギーや素材については再生エネルギーや再生

可能素材の活用を図ります。燃料については、水素やアンモニアなどのカーボンフリー

燃料の活用には社会インフラの整備が必要で、それにはまだ時間が必要です。その間、

カーボンフリー燃料の活用を含め、電化＋再エネ化やCCUSなどのオプションについて、

技術的および経済的側面からも実現性を検討していきます。 

 

1. 自社の活動で使用するエネルギーについて 

私たちが自社の活動で使用するエネルギー由来の CO2のうち、約 60％が工場での生

産活動に由来しています。エネルギーマネジメントシステムなど、最新の IT 技術を活

用することで不必要なエネルギーの消費を抑えるとともに、生産プロセスの CO2 排出

を見える化し、従業員の省エネ活動に対する教育とモチベーションの向上に努めていま

す。同時に、使用する電力については、2030 年までに 100%再生可能エネルギー由来の
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電力に切り替えることを目指しています。 

 

2. 原料調達について 

資生堂のカーボンフットプリントの中で最も寄与が大きいのが原材料の調達です。私

たちの調達にとって重要なパートナーであるサプライヤーとの協業により、原材料調達

に関わる CO2排出を削減していくことが重要と認識しています。 

原料によっては、サプライチェーンの上流で大きな間接排出を伴うものもあります。

化粧品原料だけでなく食品や日用品など多くの製品にも使用されているパーム油やパ

ーム核油は、東南アジア地域で栽培されているパーム椰子を原料としています。パーム

椰子のプランテーションはしばしば生物多様性豊かな熱帯雨林を伐採して開発されま

すが、1ha の熱帯雨林を開発してプランテーションを造成した場合、その後 25 年間に

わたって 777～1,443 トンもの CO2が土地転換によって放出されるとGermer らは報告

しています 17)。こうした土地転換に伴う CO2排出を防ぎ、貴重な熱帯雨林の生態系を

保全するため、資生堂は直接購入するパーム椰子由来のすべての化粧品原料について、

2026 年までに RSPO 認証原料に切り替えることを目指しています。これにより削減で

きる CO2排出は、年間約 60万トンに相当します。 

今後、パーム椰子と同様に、土地利用転換による環境への影響が大きいと思われる原

料についての調査を進め、持続可能な調達に切り替えることで気候や生態系に与える影

響の最小化に努めてまいります。 

 

3. 水資源の取り組みについて 

水は化粧品にとって重要な原料であるだけでなく、原材料の素材となる作物の栽培、

生産時の熱伝導媒体や洗浄、商品の使用など、化粧に関わるあらゆる側面で必要不可欠

な資源です。気候変動は、地球の大気循環に影響するため、降雨条件が大きく変化する

ことが予測されています。また、ヒマラヤやヨーロッパアルプスの氷河は、アジアや欧

州地域の社会を支える水源となっていますが、気温の上昇による退縮が予想されていま

す。こうした気候変動の影響により、現在は水資源に恵まれていても、将来的に渇水が

懸念される地域もあります。そこで私たちは、水資源の有効な活用と気候変動による水

リスクの緩和を目指して、事業所で消費される水資源量を 2026 年までに 2014 年比で

40%削減することを目標*として、特に水消費の多い生産工場を中心に節水活動を進め

ています。設備洗浄の最適化や製造プロセスの見直しによる節水はもちろん、特に水問

題に関心の高いフランスの工場では独自の目標を定め、一度使用した水の再利用やフレ

グランス製品の製造設備の洗浄を水洗浄からアルコール洗浄に切り替えるなどの取り

組みを行い、2009 年比でバルク生産量あたり 60%以上の節水を達成しました。 

 

*売上高原単位として 
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4. 商品開発について 

脱炭素社会への移行が進むにつれて、消費者の気候や環境問題に対する関心はこれま

で以上に高まると予想され、こうした消費者意識の変化に柔軟に対応していくことは事

業の持続可能性にとって非常に重要です。私たちは、2025 年までにすべてのプラスチ

ック製化粧品容器をリユース可能またはリサイクル可能または生分解可能なサステナ

ブルパッケージに切り替えることを目指しています。資生堂は、1926 年（大正 15 年）

に最初のつけかえ可能な粉白粉（こなおしろい）を発売して以来、容器包装に関してさ

まざまなソリューションを開発し、提供してきました。容器のリサイクル適正を高め、

また、つめかえやつけかえによる容器のリユースを消費者と一緒に広げていくことで、

投入される資源を節約し、循環利用を促し、CO2排出の削減に努めてまいります。こう

した取り組みは、気候問題だけでなく、海洋に流出するごみの量を減らし、生態系保全

にも寄与することを確信しています。 

 

3.5.2 情報開示 

資生堂は、気候変動問題が事業成長や社会の持続性に与える影響の重大性から、

TCFDに賛同を表明し、TCFDフレームワークに沿った情報開示を行ってきました。

こうした気候に関わる取り組みについて、ウェブサイト、統合レポート、サステナビリ

ティレポートとともに、CDP への回答を通じて開示しています。私たちの開示する

CO2排出量（Scope 1、Scope 2、および Scope 3）については、独立した第三者検証機

関である SGS ジャパンによる検証を受け、透明性ある開示に努めています。また、私

たちの CO2排出削減に関する目標は SBTi に認証を受け、再生可能電力の導入に関して

は RE100 参加しています。 

 

 

4. リスクマネジメント 

資生堂は 2021 年に、中長期の事業戦略の実現に影響を及ぼす可能性のあるリスクを

総合的・多面的な手法を用いて抽出し、特定しました。その中には、「環境・気候変動」

「自然災害・人的災害」といったサステナビリティ領域のリスクも含まれています。気

候関連リスクも、事業継続や戦略に影響を及ぼす要因のひとつとして科学的または社会

経済的なデータに基づいて分析され、気候変動や自然災害に関わるリスクとして全社 の

リスクマネジメントに統合されます。特定されたリスクは重要度に応じて、「Global Risk 

Management & Compliance Committee」や、「Global Strategy Committee」、取締役会に

て対応策などが審議される体制となっています。 
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5. 指標と目標  

資生堂は、CO2排出量削減を指標と目標として設定し、また定期的に気候変動に伴

う状況をモニタリングし、対応策を講じることで、リスクの緩和を目指しています。特

に Scope1および Scope2 の排出量については 2026 年までにカーボンニュートラルを達

成することを目標として設定しました。 

また、化粧品容器に関してはサーキュラーエコノミーに賛同し、2025 年までに

100％サステナブルな容器包装への切替えを達成するという目標を掲げてシングルユー

スプラスチックと CO2排出量の削減に取り組むことで、1.5/2℃シナリオにおける消費

者意識と関心の変化にともなう市場リスクの緩和と機会創出を目指しています。一方、

4℃シナリオにおける渇水リスクの管理を目的として、当社事業所における水消費量*を

指標として選定し、2026 年までに 2014 年比で 40%削減することを目標としました。

その他の物理的リスクについても、長期的なリスクマネジメントの視点から適切な管理

指標を検討していきます。 

 

*売上高原単位として 

 

Table 6 資生堂の CO2排出量 

（単位：t-CO2e） 

   2019 

（基準年） 

2021 

Scope 1   27,036 28,744 

Scope 2 マーケットベース 51,714 36,737 

Scope 3 1 購入した製品・サービス 

原材料調達に関わる土地利用転換 

644,000 

* (543,000) 

60,6000 

347,000 

 2 資本財 231,000 225,000 

 4 上流輸送 110,000 51,600 

 5 事業から排出される廃棄物の処理 20,700 15,100 

 11 販売した製品の使用 1,580,000 134,000 

 12 販売した製品の廃棄物処理 148,000 118,000 

 その他 30,800 21,900 

*原材料調達の土地利用転換に関わる間接排出を 2021年から評価に加えました。2019年は遡って計算した結果

を（）内に示しています。 
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