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序論
気候変動を意識した投資と二酸化炭素の排出抑制を求める声が、世界中で高まっています。従業員、顧客、
その他の利害関係者の倫理的待遇についても、経営に問題がある企業に対する厳しい批判という形で、ます
ます要求が高まっています。

企業は環境、社会、ガバナンス（ESG）ファクターに関連する一連の非財務情報の報告を一層求められています。
新たな要求はすぐにも、EUの金融機関の投資および融資選好に影響を及ぼすでしょう。高まる投資家の要望
と相まって、これらの新ルールがEU内外で企業の資金調達能力に多大なインパクトを与える可能性があり
ます。

企業は今、変化しつつあるこれらの要望に備えるため、自社
事業に関するESGのリスクおよび機会を評価し、適切なESG
開示を実施するための行動に着手する必要があります。

企業その他の組織に対して、より詳細なESG関連の開示を行うことへ
の圧力が、直接的にも間接的にも強まっています。透明性が増せば、
企業のビジネスモデルや経営モデル、カーボンフットプリント、気候変
動へのエクスポージャーの詳細がより明らかになります。

改正されたEUの非財務情報開示（NFR）指令では、大企業やグループ
企業がESGおよびその他の関連事項に関する活動の動向、実績、状
況、影響について情報を開示することを求めています。さらには、これ
らの事項に関して方針を定めて取り組んでいない場合には、その明確
かつ合理的な理由を説明しなければなりません。セクション02では、
これらの要件および非財務情報開示に関するその他の動向について、
世界、地域、各国の水準において詳しく説明しています。

投資の領域においては、2017年にOECD1が作成した投資ガバナンスお
よびESGファクター2の統合に関するレポートが、企業の投資の意思決
定プロセスに大きな影響を及ぼし、規制当局と政策立案者による新た
な活動を促しました。同レポートの主なメッセージは、今やESGファク
ターが企業の健全性と将来性にとって非常に重要な意味を持っている
ということです。したがって、それを考慮することは、まさに機関投資
家のフィデューシャリー・デューティー（受託者責任）なのです。

OECDは学術調査の裏付けにより、金融市場ではESGのパフォーマン
スが良い企業が報われるというコンセンサスが形成されつつあるという
見解を示しました。しかしながら、一般に認められた分析方法が存在
しないことが、ESGファクターをさらに投資プロセスに組み入れること
への妨げになっているという認識です。

2年後の現在、投資家の声は欧州の金融サービス規制の行動計画に
直接的な影響を及ぼし（セクション03を参照）、サステナブルファイナン
スも各国およびグローバルな規制の行動計画になりつつあります（セク
ション04を参照）。 

主な論点

 –  規制の進展と投資家からの圧力の高まりにより、上場企
業および非上場企業にとって株価や資金調達活動にどの
ような影響があるでしょうか。

 – これらの影響はどの程度早く現れるでしょうか。

 – 企業はこの投資環境の急激な変化にどのように対応でき
るでしょうか。

 – 二酸化炭素排出量の大きなセクターなど、特に規制上「サ
ステナブル」の定義に当てはまらない企業や自社のビジネ
スモデルがESGファクターに不利な影響を及ぼすとみなさ
れる企業にとって、これはどのような意味を持つでしょうか。

ESG投資戦略は、機関投資家と資産運用会社にとって不可欠なもの
となりました。銀行および保険会社はストレステストの実施に気候変
動関連のリスクを含めることを求められています。

金融機関に規制上の義務が課されない法域でさえも、投資家の要望
により短期間で変化が生じると見込まれます（セクション05を参照）。
例えば、2018年には困難な市況にもかかわらずESGファンドへの需要
が急増し、他の多くのファンドから資金が流出しました。
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要するに、影響はすでに出始めており、甚大なものとなるでしょ
う。すべての企業は未来を受け入れる必要があります。すべて
の企業にとって、今や根本的な変化を避ける術はありません。

1  経済協力開発機構
2  https://www.oecd.org/finance/Investment-Governance-Integration-ESG-Factors.pdf
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ESGに関する要件：比較

現行および進展中のESGに関する要件は、それに従う企業や事業体と
同様に多様です。一面では、すべての要件が同じ主目標、すなわち、
政府が気候変動に関するパリ協定の義務の履行を支援することを目指
しますが、その方法と観点は異なります。

1. 気候変動のみを対象とする要件と、ESGファクターのすべてを対象
とする要件があります。

2. 気候変動がもたらすリスクと機会という観点においては、主に企
業の健全性に関する要件もあれば、（これに加えて）企業が地球や
社会に及ぼす影響に関する要件もあります。

3. 大半は有利な影響と不利な影響（リスクと機会）の両方を検討して
いますが、特定の要件は主に不利な影響（リスク）を（または不利
な影響（リスク）のみを）対象とします。

4. 開示に関する要件もあれば、事業の変革を強いる要件もあります。

5. 過去の実績に基づく要件もありますが、大半は将来予測的な要件
です。

6. 自社ビジネスへの企業の視点（「内部視点」）を主とする要件もあ
れば、第三者視点（「外部視点」）を必要とする要件もあります。

ESGに関する要件の比較概要

以下の表は、要件および活動の主な種類について、これらの違いを説
明するものです。

要件による新たな世界が持つ潜在的影響や強制力を考える上で、4点
目は特に重要です。開示のみに関する規制および規制当局は、事業
の変革を直接的に強制することはできません。しかし、これらの開示に
対する利害関係者の反応により、企業が自社のビジネスモデルの見直
しに至ることはあります。これが「副次的な」影響です。

対照的に、多くの金融サービス規制は開示を求めるだけではなく、方
針、プロセス、追加的な資本要件など、認可法人が事業を行う方法を
変えることを要求しています。したがって、認可法人のビジネスモデル
に一次的な影響を及ぼし、それが他の当事者に強力な副次的な影響
を及ぼします。

資金調達（または株価の維持）を求める企業や政府機関が行う
ESG関連の開示は、大きな注目を集めることになります。株式、
債券、デリバティブ、借入れ、民間金融など、いずれの資金調
達方法にも影響が及びます。さらには、資金調達を行う企業
は、金融サービス機関の格付けのより広範な要求を満たすた
めに、義務にはない追加の開示を強いられることもあります。

この表は説明を目的としており、ESGに関するすべての要件を完全に表してはいません。多様なセクターや規則の多様な側面に関してさまざまな意味合いや
追加的な要件があり、要件がどのように適用されるかも法域により異なる可能性があります。

* 本表の項目は特定国の監督機関（英国健全性監督機構（UK PRA）など）の要件に基づくが、欧州委員会は現在、銀行のリスク管理システムにESGリスク（気候変動に限定され
ない）を組み入れるプロジェクトの審議を行っている。

法的／義務的要件 企業に公的報告を
求める要件

スチュワード
シップの要件 金融サービス規制および監督の要件

A B
財務 非財務 機関投資家と

資産運用会社
機関投資家と
資産運用会社

信用格付
機関と

ベンチマーク
販売会社
（「適切性」）

銀行と
保険会社

（ストレステスト）

気候変動
のみ／
気候変動が主

vs.
ESG
全ファクター A B B B B B A*

企業の健全性 vs.
地球と
社会への影響 A A+B A A+B A+B A+B A

有利な影響 vs. 不利な影響 A+B A+B A+B A+B A+B A+B B

開示義務 vs.
強制的な
事業の変革 A A B A+B A+B B B

過去の実績
（主に） vs. 将来予測的 A A+B B B B B B

内部視点 vs. 外部視点 A A B B B B A
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企業のESGに関する開示

世界の気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）による2019年6

月のステータスレポート3では、2016年以降に開示が増えているものの、
投資家にとってはまだ不十分だという確固たるメッセージが発せられ
ました。TCFD議長のマイケル・ブルームバーグは、「現在の開示は、サ
ステナブルかつレジリエントな解決法、機会、ビジネスモデルに投資を
向かわせるのに市場が必要とする規模からは依然として遠い」と述べ
ています。この指摘は、さまざまなセクターおよび地域における1,000

社以上の企業の3会計期にわたるレビューに基づくものです。

TCFDは金融安定理事会（FSB）により2015年12月に設置され、グロー
バルな金融システムに対するリスクの監視とそのリスクに関する提言を
行うことを任務としています。TCFDは、気候変動に関連する企業の重
要なリスクの理解に役立つ、気候関連の自発的かつ一貫性のある財
務情報の開示方針を策定しました。118兆米ドル超の資産を運用する
グローバル金融機関を含め、800社近くの公共および民間セクターの
組織が、TCFDとその取組みを支援すると発表しています。

そのステータスレポートでは、「パリ協定の目標達成には前例のない変
革が緊急に必要なことを踏まえ、タスクフォースは、気候関連のリスク
および機会に関する情報を開示する企業の数が十分ではないことを懸
念している」と指摘しています。TCFDはそのような開示を行う企業が
直面する課題を認識し、企業の取組みの指針となるフレームワークと
してTCFDの提言を活用することを奨励しています。

グローバル・タスク・フォースによると、気候関連の財務情報の開示は増加しているものの、その数は依然と
して限定的であり、詳細さも不十分です。基準設定主体はそれぞれのアプローチに従って向上に努めています。
一方で欧州委員会は、企業および金融機関に対して気候関連の非財務情報の開示に関するガイドラインを公
表しており、一部の国の規制当局はすでに対策を講じています。

以下の3領域においては、さらなる取組みが検討されています。

 – 2017年の報告書の付録に含まれているガイダンスの各項目を明
確化

 – 気候関連シナリオ分析の導入および実施の方法に関して、プロセ
スガイダンスの作成

 – ビジネスに関連する利用可能な気候関連シナリオの特定

グローバルな取組み

TCFDの懸念に対処するためのいくつかの取組みが進行中です。KPMG

のメンバーファームの専門家が、この取組みに直接関与しています。

国際会計基準審議会（IASB）は、2010年に公表した国際財務報告基準
（IFRS）実務記述書1：マネジメント・コメンタリーを更新し、2020年
上半期に公開草案を公表する予定です。2017年11月に発表されたこの
プロジェクトは、財務報告をどのように拡大すればIFRS財務諸表の補
完と裏付けを行うことができるかを検討しています。同審議会は実務
記述書の改訂の意図について、財務報告の主な利用者の情報ニーズ
により合致したマネジメント・コメンタリーの作成を促すものであると
述べています。実務記述書は、次のようなガイダンスを提供すること
になります。

 – 記述情報開示におけるイノベーションの強化

 – 報告実務におけるギャップへの対処

 – 原則主義を維持しつつ、厳密な適用を支援するのに十分な詳細を
含めること

同審議会はまた、マネジメント・コメンタリーの作成において有用な財
務情報の質的特徴をどのように考慮すべきかを検討しています。

2019年4月の講演4で同審議会議長のハンス・フーガーホースト氏は、
サステナビリティレポートが達成できることとできないこと、および財務
報告との関係について言及しました。
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現在の開示は、サステナブルかつ
レジリエントな解決法、機会、
ビジネスモデルに投資を向かわせるのに
市場が必要とする規模からは
依然として遠い

3  https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050619.pdf
4  https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/04/speech-iasb-chair-on-sustainability-reporting/
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TCFD：主要テーマと指摘事項

気候関連の財務情報の開示は2016年以降増加していますが、投資家から見て依然として十分とは言えません。タスクフォースはTCFDの
調査、人工知能による評価、外部の取組みからの情報に基づき、気候関連財務情報の利用可能性および質の向上において進展が見ら
れたことを確認しました。

しかし、世界の平均気温上昇の抑制に必要な変化の速度⸺広範なセクターにわたる⸺を踏まえると、より多くの企業が気候変動の潜
在的影響を考慮し、重要な知見を開示することが必要です。

気候関連問題が企業に及ぼす可能性のある財務的影響に関しては、いっそうの明確さが必要です。気候関連の財務情報の利用者が最も
改善が必要なものとして特定した領域は、気候変動関連の問題が自社のビジネスに及ぼす可能性がある財務的影響に関して、企業がよ
り明確な情報を提供することでした。そのような情報がない場合には、利用者は情報に基づいて財務上の意思決定を行うために必要な
情報を入手できないこともあります。

シナリオを利用している企業の大半が、自社戦略のレジリエンスに関する情報を開示していません。TCFDの調査で気候関連リスクを重
要とみなし、自社戦略のレジリエンスを評価するのにシナリオ分析を利用していると回答した企業の5分の3が、自社戦略のレジリエンス
に関する情報を開示していません。これは重要な気候関連リスクを抱える企業の開示における重大なギャップですが、さまざまな企業、
業界団体、その他のグループとのディスカッションから得たタスクフォースの理解に合致するものです。すなわち、企業は社内での気候関
連シナリオの利用において依然として初期段階にあり、アプローチを発展させ、シナリオを自社の戦略構築プロセスに組み入れる方法を
学習中なのです。

気候関連の問題を主流化するには、複数の部署の関与が必要です。サステナビリティや企業責任を担当する部署がTCFD実施の取組み
の主な推進役ですが、リスク管理、財務、経営幹部もますます関与を深めています。タスクフォースは、気候関連の問題を主流化するに
は複数の部署の関与、特にリスク管理部門と財務部門の関与が欠かせないと考えています。

出所：2019年6月TCFDステータスレポート
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サステナビリティ問題が企業にどのような影響を及ぼすかを投資家が理
解するのに役立つ報告を行うことは望ましい進展であるものの、政策
や政治的介入がなくてもサステナビリティレポートが変化を促す契機と
なると期待するのは行き過ぎであると、ハンス・フーガーホースト氏は
警告しました。「私たちの基準は、公共の利益に対する企業の貢献を描
こうとするものではなく、企業自体の将来のキャッシュフローを投資家
が予測する際に役立つ情報を提供するものです」と、同氏は述べます。

さらに、気候関連リスクが企業の運営に著しい影響を及ぼす可能性が
ある場合には、その影響がどのようにして減損の計算に変数として織り
込まれているかについての情報は、財務諸表利用者にとって目的適合
性があるということも、同氏は指摘しています。気候変動の影響が顕
著となるにつれ、それはますます財務諸表で可視化されることになりま
す。サステナビリティの多くの問題は、長期的にのみ現れる可能性が
あり、過去の実績を基礎としている財務諸表には表示されない傾向が
あります。しかし、より広範な財務報告は、これらの事例においても重
要な役割を果たすことができます。

ハンス・フーガーホースト氏の重要な見解の1つは、「サステナビリティ
レポートの分野にはあまりにも多くの基準と指針がある」ということで
す。「これは利用者にも企業にも大きな混乱を引き起こします」と、同
氏は述べています。国際的な共同イニシアチブであるコーポレート・
レポーティング・ダイアローグ（CRD）のなかで各種基準間の整合性を
整理する連携推進プロジェクト（Better Alignment Project）は、この問
題を解決することに取り組んでいます。初回の研究結果は2019年9月
に公表される予定です。

初年度、同プロジェクトの参加者5はTCFDの提言に対するフレームワー
クを作成中であり、さまざまな重点項目や意見を考慮に入れつつ、将
来的には可能な限り指標を統一することを視野に入れています。初年
度のレポートでは、これらのフレームワークがいかに相互に適合し補完
し合うかを説明し、今後取り組むべき領域を特定することになります。

EUの要件拡大

2017年1月1日以降開始する事業年度では、改正されたEU非財務情報
開示指令により、大企業およびグループ企業は、連結マネジメントレ
ポートに特定のESG関連レポートを含めることが要求されています。

5  CDP、気候変動開示基準委員会（CDSB）、グローバル・レポーティング・イニシア
チブ（GRI）、国際統合報告評議会（IIRC）、サステナビリティ会計基準審議会（SASB）。

私たちの基準は、公共の利益に
対する企業の貢献を描こうとする
ものではなく、企業自体の将来の
キャッシュフローを投資家が
予測する際に役立つ情報を
提供するものです
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気候関連の開示が推奨されています。企業は活動の動向、実績、状況、
影響について理解するのに必要な程度に応じて、推奨されている開示
に準拠することが期待されています。

企業はまた、利害関係者にとっての比較可能性を最大化するために、
一般に認められている報告基準とフレームワークに準拠し、情報を開
示することが期待されています。EUおよびグローバルなレベルでの一
貫性ある報告を促進するために、このガイドラインはコーポレート・レ
ポーティング・ダイアローグ（CRD）の範囲内でいくつかの認められた
報告フレームワークおよび基準を参照しています（上記を参照）。

国の規制要件の強化

各国の規制当局もまた措置を講じています。報告要件に加え、気候変
動関連の財務情報の開示への参照を明示する形で上場規則とスチュ
ワードシップ行動規範が強化されています。

2018年12月にオーストラリア会計基準審議会は、気候関連の開示が
どのような場合に重要となり、したがってIFRS財務諸表に含めなけれ
ばならないかを考察するディスカッション・ペーパーを公表しました8。
このディスカッション・ペーパーは、特定の業界において有形固定資
産や鉱物資源との関連で認識される資産などの帳簿価額は、気候関
連リスクの影響を適切に考慮に入れていない場合には過大評価されて
いる可能性があると述べています。

2019年年初に英国財務報告評議会は、英国スチュワードシップ・コー
ドの変更に取り組みました9。特に、機関投資家にいつどのようにスチュ
ワードシップ活動を拡大するかについて明確なガイドラインを設定する
よう要求する原則4に対して、ガイダンスを追加することを提案しまし
た。そのガイダンス案では、「機関投資家が介入を望む事例には、企業
の戦略、業績、ガバナンス、報酬、リスクへのアプローチに懸念（社会
および環境問題から生じる可能性のあるものを含む）がある場合が含
まれるが、これらに限定されるものではない」と述べられており、「最初
の協議は内密に行われるべきだが、機関投資家が介入しても企業が
前向きな対応を行わない場合、機関投資家はその活動を拡大するか
どうかを検討すべきである」と付け加えています。

中国証券監督管理委員会は環境保護部と協力して、2020年までにす
べての上場企業と債券発行体が自社の業務に関連するESGリスクを開
示しなければならないという新たな要件を導入しました。中国香港特
別行政区の香港証券取引委員会（SFC）は、グリーンボンドの発展に多
大な労力を費やしたものの、グリーンファイナンスのその他の重要な領
域が無視されてきたと述べました10。2018年9月にSFCの責任者は、「こ
れまではニッチであったが間もなく金融メインストリームの重要な構成
要素となる領域でリーダーとなれるよう、私たちは遅れを取り返す必
要がある」と述べています。SFCは現在、上場企業による環境関連の
開示に重点を置いています。

この指令は、貸借対照表日に当該事業年度中の平均従業員数が500

人以上（連結ベース）の、大規模グループの親会社である公益法人に
適用されます。連結非財務諸表には以下のような、「少なくとも環境・
社会・従業員（人権、腐敗および収賄防止について）に関連するグルー
プの活動の動向、実績、状況、影響を理解するのに必要な情報」が含
まれます。

A） グループのビジネスモデルに関する簡潔な説明

B） これらの事項に関するグループの方針の説明（実施したデューデリ
ジェンスのプロセスを含む）

C） 方針の成果

D） グループの業務に紐付けられるこれらの事項に関する主なリスク
（該当する場合適宜、これらの領域で不利な影響を及ぼす可能性
の高い取引関係、商品、サービス、グループがこれらのリスクを管
理する方法を含む）

E） 特定の事業に関連する非財務的重要業績評価指標

グループがこれらの1つまたは複数に関連する方針を定めていない場
合には、連結非財務諸表ではその明確かつ合理的な理由の説明を提
供しなければなりません。

企業はまた、次の開示を行わなければなりません。すなわち、

 –  事業の管理・経営・監督機関に適用される年齢、性別、学歴、
職歴などの特徴に関するダイバーシティ方針の説明

 –  そのダイバーシティ方針の目的

 –  その方針がどのように実施されてきたか

 –  報告期間におけるその結果

また、そのような方針が定められていない場合には、連結非財務諸表
にその理由の説明を含めなければなりません。

サステナブルファイナンス・アクションプラン6の一環として、欧州委員
会は現在、気候と気候変動に関する経済活動が事業に及ぼす影響の
報告に関して実務的な提言を提供するためのガイドライン7を公表して
います。

このガイドラインはTCFDの提言を取りまとめ、EUのテクニカル・エキ
スパートグループの提言を基に策定されています（セクション03を参
照）。これらはEUの非財務情報開示指令の適用範囲に含まれる企業
が使用することを意図したガイドラインですが、その適用範囲を拡大す
ることもできます。同指令には、①ビジネスモデル、②方針および
デューデリジェンス、③方針の成果、④主なリスクおよびリスク管理、
⑤重要業績評価指標という5つの各報告領域に関して、限られた数の

6  https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
7  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-

auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
8  https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB_AUASB_Joint_

Bulletin_13122018_final.pdf

9  https://www.frc.org.uk/getattachment/b11e40ec-7d2e-4acb-9619-ae210fc9ac18/
Annex-B-Proposed-Revisions-to-the-UK-Stewardship-Code-2012-vs-2019-
Jan-2019.pdf

10  https://www.sfc.hk/web/EN/files/ER/PDF/Speeches/Ashley_20180919.pdf
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EUの金融サービス規制は先進的であり、影響が広範囲におよぶことが見込まれます。機関投資家（保険会
社や年金基金を含む）、資産運用会社、集団投資ファンドがすべて対象となります。新たな要件は、EU圏内
外で彼らが投資するあらゆる種類の企業に著しく広範な影響を及ぼすでしょう。

また、低炭素ベンチマークの2つの新カテゴリーの形成やEUの信用格付会社による開示の強化に加え、銀行
および保険会社はストレステストの実施に際して気候関連リスクにいっそう大きな注意を向けることが求めら
れています。

2016年に欧州委員会は、サステナブルファイナンスに関する全般的かつ
包括的なEU戦略の策定を支援するために、ハイレベル専門家グループ
（HLEG）を設立しました。2017年7月の中間レポートでHLEGは、欧州
金融システムにとって必要な2項目を特定しました。すなわち、価値創
出における長期的リスクおよび無形要素の評価と管理を改善することに
よる、金融安定性と資産評価の強化。そして、長期的資金調達ニーズ
に応えながらサステナブルな経済への移行を加速することにより、サス
テナブルで包摂的な成長への金融セクターの貢献度を高めることです。

対応として、同委員会は2018年5月に以下のような一連の法案を公表
しました11。

 – 経済活動が「環境面でサステナブル」であるかを判断する統一的基
準（タクソノミー）

 – 機関投資家および仲介業者のための開示要件

 – 低炭素ベンチマークの新カテゴリーの作成

 – ESGの検討を「サステナビリティ」テストに組み入れるための金融商
品市場指令II（MiFID II）および保険販売業務指令（IDD）の改正

E、S、Gの定義

この一連の法案の重要部分はタクソノミー、すなわち経済活動が「環境
面でサステナブル」であるかを判断する基準を定める規制です。ここで
はESGのEに重点が置かれており、これと対照的に、SおよびGファク
ターは開示に関する別個の規制においてわずかに触れられているのみ
です（11ページを参照）。

ある活動が環境面でサステナブルとなるためには、以下の目標の1つ
以上においてサステナビリティに貢献し、どの目標も著しく阻害せず、
委任法令（Delegated Act）が定めることになる最低限の保護条項と専
門審査基準を満たさなければなりません。この規則の本文は2020年7

月から2022年12月の間に適用が開始します。

広範囲に影響がおよぶ
EUの金融サービス規制

投資家と受益者に対する開示

サステナビリティ関連の開示規制は、金融市場の参加者および金融ア
ドバイザーに対し、サステナビリティ・リスク（SR）の組入れとプロセス
におけるサステナビリティへの不利な影響の検討についての開示を行
い、金融商品（ファンドや年金型商品を含む）について関連情報を提供
することを要求しています。

金融市場の参加者は、投資の意思決定プロセスにSRを組み入れるこ
とについて、自社のウェブサイト上で方針を公表しなければなりませ
ん。また、投資の意思決定がサステナビリティファクターに及ぼす不利
な影響を検討しているかどうか、検討している場合にはその特定、優
先順位付けとサステナビリティへの主な不利な影響の説明、実施済み
の対応または対応計画などを含む、デューデリジェンス方針を公表し
なければなりません。そのような検討を行っていない場合には、行っ
ていないことを明記し、その理由と今後実施するかどうか、いつ実施す
るかを記載しなければなりません。

タクソノミー規制が設定する6つの環境目標

1. 気候変動の緩和

2. 気候変動への適応

3. 水および海洋資源のサステナブルな使用と保護

4. 循環型経済への移行、廃棄物抑制とリサイクル

5. 汚染の防止と抑制

6. 健全なエコシステムの保護

03

11  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3730_en.htm
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EUによるサステナブルな投資および 
サステナビリティ・リスクの定義

サステナブルな投資とは、以下のいずれかまたは両方に該当
するものを意味します。

(i) タクソノミー規則の第2条に規定されている環境面でサステ
ナブルな投資をはじめとする、環境目標に貢献する経済
活動への投資

(ii) 社会的目標に貢献する経済活動への投資。特に不平等の
問題への取組みに貢献する投資、社会的団結、社会的統
合、労働関係を育成する投資、人的資本や経済的または
社会的に不利なコミュニティへの投資

投資がこれらの目標のいずれも著しく阻害せず、投資先企業が
適切なガバナンス慣行に従い、特に健全な経営構造、従業員
関係、関連スタッフの報酬、税務コンプライアンスの点で適切
である場合に、サステナブルな投資と定義されています。

サステナビリティ・リスク（SR）は、サステナビリティへの不利
な影響から生じる投資価値への負の影響（実際の影響または
潜在的影響）を引き起こし得るESG事象または状況と定義され
ています。

契約前の開示（例えば、ファンドの目論見書）には、SRが投資の意思決
定に組み入れられている方法の記述と、金融商品のリターンにSRが及
ぼす可能性のある影響の評価、またはSRが無関係である理由の明確
かつ簡潔な説明を含めなければなりません。

サステナブルな投資目標を持つ金融商品は、EまたはSの指標あるいは
サステナブルな投資の影響の評価、測定、監視に用いられる方法を開
示しなければなりません。インデックスを指定した商品は、当該イン
デックスがどの程度目標と整合しているか、広範な市場インデックスと
異なる理由を開示しなければなりません。

2022年までに各金融商品は、サステナビリティファクターの主な不利
な影響を検討しているかどうか、検討している場合にはその方法、検
討していない場合にはその理由の、明確かつ合理的な説明を開示しな
ければなりません。

低炭素ベンチマーク

EUベンチマーク規制は、「低炭素ベンチマーク」（標準的な自己資本の
加重平均ベンチマークと比較して炭素排出量が少ない）と「ポジティブ・
カーボン・インパクトベンチマーク」（このベンチマークに組み入れられ
ている資産は、炭素排出削減量のうちカーボンフットプリントを上回っ
ている部分を基準として選定されている）への参照を含めるために
改正されました。EU気候移行ベンチマーク（EU Climate Transition 

Benchmark, CTB）とパリ協定整合ベンチマーク（EU Paris-aligned 

Benchmark, PAB）という2つのベンチマークが新たに設定されました。

サステナビリティ・リスク（SR）の
組入れとサステナビリティへの
不利な影響の検討に関する開示
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EUの新たなベンチマーク

CTB：原資産を「結果として、ポートフォリオが炭素排出量削
減路線を維持する方法で選択、加重、除外する」

i. 企業は期限を定めた測定可能な炭素排出量削減目標を開
示する。

ii. 企業は関連する子会社のレベルまで細分化した上で、炭
素排出量の削減を開示する。

iii. 企業はこれらの目標に対する進捗状況について、年次で
情報を開示する。

iv. 原資産の活動は、その他のESG目標を著しく阻害するもの
ではない。

炭素排出量削減路線とは、「スコープ1、2、3の炭素排出量がパ
リ協定の長期的な温暖化目標に合致する方向へと向かって削
減される、測定可能かつ期限を定めた科学を基礎とする路線」
を意味します。

PAB：原資産を「ベンチマークのポートフォリオの炭素排出量
がパリ協定の長期的な地球温暖化目標に合致する結果となる
ように選択する」

各ベンチマークまたはベンチマーク群（通貨および金利のベンチマーク
を除く）に関して、方法論の主な要素がESGファクターをどのように反
映するかについて説明しなければなりません。除外されるのは、例え
ばベンチマークに含まれるものと両立できない水準のカーボンフットプ
リントまたは化石燃料を備蓄している企業です。ベンチマークがESG目
標を設定しない場合には、明確にそれについて述べなければなりませ
ん。原資産の選択基準やこれらの資産の選択変更基準および方法に
関する詳細については、委任法令で定められることになります。

適合性テスト

金融商品市場指令Ⅱ（MiFID II）および保険販売業務指令（IDD）の下
では、仲介業者はクライアントのESG選好に関して情報を求め、それ
を検討しなければなりません。

2019年5月、ソルベンシー II指令およびIDDの改訂に関して同委員会へ
の専門家の助言が行われ、そのなかで欧州保険・年金監督局（EIOPA）
は次のように指摘しました。「サステナビリティ・リスクの評価は、事業
経営、外的環境、および両者の相互作用についての深い知識を必要と
します。それらの目的上、関連する知識には、特にエコロジー、法律、
社会学、金融市場など、さまざまな領域の広範な知識が含まれる可能
性があります」

同時に、欧州証券市場監督機構（ESMA）は同委員会に対して、以下を
含むMiFID IIへのレベル2の修正に関する最終的助言12を公表しました。

 – クライアントの投資目標の評価と金融商品の分類に際しては、ESG

の選好を考慮する。

 – 譲渡可能証券への集団投資の引受（UCITS）およびオルタナティブ
投資ファンドの運用会社に対して、内部手続きおよび投資プロセス
にSRを組み入れ、利益相反を特定・管理することを要求する。

 – ESGファクターを信用格付けに含めているか、およびどのように含
めているかに関する最低限の開示を要件とする。

資産運用会社は新たなコントロールを設定し、ESMAは、ことによると
人員を増やさなければならないだろうと述べ、企業は「サステナビリ
ティ・リスクの評価には十分な人材と専門的リソースを投じる必要があ
る」と指摘しています。また、報酬体系もサステナビリティ・リスクや
目標に連動させなければならないため、全方針および文書を見直して
改定し、投資家に対する契約前の開示および定期的開示の両方を増
強することが必要となります。

ESMAはまた、サステナビリティ調整ネットワークを設立しており、方
針の策定とサステナビリティの検討を金融規制に組み入れる上で各国
の規制当局と協力する予定です。

現在の立法状況

欧州議会と欧州理事会は、開示要件（特定領域以外は2020年秋まで
に実施）と低炭素ベンチマークの新たなカテゴリー（2020年4月まで
に実施）を採択しました。また、MiFID IIおよびIDDの下で委任指令に
対する最終的な修正を公表しました。

それでもなお、共同立法者がこのタクソノミー規制に同意する必要が
あります。特に困った点は、レベル1の規制における強制要件に強い意
見の対立があることです。サステナブルファイナンスは新委員会の重要
目的であり続けるでしょう。しかし、新議長国に就任したフィンランド
や待望の金融サービス委員など、議会の多くの新メンバーには非常に
多様な政治的グループが混在しており、同規制採用への道のりは平坦
ではありません。

一方同委員会は、低価格小売店のグリーン投資受け入れを促すため
に、エコラベルの導入を検討しています。

テクニカル・エキスパートグループのレポート

同委員会は提案の専門的側面の発展を支援するために、サステナブル
ファイナンスに関するテクニカル・エキスパートグループ（TEG）を設立
しました。2019年6月、TEGは以下の3つのレポートを公表しました。

 – 広範なセクターにわたる事象に基づいた、環境面でのサステナブ
ルな経済活動に関する分類システム（タクソノミー）13。これは気候
中立的経済の実現に貢献する経済活動を支援しそれに投資する最
善の方法について、政策立案者や業界、投資家に実践的ガイダン
スを提供することを目的としています。

12  https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-measures-promote-sustainability-in-eu-capital-markets
13  https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en
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 – EUのグリーンボンド基準14⸺気候および環境に配慮した活動の
うち、どの活動がEUのグリーンボンドによる資金調達に適格か判
断するための明確かつ比較可能な基準です。基準の確立と、欧州
各国政府および機関、市場参加者、その他のステークホルダーが
その実施を支援かつ監視できる方法の確立に関して、10の推奨事
項があります。最善の市場慣行に基づき提案された基準はタクソ
ノミー規制と合致し、強制的な報告事項（収益の使途および環境
への影響に関する）を網羅し、グリーンボンド・フレームワークの
検証を含んでいます。

 – EU気候ベンチマークおよびベンチマークのESG開示⸺方法論
に関する暫定的な推奨事項15と、新たな2種類のベンチマークに関
する最小限の基準についての詳細な専門的ガイダンス。このレポー
トはまた、さまざまなESGファクターおよびそのパリ協定との合致
に関して、全ベンチマークにわたる情報の透明性と比較可能性の
向上に必要な最低限の開示要件を設定しています。その目的は、
投資家が気候を意識した投資戦略を採用し、「グリーンウォッシン
グ」⸺商品が実際よりも環境に配慮しているかに見えるように、
根拠のない主張または誤解を招く主張を行うこと⸺のリスクに
対処できるようにすることです。

TEGへの委任は、提案をさらに洗練させ発展させる時間を確保するた
めに、2019年末までに延長されました。

信用格付けの開示

2019年7月、ESMAは欧州委員会に対し、信用格付機関（CRA）規制
の下で、信用格付市場におけるサステナビリティへの検討に関する専
門的助言16を公表しました。また、ESGファクターがどのような場合に

信用格付けや見通し変更の原動力となるかを開示することをCRAに求
める、最終的なガイドラインを公表しました。

ESMAは、CRAによるESGファクターの検討に関する進展が市場主導
であるか、あるいは公共政策主導であるかに着目しており、CRAは、こ
のことが今後数年にわたって、より多くのリソースを必要とする重要性
が増している問題であることに留意しています。

銀行および保険会社によるストレステスト

一方で、銀行と保険会社に対しては、自社のストレステストの実施に
おいて、あらゆる種類の気候変動リスクを組み入れることへの圧力が
増加しています。

2019年4月、英国の健全性監督機構は、銀行および保険会社が2019

年10月までに、気候変動に関連する財務リスクから自社を保護する計
画を提出するよう求める監督声明17を公表しました。企業は既存のガ
バナンス・フレームワークに気候変動を組み入れ、取締役会レベルの
監督責任を割り当てることが必要となります。最高リスク管理責任者
は、気候変動に対する自社の戦略的対応を周知し、気候変動リスクを
リスク管理プロセスに組み入れるために、長期的シナリオのテストを
検討することが必要となります。

欧州委員会は、ESGリスクを銀行のリスク管理プロセスおよびEUの健
全性監督に統合し、ESG目標を銀行の事業戦略および投資方針に統合
する作業のための入札を行いました。

これが銀行の企業金融と融資活動にどのような影響を及ぼすかはまだ
明らかではありませんが、変化は避けられず、資本調達企業に影響を
及ぼすと思われます。

14  https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-
bond-standard_en

15  https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-climate-
benchmarks-and-disclosures_en

16  https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-credit-
rating-sustainability-issues-and-sets-disclosure

17  https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/
policy-statement/2019/ps1119.pdf?la=en&hash=CD95D958ECD437140A4C7CF
94337DAFD8AD962DE
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フランスは法的要件においてリーダー的存在となっています。2017年
6月以降、機関投資家および資産運用会社は、自社のウェブサイトお
よびファンドの年次報告書において、ESGファクターをどのように検討
しているかについて報告を義務付けられています。また、ESG基準を統
合する金融商品のための2つの認定ツールが開発されました。

新たな「PACTE」法案（「企業の成長・変革のための行動計画に関する
法案」）の下で、フランスの金融サービス規制当局である金融市場庁
（AMF）は、資産運用会社によって提供される自社の低炭素戦略と気
候変動関連リスクの管理に関する情報の質の保証に責任を持つことに
なります。2018年11月、AMFはサステナブルファイナンスに関するロー
ドマップを発表し、新たな戦略およびサステナブルファイナンス部門を
創設しました。また、2019年7月には、資産運用会社の短期的なテー
マ調査による発見事項を公表しました18。

タックスヘイブンとして知られる英国領ガーンジー島では、2018年7月
に金融サービス委員会が、グリーン投資の適格基準を満たす投資ビー
クルを特定するために、ガーンジー・グリーンファンドの指定制度を立
ち上げました19。ファンドの目論見書が基準を満たしているという独立
第三者機関による認証を提出するか、またはファンドの運用管理者の
署名入り宣言を確保できる場合に、「グリーンカイトマーク」を使用する
ことができます。

ファンドの資産は、少なくともその75%が環境へのダメージを軽減す
る目的のもので、ダメージを考慮した結果、環境にプラスの結果をも
たらすのでなければなりません。これらの資産は、再生可能エネルギー
やエネルギー効率の高いもの、低炭素テクノロジーなど、定義された
一連の資産クラスに該当しなければいけません。残りの資産は、全体
の目的を阻害するものや、廃棄物の埋め立て、化石燃料、あるいはウ
ラン採掘など、非合法の資産クラスに該当するものであってはいけま
せん。

2018年10月、ルクセンブルクは「サステナブルファイナンスへのロード
マップ」を発表し、アジェンダ2030とパリ協定の目標に貢献しています。
2016年に立ち上げた世界初のグリーン金融商品専門の上場市場であ
るルクセンブルク・グリーン取引所を基盤として、ルクセンブルクは再
生可能エネルギーのプロジェクトに連動するグリーン・カバードボンド
のための法的枠組みも構築しました。

スウェーデンの規制当局である金融監督庁は、サステナビリティ関連の
リスクおよび機会は金融機関の事業と連動するその他のリスクおよび
機会と異なるものではないと主張しています。同庁は、サステナビリティ
はコーポレート・ガバナンスの限られた領域において管理するべきで
はなく、むしろ、コーポレート・ガバナンス全体の一部として管理する
べきだと述べています20。2018年11月に同庁は、サステナビリティを企
業のガバナンスに統合することについて、67社の情報伝達方法を調査
しました。そこでわかったことは、取組みは進んでいるものの、多くの
企業はこの領域にさらに注力する必要があるということでした。当局
は、サステナビリティ方針が事業レベルでどのように統合されているか、
また、これらの方針による効果の有無について解明するのは難しいとい
うことを明らかにしました。

ベルギーでは、2019年3月に金融規制当局がESG投資商品のための定
性的基準を公表しました。また、オランダでは、2019年における金融
規制当局の優先事項の1つがサステナビリティで、特にサステナブル投
資商品に関する報告です。これは、報告が不正確、不明確、誤解を
招く場合に対策を講じることを意図したものです。また、サステナブル
ボンドの成長市場およびそのリスクについて分析しています。

中国は香港特別行政区（SAR）において、香港証券取引委員会（SFC）
が資産運用会社によるESGファクターの投資プロセスへの統合を分析
しています。SFCは、資産運用会社が単にESGファクターを考慮してい
ると述べるだけで、投資家に確固たる方法論を開示しないのではもは
や十分ではないと述べています。SFCはさらに、グリーン投資商品に関
する一貫性ある開示またはラベリングのガイドラインを策定しようとし
ています。

アラブ首長国連邦（UAE）では、2019年1月のサステナビリティ週間に
開催されたフォーラムにおいて、アブダビ・グローバル・マーケットが
サステナブルファイナンス行動計画を明らかにしました21。これには以
下の4つの目的があります。

 – サステナビリティを規制の枠組みに組み入れることで、サステナブ
ルファイナンスの活動拠点となる。

 – 地域や各国の政府機関と対話を行い、UAEおよびその周辺地域に
おいてグリーン投資およびサステナブル投資を促進する。

個々の管轄地によって、サステナブルファイナンスに対するアプローチが異なります。全般的戦略を策定した
政府もあれば、特定の要件を採用している金融監督機関もあり、これまでのところ、市場原理に委ねる傾向
にある機関もあります。どのアプローチを選択するにせよ、活動量により企業の対応に対する圧力は増して
います。

ESGに対する各国の対応の違い04

18  https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/
annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd7cd53
2f-933d-462c-b0d0-03d994994b3f

19  https://www.weareguernsey.com/news/2018/guernseys-new-green-fund-
certification-boosts-a-growing-asset-class/

20  https://www.fi.se/en/published/reports/reports/2018/integration-of-sustainability-
-in-corporate-governance/

21  https://www.adgm.com/mediacentre/press-releases/adgm-launches-the-
sustainable-finance-agenda-to-develop-vibrant-sustainable-finance-and-
investments-hub/
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 – UAE全体でサステナブルファイナンスの知識、認知度、受容度を
高めることに全力を尽くす。

 – UAEの市場およびUAEが提供する商品およびサービスの範囲内
で、サステナブルファイナンスのフレームワークを構築する。

米国商品先物取引委員会は、気候関連市場リスク分科会を設立しまし
た。米国の金融システムの安定化に気候変動が及ぼすリスクを特定お
よび精査し、これらの脅威に対する計画を策定するための分科会です。

2019年7月に立ち上げられた英国のグリーンファイナンス戦略22は、次
の2つの目標を定めています。①政府の支援により、民間部門の資金
の流れをクリーンかつ環境上、持続可能な回復力ある成長と一致させ
ること。②英国金融部門の競争力を強化すること。これらは以下の3

つの柱に支えられています。

 – 「グリーニング・ファイナンス」：気候および環境要因からの現在お
よび将来の財務リスクおよび機会が財務上の主要な意思決定に確
実に統合されるようにし、グリーンファイナンス商品の市場が安定
するようにします。英国規制当局の4つの機関は、具体的な規制
措置の概要を示す共同声明を発表しました。

 – 「ファイナンシング・グリーン」：英国が炭素排出目標とクリーンな
成長、レジリエンス、および環境面での大志、ならびに国際的な目
的を達成するのを支援するために、資金調達を加速させます。

 – 「機会を捉える」：英国の金融サービスが、気候関連のデータや分
析などのグリーニング・ファイナンスならびに新たなグリーンファイ
ナンスの商品およびサービスなどのファイナンシング・グリーンから
生じる国内外のビジネスチャンスを確実に捉えられるようにします。

新興国市場の柔軟なグリーン対応

2019年2月、証券監督者国際機構が新興国市場におけるサス
テナブルファイナンスに関する2ヵ月にわたる調査結果23を公表
しました。これは新興国市場の規制当局、証券取引所、政策
立案者、その他の主要関係者がこの領域で行っている取組み
の概要を示し、いくつかの推奨事項を提示するものです。

 – 発行体および規制を受ける企業が、ESG特有の問題を自
社の全体的リスク選好およびガバナンスに統合すること

 – ESG特有の開示および報告

 – データの質の向上

 – 適格な活動の定義

 – ESG特有の問題を機関投資家の投資分析に統合すること

 – ESG問題に関する能力と専門知識の構築

22  https://www.gov.uk/government/publications/green-finance-strategy
23  https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD621.pdf
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ドイツでは、ポートフォリオにサステナビリティを組み入れている機関
投資家が増えていますが、2017年に実施された調査24では、ESGの受
容は他の欧州諸国よりも緩慢でした。65%ほどが投資先の選定に際し
てサステナビリティ基準を考慮しており、これに比べ、2013年の調査で
は48%でした。

米国では、大手の議決権行使助言会社が機関投資においてESGを推
奨しています。ISSおよびグラス・ルイスは、ジェンダーダイバーシティ、
環境監視、「取締役の過剰兼務」、および企業幹部の報酬体系に関して
新たなガイドラインを公表しました25。ただし、ESGが重視するのは、
コストの増加およびコンプライアンスを通じて米国企業の競争力を低
下させるという懸念であり、米国内には、上記およびその他の議決権
行使助言会社に対する制限を求める声もあります。

2018年7月、資産総額3兆米ドルを超えるアブダビ、クウェート、ニュー
ジーランド、ノルウェー、サウジアラビア、カタールの6つのソブリン・
ウエルス・ファンド（SWF）は、ワン・プラネットSWFフレームワーク26

を立ち上げました。その目的は、大規模かつ長期的な多様性のある
資産プールの管理と気候変動分析の統合を加速させることです。これ
らのプールのレジリエンスとサステナブルな成長を高めるために、同フ
レームワークは以下の点におけるSWFの支援を目指しています。

 – 気候変動に関連する主要原則、方法論、指標の共通理解を促進
する。

 – 投資に際して、気候関連のリスクおよび機会を特定する。

 – 投資家および金融市場の参加者として自らの優先事項を上手く伝
達するために、投資の意思決定フレームワークを強化する。

ワン・プラネットSWFフレームワークの 
3原則

原則1：アラインメント－SWFの投資ホライズンに沿って、気
候変動への配慮を意思決定に組み入れる。

原則2：オーナーシップ－企業が価値創出の推進のために、
自社のガバナンス、事業戦略および計画、リスク管理、公的
報告において気候変動の重要問題に取り組むことを奨励する。

原則3：統合－気候変動関連のリスクおよび機会の検討を投
資運用に統合し、長期的な投資ポートフォリオのレジリエンス
を高める。

2019年7月、グローバルな資産運用会社8社が集まり、このフレームワー
クを支援するワン・プラネット・アセットマネジャー・イニシアチブを立
ち上げました。このフレームワークは、資産運用会社に、企業が一貫
性あるフォーマット（TCFDの推奨事項を厳守したフォーマットなど）に
おける標準化された方法論を使用して、気候変動関連のデータを提供
することを推奨するよう促しています（セクション02を参照）。

規制当局の介入に対する投資家の懐疑的姿勢

ESGに対する投資家の要求が高まる一方で、規制当局の介入には懐
疑的な傾向があります。米国証券アナリスト（CFA）協会による欧州全
域調査は、課題を次のようにまとめています27。すべてではないもの
の大半の機関投資家は、サステナビリティをポートフォリオに組み入れ
るべきだと考えています。ただし、すべてではないものの大半の機関
投資家が、ESG対策を義務付けるべきではないと考えています。

機関投資家の要求が資産運用会社や資本調達を行う企業の変化を促しており、資産運用会社に対して、ESG
ファクターを自社の投資プロセスにどのように統合しているかを公表し、より明確に説明するよう圧力をかけ
ています。特定投資家は規制措置には懐疑的ですが、彼らの要求による影響が資本市場においてますます感
じられるようになっています。

投資家の要求が
組織的対応を促す

05

24  http://www.union-investment.es/home/Competencies/Responsible-
Investment/2017_sustainability_study.html

25  http://www.canadianminingjournal.com/features/whats-new-for-2019-proxy-
season-iss-and-glass-lewis-updates/

26  https://oneplanetswfs.org/
27  https://www.cfainstitute.org/advocacy/issues/esg-sustainable-investing
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気候変動が事業に対して持つ意味は複雑で、セクターによって変わります。1つの企業がバリューチェーンの
異なる部分において、気候関連の大きなビジネスチャンスと大きな財務リスクの両方に同時に直面することが
あります。

パリ協定に従って温室効果ガスの排出を削減するために、世界中で埋
蔵が確認されている化石燃料の大部分はそのままにしておく必要があ
ります。投資家がこれらの資産に関係する株式や債券を保有している
ため、これは金融システムにとって課題となっています。数兆ユーロの
資産が座礁資産となるリスクがあるのです。

例えばドイツは、2038年までに国内にある84の石炭火力発電所をす
べて閉鎖することを計画しています。2019年７月、気候変動に関する
機関投資家グループ（IIGCC）とクライメイト・アクション100+のメン
バーである有力な投資家グループが、欧州の大手建材メーカーに対し
て、2050年までに二酸化炭素の正味排出量ゼロを目標とするよう求め
ました。

気候変動は水資源の利用可能性や土壌の肥沃度、生活全般の状況に
影響を及ぼします。これは、イングランド銀行総裁のマーク・カーニー
が「賠償責任リスク」と呼ぶものにつながります。すなわち、温室効果
ガスを大量に排出する企業が、気候変動の被害者から訴訟を起こさ
れ、損害賠償を命じられるリスクです。例えば米国の一部の州では、
主要都市と慈善団体が化石燃料企業に対して法的措置を講じ始めま
した。これに、気候変動避難民と予測不能な政治的措置が加わります。

一部にとっては機会

カーボンニュートラルな世界への移行により、勝利する企業がある一
方で、主としてリスクに直面する企業も数多くあります。気候変動を許
容可能な水準に保つための努力が高まるにつれて、排出集約型製品
およびサービスの代替ソリューションや、正味排出量がマイナスとなる
ビジネス・ソリューションへの需要が増大しています。

再生可能な資源、エネルギー効率、循環型経済、資産シェアリング、
二酸化炭素吸収源の管理業務にかかわる企業には、利益を追求しな
がら同時にソリューションの一部となる機会があります。パリ協定の目
標達成に必要な低炭素およびゼロ炭素ソリューションへの投資だけで
も膨大であり、毎年1,800億ユーロの追加投資が見積もられています。
この市場では、サステナブルかつイノベーティブな多くの企業が成功す
ることでしょう。金融事業の拡大に、グリーンボンド、グリーンローン、
その他の新たな形態のサステナブルファイナンスが利用可能です。

気候変動によるリスク
および機会

06
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財務条件におけるESG関連のリスクおよび機会をこれまでに評価して
きた企業はほとんどありません。したがって、資本市場に提供される
情報は、控えめなレベルから始まっています。とはいえ、企業にとって
も投資家にとっても投資金額は莫大です。個々の企業からのESGファ
クターの財務的影響に関する情報と、資産クラスおよび投資ビークル
全般にわたる情報を必要とする金融機関にとっては、課題が増加する
こととなります。

各国政府が気候変動とその他のESG問題に対処する責任を深刻に受
け止めていることは明らかです。また、金融セクターは近い将来、課
されることになる要件に対応しなければなりません。しかし何より、投
資家の要求が高まっています。情報は実体経済から、すなわち製造、
貿易、製品およびサービスの提供に携わる非金融企業から取得する必
要があります。

企業の見解によれば、資本市場とやり取りする際には、ESGファクター
に関して投資家や貸し手の言葉で語ることが重要となります。リスク調
整後リターンの期待値とサステナブルファイナンスの規制が原動力とな
る、資本市場の情報ニーズとは何でしょうか。何が企業の重要な財務
リスクおよび機会であり、それらはどのように管理され、予想される財
務上の関連性とは何でしょうか。どの事業にESG目標が統合され、設
定されていて、なぜそれらは財務上重要であり、どのように進捗状況が
測定されているのでしょうか。ガバナンス、方針、取締役会の監視は
どのように目標への着実な前進を確実なものにし、実際にどのような
結果をもたらすのでしょうか。新たな報告ガイダンスおよび要件は、サ
ステナブルな資本市場が必要とするこうした情報の開示を支援してい
ます。

既存のあるいは今後課される非財務報告の要件に関して積極的かつ
建設的に行動しなければ、数多くの否定的な結果が生じる可能性があ
ります。

 – 資本へのアクセスがより困難になる

 – 不十分な情報のために増大したリスクプロファイルにより株式の評
価が低下する

 – 違反行為に関連する措置

 – 気候変動によって生じる事業リスクおよび機会に関する時期を逸し
た行動により、財務業績が悪化する

今こそ行動の時：気候変動およびその他の財務上重要なESG
ファクターからの戦略的結果を検討すること。現行および今後
課される規制および投資家の要求を満たすためのシステムお
よびプロセスを構築すること。主要な報告において、ESGイン
パクトおよびリスクを開示すること。

TCFDステータスレポート2019

TCFDのステータスレポートでは、気候変動の壮大な規模と複
雑な性質により、特に経済的意思決定の観点から他に類を見
ない困難が生じていると指摘しています。そのため、以下のよ
うな企業の能力が試される見解が見受けられます。

「･･････多くの企業は、気候変動の影響は長期にのみ関連す
るため、現在の意思決定には必ずしも関連しないとする、誤っ
た見解を持っている」

「企業が戦略および営業活動において、気候変動による影響
とそれに関連する軽減措置および適応能力を検討し、関連す
る重要な情報を開示することは、これまでになく重要となって
いる」

「･･････投資家は、広範なセクターにわたって、企業がどのよ
うに低炭素経済に対する準備を行ったか、または準備を行って
いるかについて、より質の高い情報を必要としており、このニー
ズを満たす企業は、競合他社に対する競争優位性を有する可
能性がある」

今こそ行動の時07
本稿に記載されている動向はすべて1つの方向へと向かっています。すなわち、投資家の要求と規制要件を
満たすために、企業からのより多くの質の高い情報が必要とされています。
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洞察を深めるために

略語

グローバルサステナビリティ研究所への登録
KPMGグローバルサステナビリティ研究所に登録すると、KPMGの
最新のサステナビリティ研究、ニュース、見解をご覧になれます。

世界を変えつつある数字
責任投資への需要の増大が明らかに

この小冊子は、責任投資の実施をめぐる
問題に対処すべきことを検証しています。
この移行がいかに重要かを示す、全投資
市場にわたる統計が示されています。今
すぐご覧になり、この動向の原動力を探求
しましょう（英文のみ）。

ESGの旅：取締役会および 
最高幹部から学ぶ
ESG、戦略、長期的展望における成果を
さらに深めるために、取締役会リーダー
シップセンターが大手企業（モルガン・スタ
ンレー、タイソン・フーズ、フォード・モーター、
マイクロソフト、マース、ワールプール、そ
の他）の責任者および幹部にインタビュー
を実施しました（英文のみ）。

AMF フランス金融市場庁
（Autorité des Marchés Financiers, France）

CRA 信用格付機関（Credit Rating Agency）

CTB EUの気候移行ベンチマーク
（Climate Transition Benchmark, EU）

EIOPA 欧州保険・年金監督局
（European Insurance and Occupational Pensions Authority）

ESG 環境、社会、ガバナンス
（Environmental, social and governance）

ESMA 欧州証券市場監督機構
（European Securities and Markets Authority）

FSB 金融安定理事会（Financial Stability Board）

HLEG EUのハイレベル専門家グループ
（High-Level Expert Group, EU）

IASB 国際会計基準審議会
（International Accounting Standards Board）

IDD EUの保険販売業務指令
（Insurance Distribution Directive, EU）

IFRS 国際財務報告基準
（International Financial Reporting Standards）

MiFID II 金融商品市場指令Ⅱ
（Markets in Financial Instruments Directive, revised, EU）

OECD 経済協力開発機構
（Organisation for Economic Co-operation and Development）

PAB パリ協定整合ベンチマーク（Paris-aligned Benchmark）

SFC 香港証券取引委員会
（Securities and Futures Commission, Hong Kong (SAR), China）

SR サステナビリティ・リスク（Sustainability risk）

SWF ソブリン・ウエルス・ファンド（Sovereign wealth fund）

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

TEG EUのテクニカル・エキスパートグループ
（Technical Expert Group, EU）

UCITS 譲渡可能証券への集団投資の引受
（Undertaking for the Collective Investment in 
Transferable Securities）

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

19ESG開示のインパクト



本冊子は、KPMGインターナショナルが2019年9月に発行した「Impact of ESG disclosures」を翻訳したものです。翻訳と英語原文間に齟齬がある場合は、当該英語原
文が優先するものとします。

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリー
に提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある
情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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