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1.  序論
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本事業は、今後の我が国の資源・エネルギー産業政策の方向性の検討に資することを目的に、資源・エネルギー関連ファイナンスを巡る国際
的な最新情勢を調査、整理、分析するものである。

• 我が国は、平成30年7月に閣議決定されたエネルギー基本計画
において、エネルギー転換及び脱炭素化に向けたエネルギー関
連分野への投資の重要性について強調している。一方、グロー
バルで見ると、資源・エネルギー関連金融を巡る状況として、「グ
リーンファイナンス」の観点から、「ESG（環境・社会・ガバナン
ス）」投資への関心の高まりや、石炭・石油等の化石燃料に対す
る「ダイベストメント」の動きもあり、日本政府や資源・エネルギー
企業は、これらの動向を注視する必要がある。

• 今後、グリーンファイナンスに係る国際ルールや標準が様々な国
際枠組を通じて確立していった場合、グローバルなサプライ
チェーンに依拠する我が国の資源・エネルギー産業に対して影
響がありえることも考えられる。

• そのため、様々な主体が関わるグリーンファイナンスに関連する
動きを正確に把握する必要がある。

目的

本事業においては、主に下記３項目を実施

 エネルギー関連ファイナンスをめぐる様々な課題を中心に、全体
的な議論の動向を整理

 国際的な枠組みにおける論調や主要国の政策の方向性等の大
局的な分析から、主要な資源・エネルギー事業者や投資家と
いった個別の動きまで、資源・エネルギー関連ファイナンスを巡
る情勢について幅広く調査・分析

 効果的なネットワークを国内外で構築

1.1 背景・目的

背景

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査
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1.2 エネルギー事業者を取り巻く環境

2015年のSDGs及びパリ協定締結を契機に、気候変動対策のため、よりクリーンなエネルギーを重視しようとする動きが欧州を中心に広がり
つつある。石炭やオイルサンド等の化石燃料に対するダイベストメントや保険の引受停止の動きがみられている一方で、再生可能エネルギー
等のクリーンエネルギーや新エネルギーへの投資及び研究開発が増えている。
グリーンボンド年間発行総額は、2015年より急激に増加し、2017年には、約1,604億ドルに到達している。

 SDGs

2015年9月に、2030年に向けた「持続可能な開発目標（SDGs）」が
「国連持続可能な開発サミット」で全会一致で採択された。

 マーク・カーニーFSB議長によるスピーチ
2015年9月にFSB議長でイングランド銀行総裁であったマーク・カー
ニー氏が、気候変動が金融の安定にもたらしうる3つのリスク（①物
理的リスク、②責任リスク、③移行リスク）に言及したことで、気候変
動リスクへの対応にかかる危機意識・重要性を、投資家及び企業を
含む民間セクターが認識した。

 パリ協定
2015年12月にパリで開かれた、「国連気候変動枠組条約締約国会
議（COP）」において、2020年以降の温暖化対策にかかる「パリ協

定」が採択された。パリ協定締結により、「物理的リスク」以外に「移
行リスク」が発生したことが共通認識として共有された。

パリ協定が目指すCO2排出量ゼロを目指した社会とは、許される
CO2排出量の範囲内でしか経済活動ができないことを意味する。金
融の創造的破壊が起こることで、エネルギーを取り巻くファイナンス
環境も変化しており、エネルギー事業者は、その変化に柔軟かつ迅
速に対応することが求められている。

グリーンボンド発行額推移（種類別）

再エネ分野への新規投資金額
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出典：（右・左図）Bloomberg New Energy Finance を基に作成

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査
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1.2 世界のエネルギー供給の現状
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出典： 表：IEA World Energy Balances 2018 より作成

主要国の一次エネルギー供給量（2016年）を見ると、中国とアメリカだけで世界全体の1次エネルギー供給量（約137.6 億トン）の約4割を占め
ている。エネルギー源別にみると、中国は石炭の占める割合が60％を超えており、日本とドイツも20％以上を占めている。一方で、アメリカ、
カナダ、イギリスは石油及び天然ガスが占める割合が高く、フランスは、原子力が全体の40%以上を占めている。
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© 2019. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.7 エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査

1.2 世界の将来的なエネルギー需要（予測）
米国エネルギー情報局（EIA）は、2015年から2040年にかけて世界のエネルギー消費が28%増加すると予測している。また、国際エネルギー
機関（IEA）も、2040年時点で中国のエネルギー需要が他国の約2倍まで上昇し、インドやアフリカ諸国のエネルギー需要が伸びると予測して
いる。そのため、エネルギーセキュリティの観点から、引き続き石油や石炭の供給を確保する必要があると考えられる。

 2040年時点のエネルギー需要予測（国別）

 2017年～2020年におけるエネルギー源別需要増減予測

出典：左図：USEIA, International Energy Outlook 2017

右表： IEA, World Energy Outlook 2018

 世界のエネルギ消費量の増加予測（エネルギー源別）

 米国エネルギー情報局（EIA）は、2015年から2040年にかけて世界の
エネルギー消費が28%増加すると予測しており、再生可能エネルギー

及び天然ガス消費量全体に占める割合が増加する一方で、石炭及び石
油についても引き続き消費量が増加すると予測

 国際エネルギー機関（IEA）が予測した「2017年～2020年におけるエネ

ルギー源別需要増減」においても、先進国において原子力、石炭、石油
の需要が減少する一方で、途上国（中国、インドを含む）では石炭及び
石油が引き続き消費量が増加するとの予測
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1.3 インベストメントチェーン

ESG投資のインベストメントチェーン（エコシステム）における各アクターの位置づけ・相互関係

機関投資家

（アセットオーナー、
アセットマネジャー）

企業 ESG評価機関

自家運用部門・エンゲージメント

ESG評価機能のある運用機関

情報提供情報取得

情報提供

情報取得

情報提供情報ベンダー
（指標作成会社）

運用機関 運用委託

•開示情報
•アンケート
• ヒアリング等

コーポレート
ガバナンス・
コード

各国・地域

消費者
取引先
従業員
個人投資家
地域社会

個人投資家
等の受益者

スチュワード
シップ・コード

ガイドライン策定、ツール開発、
優良事例、有識者会議、調査・研究国際枠組み策定主体 学術研究機関

国際枠組み・基準等の開発、
有識者会議、調査研究

法規制、標準等法規制、標準等

出典：経済産業省資料より作成

中央銀行 金融監督当局

関連省庁 証券取引所

エネルギー関連事業者をはじめとした企業は、国際枠組み策定主体、プレイヤー（機関投資家、ESG評価機関、情報ベンダー（指標作成会
社））、その他ステークホルダーと、インベストメントチェーンを通して相互に影響を及ぼし合っている。
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1.4 エネルギーファイナンスに関連するアクター

エネルギーファイナンスに関連するアクター（国際枠組み策定主体、エネルギー企業、ファイナンス関連プレイヤー、その他のステークホル

ダー）として、下記のような組織が主な例として挙げられる。

エネルギー関連ファイナンスアクター（例）

国際的枠組み策定主体

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ESG評価機関／指標会社（情報ベンダー）

金融機関／機関投資家海外

国内

民間国際機関／国際会議 国／地域

Chevron

Exxon

Total

bp

Engie

Equinor

Shell

Enel

EDF

e.on

GRI

CDP

ICMA

TCFD

Ceres

CTI

WBCSD

Climate 

Action 100+

CBI

SBT

IGCC

AODP

WWF

Oxfam

IEEFA

UNEPFI
EU 

HLEG／TEG

One Planet 

Summit

WB

TEPCO

丸紅

三菱商事INPEX

東京ガス

UNFCCC

G20 UNPRI

WEF
UN Global 

Compact

OECDADB

SSE ISO

Sustainalytics FTSE MSCIVigeo Eiris

RibecoSAM S&P

Credit 

Agricole

Societe

General
AXA

BNP Paribas

Amundi Black Rock

ERAFP

CalPERS

HSBC

GPIF

GPFG

ING

Moody’s STOXX

LMA

IIRC

Investor

Agenda

NGFS EFRAG

＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊
資源・エネルギー企業 ファイナンス関連プレイヤー その他

IEA

EBRD

出典：各組織資料等より当社の見解に基づき作成

SASB
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2. 各国際枠組み・組織の調査
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2.1 国際枠組み・イニシアティブ
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番号 名称 番号 名称

1 UN PRI 11 エクエーター原則

2 SDGs 12 グリーンボンド原則

3 UNFCCC 13 グリーンローン原則

4 TCFD 14 SSEイニシアティブ

5 WBCSD 15 Climate Action 100+

6 One Planet Summit 16 G20グリーンファイナンス・ワーキンググループ

7 NGFS 17 UNEP FI

8 IEA 18 UN グローバルコンパクト

9 ISO 19 OECD

10 SBT 20 低炭素推進機関投資家イニシアティブ

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査
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アセットオーナーの運用資産額（兆米ドル）
アセットオーナー数
署名機関数

国連責任投資原則（PRI）

出典：UNPRI公開情報及びその他2次情報より作成

概要

概要

• UNPRIは、ESG課題を投資プロセスに組み込み、長期的リターンを
改善し、持続可能なマーケットの創造を支援する投資家イニシアティ
ブ／フレームワーク

• UNEPFIおよび国連グローバル・コンパクトとパートナーシップ
• 英国・中国 Green Finance Task Force, EU HLEG, TCFD等と協働、
持続可能な金融に関する各国のロードマップ策定等にも協力

コンセプト、
ミッション

• 機関投資家が、ESGの問題を投資の意思決定や株主としての行動
に組み込み、長期的な投資パフォーマンスを向上させ、受託者責任
をより果たすことが目的

設立年 • 2006年

背景・経緯
• 2005年：アナン国連事務総長の呼びかけに応え世界12カ国20の大
手機関投資家が投資家グループを組成、専門家の協力の下で
UNPRIを策定。翌2006年にNY証券取引所にて公開

メンバー
• 署名機関数：2,232機関（2018年末、前年比+21%）
アセットオーナー、運用機関、サービスプロバイダー等が原則に賛同
し署名、うち日本からは68社が署名

直近動向

2017年5月：今後10年間で達成すべき目標を定めた「責任投資ビジョ
ン-Blueprint-」を公表

2017年：UNEPFI等と連携して、日本をはじめ各国のESG投資ロード
マップを策定・発表

2018年9月：金融業界の気候変動対応を促す国際イニシアティブ2°
Investing Initiative（2°ii）と開発した投資ポートフォリオの気候変
動移行リスク評価ツール最新版を発表

2018年9月：UNEPFI, CDP, GlC構成4機関（IIGCC, AIGCC, IGCC, 

Ceres）と、低炭素推進機関投資家イニシアティブ「Investor 

Agenda」を正式発足 「投資」「企業エンゲージメント」「投資家
の情報開示」「政策提言」の4分野でアクション設定、活動実施

2018年10月：PRI, 1.5℃特別報告書を受け、機関投資家に行動強化
要請

2019年2月：署名機関のPRIへの報告をTCFD提言連動とし2020年か
ら義務化。報告情報の開示は各機関の自発性に委ねる

 主な連携先

取組状況

 署名機関数の推移

• 署名機関数と運用資産額は年々増加傾向にある。署名機関には、
1）アセットオーナー、2）運用機関、3）サービス・プロバイダーの
3つのカテゴリーがあり、それぞれ別々の権利と義務を付与

UNGC10原則PRI6原則

共通理念

役割を補完提唱

UNEP FI
ステートメント

共通理念

機関数金額

年

国連責任投資原則（UNPRI）は、機関投資家がESG課題と投資の関係性を理解し、投資の意思決定プロセスや株主行動にESGの視点を 反映させるための考え
方を示した原則／イニシアティブである。PRIが設立されるまでは、責任投資に関して参考となりやすい枠組等が存在しなかったため、当該原則が気候変動関連
ファイナンス分野で果たした役割は大きい。足元では、TCFD賛同組織の増加を促す取り組みを実施している。

1
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国連責任投資原則（The Principles for Responsible 

Investment）要旨

私たち機関投資家には、受益者のために長期的視点に立ち最大限の利益を
最大限追求する義務がある。この受託者としての役割を果たす上で、（ある程
度の会社間、業種間、地域間、資産クラス間、そして時代毎の違いはあるもの
の）環境上の問題、社会の問題および企業統治の問題（ESG）が運用ポート

フォリオのパフォーマンスに影響を及ぼすことが可能であると考える。さらにこ
れらの原則を 適用することにより、投資家たちが、より広範な社会の目的を達

成できるであろうことも認識している。したがって、受託者責任に反しない範囲
で、私たちは以下の事項へのコミットメントを宣言する。（PRI日本語訳より）

• PRIとUNEP FIの支援のもと、2014年9月にカナダのモントリオールで開
催されたPRIの年次総会（PRI in Person）にて発足した、気候変動に関す
る投資家の行動を支援するPRI主導のイニシアティブ

• モントリオール・カーボン・プレッジに署名した機関投資家は、自身の株式
ポートフォリオの一部、または全てを対象としたカーボンフットプリントを年
次で測定し、ウェブサイトやアニュアルレポート、サステナビリティ報告書、
責任投資報告書などで開示することを誓約

• 全温室効果ガスではなく、二酸化炭素のみを対象としたカーボンフットプリ
ントの開示も可能で、PRI署名機関だけではなく、全ての機関投資家が参
加可能

• 2019年2月末時点において、米国、カナダ、ヨーロッパ、日本等に拠点を
置く140を超える機関が署名しており、そのうち日本の署名機関は、アセッ
トマネジメントOne, セコム企業年金基金、三菱商事・ユービーエス・リアル
ティ、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント、東京海上アセットマネジ
メント（2019年2月署名）

出典：UNPRI公開情報及びその他2次情報より作成

• ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

6つの責任投資原則（2006） モントリオール・カーボン・プレッジ（2014）

1 私たちは投資分析と意思決定のプロセスにESGの課題を組み込みます

例：投資政策方針へのESG課題の折込、ESGに関するツール／分析手法の開発

2 私たちは活動的な株式所有者となり、株式の所有方針と所有習慣にESG問
題を組入れます

例：本原則に一致する積極的な所有方針を策定・公開する

3 私たちは、投資対象に対してESG問題について適切な開示を求めます

例：ESG課題に関する報告方法を標準化するよう求める

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

例：投資サービスプロバイダーにESG課題に関する希望を伝える

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

例：ネットワークや情報プラットフォームへの支援・参画を通じた、ツール／リソースの
共有

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

例：ESG課題の投資実務への組込みに係る開示

責任投資原則（2016）やモントリオール・カーボン・プレッジ（2014）が、責任投資や気候変動対応への貢献を表明するにあたり、
参考としやすい枠組として広く活用されたことが、気候変動関連ファイナンス分野の取組推進の一助になったといえる。

1 国連責任投資原則（PRI）
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• 設立10周年を迎えた2017年5月に、今後10年間で達成すべき

目標を公表

 PRIの注力分野

 9つの目標

（*1） 詳細目標は、署名機関に対して求める項目等を中心に抜粋

出典：UNPRI公開情報及びその他2次情報より作成

• ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

責任投資のビジョン-Blueprint-（2017）

1 責任ある投資家：

長期的な価値を追求する責任ある投資家をリードし、インベストメン
ト・チェーン全体の協調を強化、掘り下げ、拡大をしていく。

2 持続可能な市場：

投資家が活動する市場の持続不可能な側面に対処し、責任ある投
資家と受益者が必要としている、経済効率性が高く持続可能なグ
ローバル金融システムを実現する。

3 すべての人々のための真の豊かな世界：

現在と将来の世代のための真の豊かさと包括的な社会に貢献でき
るような投資活動を署名機関ができるように支援する。

1 アセット・オーナーの影響力を強化する

• 受益者への責任を果たすために、アセット・オーナーが運用会社やコンサル
タントなどを効果的にモニタリングできるようにする

2 投資家によるESG課題の組み入れをサポートする

• 既存のESG課題のみならず、新たに登場してくるESG課題に対しても、署名
機関の認識と対応を促進する

3 アクティブ・オーナーシップのコミュニティを育成する

• すべての資産クラスで積極的な株主としての自身の権利を行使する方法に
ついて、署名機関の理解を促進する

4 説明責任を強化し、リーダーシップを発揮する

• 最も成功している署名機関の実施内容例を共有する
• 署名機関が達成すべき活動の最低基準を定義し、2年間基準を満たさない
機関や原則の精神に反する署名機関は除名する

5 責任ある投資家への啓蒙活動を行う

• 責任投資に新たに加わるアセット・オーナー向けに教育等に重点を置く

6 持続可能な金融システムへの障壁に挑む

• 長期的投資を促進するような金融システム構造への変更を推進する

7 市場に意味のあるデータを普及させる

• 重大なESG情報をその他の財務データと共に含めることを推進する
• 報告基準と運営体制の統合を推奨する

8 気候変動に対する対策を推進する

• 企業や発行体、それらのポートフォリオについて、低炭素経済への適切な移
行がどの程度可能な状況にあるかを投資家が評価できるようにする

• PRI報告フレームワークとTCFDの整合性をとる。気候のリスクと機会に関し
て、投資家に企業とのエンゲージメントを呼びかける

9 SDGsが実現される世界を目指す

• SDGsを推進する広範なアクティブ・オーナーシップを通して、投資家が企業
責任の強化を追求するよう奨励する

パリ協定の採択後、 UNPRIが発表した「責任投資のビジョン」において、今後10年間で達成すべき方向性を示し、気候変動分野におけるさらなる取組強化を試み
ている。また、UNPRIは各国のアクターとも連携し、より具体的な施策の検討・実行を以て影響力を及ぼしているといえる。

PRIが優先的に取り組む9つの目標（*1）

1 国連責任投資原則（PRI）



© 2019. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査16

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）

形態
• 先進国・企業を含む地球全体で解決すべき喫緊の環境、政治、経
済の課題に取り組む一連の普遍的目標

• 17の目標と169のターゲット

策定主体 • 国連

制定年
• 2016年から2030年の国際目標として2015年9月の「国連持続可能
な開発サミット」で全会一致で採択され、2016年1月に発効

主なプレーヤー

• 193の国連加盟国、民間企業、市民社会等
• SDGsに法的拘束力はなく報告は義務付けられていないが、各国
政府は目標実現に向けた進捗状況のフォローアップと審査を行う責
任があり、各国は自国の取り組みをハイレベル政治フォーラム
（HLPF）で報告

• 2016年から2018年にかけて報告国は増加（22か国⇒48か国）

背景

• 途上国の開発課題を中心とした「ミレニアム開発目標（MDGs）」が
2015年に達成期限を迎え、2015年8月、MDGsに代わる今後の目
標として、国連加盟国が「持続可能な開発目標（SDGs）」の最終文
書に合意。9月の国連総会で正式に採択

直近動向

2017年7月：SDGsに関する指標を発表（各目標・ターゲットを性別・
年齢・人種・地域等で分類し計測）。指標は毎年更新され、直近
では2018年3月に改訂

2017年9月：UNGC, GRI等が報告書「Business Reporting on the 

SDGs: An Analysis of the Goals and Targets」発行。SDGsに
関する企業情報開示のあり方につき検討結果を提示

備考

• SDGsは、社会課題の中核的規範として、各国政策や企業活動に
も影響を及ぼしている。例として、GRI・UNGC・WBCSDが協働で
「SDGコンパス」（SDGsの企業の行動指針をまとめたもの）を策定
し、SDGsとGRIの比較表を作成

• 2016年1月のダボス会議では「ビジネスと持続可能な開発委員会」
が発足。SDGsによる持続可能な世界の実現とそれがもたらす経済
機会について明らかにしている

（*）CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）：二酸化炭素回収・貯留
出典：UNDP, UNGC, UNIC , Sustainable Development Goal Knowledge Platform公開情報、その他2次情報より作成

概要 エネルギー分野に関連する主な指標（抜粋）

目標7：すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエ
ネルギーへのアクセスを確保する
- エネルギーミックスにおける天然ガスの割合を増加する（ただし長
期的にはCO2排出量の少ないものへの移行が必要）

- 操業及び生産におけるエネルギー効率を向上する等

各ステークホルダーへの影響

日本政府

• SDGs推進のための国家
戦略として「持続可能な
開発目標（SDGs）実施指
針」を策定

• 取り組みの柱として掲げ
る8つの優先課題の1つ
に「省・再生可能エネル
ギー、気候変動対策、循
環型社会」を含めている

企業

• SDGsを加味した新しい
投資インデックスを発表

例：
・MSCI ACWI 

Sustainable Impact 

Index

・FTSE Blossom Japan 

Index

• SDGsは先進国・途上国とも
に対象であることから、国際
社会の新たな「共通言語」とな
る。一部の先進企業は、独自
もしくはパートナー・コンソーシ
アムを組成し、SDGsと自社
の事業領域との関連の把握・
企業戦略への組み入れに取
り組んでいる。また、経団連
は企業行動憲章を改定

評価機関

目標13：気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る
- 気候変動による影響へのレジリエンス・対応力を強化する
- 石油やガス事業の操業における排出量を削減する（例：ガスフレア
リングの最小化、メタン排出量の削減、CCS開発*） 等

エネルギー業界・事業者に特に関連するSDGsの目標は、以下2つ（7及び13）

SDGsは、2015年に国連サミットにおいて加盟国全会一致で採択された国際的行動計画であり、気候変動関連課題に取り組む目標が多く含まれている。企業は自
社のSDGsへの貢献度、戦略へ組み込み状況等を開示しており、その開示情報を評価機関が格付けに用い、機関投資家は、ESG投資を行う際の判断材料として
活用している。

 SDGsコンパス
• SDGsは各国政府間で決定された内容であるものの、世界規模で関連した取組・対応
が推進されており、各国の企業はSDGsを達成する上で重要なパートナーとして位置
付けられている。かかる状況において、「SDGコンパス」は、SDGsを基にした5ステップ
の企業行動指針（SDGsの理解、優先課題の決定、目標設定、経営への統合、報告・
コミュニケーション）を提示

SDGsコンパス

2



© 2019. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査17

UNFCCは、地球温暖化問題へのグローバルな対策を目的として採択された条約である。具体的な義務は締約国会議（COP）で締結される 条約で定めており、
大気中の温室効果ガス濃度の安定化、気候変動がもたらす悪影響防止のための国際枠組み（パリ協定等）が策定されてきた。パリ協定は、2015年の採択後、わ
ずか1年で発効し、温暖化ガス削減に関し産業界・企業活動、他の枠組み等へ広く影響がみられる。

• パリ協定は気候変動枠組条約のもとで2020年までの温室効果ガスの各国
の義務を定めた「京都議定書」の後継として、2020年以降の温室効果ガス
排出削減等を定めた新たな国際枠組み

• UNFCCC事務局はパリ協定の事務局として機能

• 世界共通の長期目的として2°C目標を設定し、1.5°Cに抑える努力を追
及することに言及

• 先進国、途上国の区別なく全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新する
義務を定める

• 全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けるこ
とを定める

• 適応の長期目的の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報
告書の提出と5年ごとの定期更新を世界全体として実施状況を検討する仕
組みを設立（グローバル・ストックテイク）

• 先進国が資金の提供を断続するだけではなく、途上国も自主的に資金を提
供することを定める

• 日本が提案した二国間クレジット制度(JCM)を含めた市場メカニズムの活用
を位置付ける

UNFCCC事務局はパリ協定の事務局として機能している

UNFCCC（国連気候変動枠組み条約）

概要 パリ協定

概要

• UNFCCC（United Nations Framework Convention on Climate 

Change）は、地球温暖化問題へのグローバルな対策を目的として採
択された条約。具体的な義務を決定するにあたり、毎年締約国会議
（COP）を開催

コンセプト、
ミッション

• 大気中の温室効果ガス濃度の安定化が最終的な目的
• 全ての締約国は、温室効果ガスの排出及び除去に関する目録を作
成および締約国会議に提供（4条1（a））

• 緩和・適応に関する計画を作成、実施、公表し定期的に更新（4条1

（b））
• 温室効果ガスの吸収源等の管理、保全などを促進（4条1（d））
• 気候系に関する研究、組織的観測等を促進（4条1（g））
• 先進締約国は、開発途上国がこの条約に基づく義務を履行するため
に負担する費用等に充てるため、新規の追加的な資金を提供（3条）

• 条約に規定されている会合の準備や報告書等のとりまとめに、事務
局を設置（8条）

設立年 • 1992年6月に採択、1994年3月に発効

背景
• 気候変動問題が急激に進む中、国際的協調のために枠組み構築の
必要性により設立

メンバー • 155ヵ国が署名
• 日本は1992年6月13日に署名

直近動向

2018年9月：バンコク会議が開催され、COP24前にパリ協定のルール
ブックについて技術的な交渉が行われ、「グローバル・ストックテ
イク」に関しては作業の進展がみられた

2019年12月：COP24（於ポーランド、カトヴィツェ）では、パリ協定実施
のため必要な細則（実施方針）、途上国への資金的支援の総額
目標に関する交渉開始（2020年～）が決定
COP24で妥結できず先送りされた事案もあり、各国の二酸化炭
素排出量削減目標の更新間隔、排出量取引（排出権取引）等の
市場メカニズム運用等についてはCOP25での合意を目指す

出典：UNFCCC公開情報、その他2次情報より作成

 主な内容

 概要

1

長期目標の設定

• 世界共通の長期目的として、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて
2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する。

2

削減目標の提出・更新

• 先進国、途上国の区別なく全ての国が自国の実情に合わせ、削減目標を5

年ごとに提出・更新する義務を定める。
• 全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること
を定める。

4

定期的な進捗評価

• 適応の長期目的の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告
書の提出と5年ごとの定期更新を世界全体として実施状況を検討する仕組み
を設定する。（グローバル・ストックテイク）

5

途上国支援

• 先進国からの資金支援を提供するだけではなく、途上国も自主的に資金を提
供することを定める。

6

市場メカニズム

• 日本が提案した二国間クレジット制度（JCM）を含めた市場メカニズムを活用
する場合、ダブルカウント防止等国連が定めるアカウンティング指針を適用
する。

3
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附属書
I国

1992年時点のOECD加盟国である先進国とロシア連邦やバルト3国、中・東欧
諸国を含む経済移行国。京都議定書で削減目標義務を負っていた。

附属書
II国

附属書I国のうちメキシコ、韓国を除くOECD加盟国。途上国の温室効果ガス削
減活動への資金支援や、途上国と経済移行国への技術移転を実施義務を負う。

非附属書
I国

附属書IIに掲載されていない国。主に発展途上国であり、京都議定書は削減目
標義務を負わなかった。

2020年 パリ協定実施

2018年 パリ協定のルールブック採択、タラノア対話の実施

2015年 パリ協定採択 先進国・途上国が気候変動対策を講じる制度を構築
（2016年11月発効）

2014年 気候行動のためのリマ声明 約束草案を提出する際に示す情報（
事前方法）

2013年 ワルシャワ決定 約束提出時期等の決定

2012年 ドーハ気候ゲートウェイ 京都議定書第2約束機関の設定

2011年 ダーバン合意 全ての国が参加する新たな枠組み構築に向けた作
業部会の設置

2010年 カンクン合意 各国が提出した削減目標等を国連文書に整理

2009年 コペンハーゲン合意 先進国・途上国の削減目標・行動をリスト化
すること等に留意 （COP決定至らず）

1997年 京都議定書採択（2005年発効）

1992年 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）採択（1994年発効）

出典：UNFCCC公開情報、その他2次情報より作成

組織構成 主な取り組み

3
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フレームワーク

TCFDを参照

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）

形態

• 気候関連のリスクと機会に係る①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、
④指標と目標を、財務報告書上で情報開示することを提言するタス
クフォース

• 全セクター共通の提言に加え、気候変動の影響を大きく受ける可能
性のあるセクターについては追加で補足のガイダンスを作成（非金
融セクターの中にエネルギー業界を含む）。

• 財務的影響の分析の際、複数の将来の気候シナリオを考慮した分
析の実施を推奨

設立年 • 2015年12月

構成メンバー

• マイケル・ブルームバーグ氏を議長とし、金融機関、会計、コンサル、
エネルギー、製造業、メディア、NGO等の幹部36名より構成（HSBC, 

Barclays, Moody’s, S&Pグローバル、ユニリーバ、DOW, EnBW, 

e.ni, Air Liquide等）

主なプレーヤー

• 座礁資産のリスクが注目されている、エネルギー業界や、金融業界
などが先駆けて対応を加速

• 2019年3月時点で世界で611企業・組織がTCFD提言への賛同を表
明している。（エネルギー、ユティリティ企業はそのうち1割弱程度）

• 日本では経済産業省、金融庁、環境省も賛同を表明

背景

• 2015年4月、G20首脳会議の下に設けられた金融安全理事会
（Financial Stability Board:以下、 FSB）に対し、G20財務相・中央
銀行総裁会議が、「気候変動に伴う課題を金融機関がどのように考
慮すればよいか」を検討するよう要求

• 財務情報の提供者及び利用者が使いやすく一貫した、効率的、比較
可能な開示フレームワークの作成を主眼とし、TCFDを設立

直近動向

2017年6月に最終報告書を発行
2017年10月にTCFD事務局の要請を受け、WBCSDにより石油・ガス

業界向けのTCFD提言への対応フォーラムが設立（2018年7月に
レポートを発行）

2018年9月に1回目の進捗レポートを発行
2019年6月に2回目の進捗レポートを発行予定

出典：TCFD及びWBCSD公開情報、その他2次情報より作成

G20財務相・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会がTCFDを設立。財務情報の提供者および利用者双方が使いやすい効率的な開示フレーム
ワークを提言。投資家、債権者、保険者により気候関連の財務情報が利用されることにより、市場における価格形成と透明性が高まり、金融市場を不安定化し
得る資産価値の大幅かつ急激な改変が生じる可能性を減ずることが可能。
TCFDによると、エネルギー業界は売上、支出、資産・負債、資本調達全ての領域で気候変動の影響を大きく受ける。

概要 様々なフレームワークとの関係
• TCFDは、他の環境・社会の情報開示のフレームワークや、投資家が投資判断に利用
する評価項目に組み込まれるなど、連携の動きが見受けられる

G20

FSB

TCFD

CRD
（企業報告に関する対話）

SASB

CDP

GRI IIRC

etc.

規制当局

TCFDを参照

CDSB

FTSE4

Good

2018年設立
SASB, GRI, CDPによる
TCFDの提言内容紐づけ
などを通して、関係性の整

理や連携を強化

METI

ガイダンス
EU非財務報告
ガイドライン

2018年12月
TCFDガイダンス

策定

2019年6月（予定）
気候関連情報に
ついてTCFDを参照

2015年12月
G20の要請を受け
タスクフォースを設立

2015年4月
金融機関の「気候関連
課題」への考慮に
ついて検討要求

TCFD

4
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WBCSDは、企業が持続可能な社会への移行に貢献するために、持続可能な開発を目指す企業約200社のCEOが連合体で協働する組織である。参加企業は、
政府やNGO、国際機関と協力し、持続可能な発展に関する課題への取り組みや経験を共有している。国際枠組みに関連した取組としては、WBCSDはTCFD事
務局の要請を受け、石油・ガス業界がTCFDガイドラインに沿う情報開示を行う支援を実施している。

 Vision 2050
• 2010年2月に策定されたWBCSDの2050年までのビジョン
• 「2050年には90億人の幸福な人生を限られた地球資源の枠内で実現する」

と掲げ、そのために「人間価値」「人間社会の発展」「経済」「農業」「食糧」
「エネルギー」「建物」「交通」「資源」の9つの分野を設定しており、各分野に

おいて「評価指標」「社会転換のために重要テーマ」「若者への教育の重要
テーマ」「2020年までの最低限達成目標」を定めている

• 策定に当たっては14業種29企業の代表が専門家や他のステークホルダー
を交え議論を実施

 Action 2020
• 2014年4月に発表され、Vision 2050の達成を見据え、2020年までのアク
ションを定めたもの

• 重要分野：

• 産業界はこれらに貢献するため、「測定可能で」「スケールアップ可能で」
「再現可能で」「これまでとは違うやり方で」「経済合理性もある」の5つを満た
すソリューションを実施していくべきと提言

概要 活動方針

出典：WBCSD公開情報、その他2次情報より作成

気候変動 栄養 生態系

有害物質 水
ベーシック・ヒューマン・

ニーズと人権

スキル・雇用
持続可能な
ライフスタイル

食糧・バイオ燃料

概要
• World Business Council for Sustainable Development（WBCSD）
は、持続可能な開発を目指す企業約200社のCEO連合体で、企業が
持続可能な社会への移行に貢献するために協働

コンセプト、
ミッション

• より持続可能な事業のさらなる成功を以って、持続可能な世界への
移行を加速すること

拠点 • 本部はジュネーブ（スイス）

設立年 • 1995年

背景

• WBCSDの前身は、1990年に発足したBusiness Council for 

Sustainable Development（BCSD）であり、1992年にリオデジャネイ
ロ地球サミットに向け経済人48名が集まったもの。第1回会議は1991

年にハーグで開催。1992年にはEco-efficiencyという用語を提唱
• BCSDは、1995年1月に別の団体であったWorld Industry Council 

for the Environmentと合併しWBCSDに改組

メンバー
• 200社（約35カ国より参加）
• うちエネルギー事業者（Oil & gas, Electricity）は全体の約10%

直近動向

2017年12月:CEO向けの気候関連財務情報開示ガイド「CEO Guide 

to climate-related financial disclosures」を発行し、TCFDガイド
ラインの内容や情報開示のメリットを要約

2018年3月:WBCSDと気候変動関連情報開示標準化の国際イニシア
ティブCDSB（気候変動開示基準委員会）が世界各地のサステナ
ビリティ報告手法を分析した報告書第2弾「Insights from the 

Reporting Exchange: Corporate governance and 

harmonization」を発行し、環境インパクト評価やコーポレートガバ
ナンス等の報告に共通性がみられるようになってきたと報告

2018年2月: WBCSDとERMガイドライン策定COSO（米トレッドウェイ
委員会組織委員会）がGreenBiz2018でESGリスクを全社的マネ
ジメント（ERM）フレームワークに統合する報告書を発表

2017年10月： TCFD事務局がシナリオ分析に係るより詳細な研究を実
施するため、WBCSDが要請を受け、「TCFD石油・ガス準備
フォーラム」を設立。石油・ガス業界がTCFDガイドラインに沿う情
報開示を行う支援を実施

WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）5
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• 本キャンペーンは、化石燃料に比べCO2排出量が50%低い燃料を支
持し推進する活動である。カーボンニュートラルな運送を 目指し、持
続可能な燃料の普及を推進している

戦略

 サプライチェーンを通してセクターの枠を超え、企業間の取引に係る機
会を生み出す

 投資家と障壁要因を分析しde-riskingメカニズムを開発

 Below50キャンペーンで掲げた目標を達成するために、法令面・財務
面の課題解決に取り組む

ツール

 政策立案者に対し明確なメッセージを示す

 長期的な目標、インセンティブと政策フレームワークを設置するため地
域対話への参加

 官民パートナーシップの推進

 進捗・政策提言とベストプラクティスをアニュアルレポートで発表

支援組織

35組織（IEA, UPM, Yale, Du Pont, Audi, Bio, ABBI, United, Port of

Rotterdam等）

• 本イニシアティブは、最先端な低炭素エネルギーソリューションの発

掘を目的としており、これらのソリューションの普及に向けて必要な経

営状況を分析することによって、パリ協定に沿ったメンバー企業の排

出量削減が可能となる

• 低炭素アプローチは存在するが、企業側にとって初期投資が高いた

め、長期的な収益力、業績と気候変動緩和の向上につながる新しい

ファイナンススキームやセクターの枠を超えた ビジネスモデルを設

生み出す必要があると考える

活動内容

 エネルギーシステムの低炭素化に繋がる経路と技術を紹介するトッ

プダウンホワイトペーパーの作成

 展開可能な既存の低炭素技術に関するビジネス分析のボトムアップ

分析を実施

 エネルギー利用者向けの低炭素エネルギー戦略ガイドラインも作成

参加企業

ABB, CLP, DNV GL, Eaton, EDF, EDP, ENEL, ERM, 

ExxonMobil, EY, Iberadrola, IKEA, Navigant, Shell, YARA, 

Port of Rotterdam

（参考）WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）

活動事例：New Energy Solutions Initiative 活動事例：Below50 Campaign

出典：WBCSD公式サイト情報、各種2次情報より作成

5
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• 12の国際公約が結ばれるとともに、1）気候変動適応・強靭性の資金調達の
拡大、2）脱炭素経済への移行の加速化、3）気候変動の諸課題をファイナン
スの中核への定着を目指し、約30の連合・イニシアティブを打ち出し

Supervision (WS1- chaired by Ma Jun from the People’s Bank 

of China), 

Macrofinancial (WS2- chaired by Sarah Breeden from the 

Bank of England) 

Mainstreaming green finance (WS3- chaired by Joachim 

Wuermeling from the Deutsche Bundesbank).

*.* 

One Planet Summit

One Planet Summitは、仏大統領が2017年9月の国連総会の場で提唱した「Global Pact for the Environment（*1）」の内容を受け、仏政府等が主導して発
足した会議で、気候変動に関する政策やビジネスにおける環境リスク軽減・機会創出に積極的なアクターが合意形成する目的で設立された。設置間もないものの、
参加者であるグローバル企業を中心に様々なイニシアティブの打ち出しの場ともなっている。

概要 活動内容・各参加団体の取組

出典：One Planet Summit公開情報、その他2次情報より作成

 公的・民間資金のグリーン化に向けた合意形成

 機関投資家主導によるイニシアティブ

• 世銀は融資事業の約5%に当たる石油・天然ガス事業への資金提供を
2019年に打ち切ることを決定。2018年度からは、温室効果ガス関連の
支援に係る年次報告書を作成し評価を進める。（2017）

開発
金融
機関

• 仏保険大手Axaは、石炭採掘工場の建設事業への投資を停止するとともに、
25億ユーロ相当の融資資金を石炭事業から引き上げる。オイルサンドパイプ
ライン整備プロジェクトへの融資7億ユーロも引き上げ、9億ユーロを2020年
までにグリーンエネルギー化のインフラ整備に投資することを決定。（2017）

銀行・
保険

• グローバルな環境問題の解決に多大な影響を及ぼす企業と、情報開示や温
室効果ガス排出量削減に向けた取組み等について対話を実施する機関
投資家のイニシアティブ「Climate Action100+」が採択された。（2017）

• GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が「Climate Action100+」への参
加を表明。（2018）

機関
投資家

 12の国際公約（取組テーマ）

概要

• 化石燃料からの脱却・グリーンエネルギー化について国境を越えて
取り組むことを目的とした会議で、仏国大統領、国連事務総長、世銀
総裁らが設立

• 2017年パリ、2018年ニューヨークと過去2回の開催実績あり

コンセプト、
ミッション

• COPが国連の外交的枠組みで国家間交渉を行う場であるのに対し、
当該会議はCOPの取組を補完・強化するものという位置づけにあり、
気候変動に関する官民の行動加速を企図

設立年 • 2017年

背景・経緯

• 仏大統領が2017年9月の国連総会の場で提唱した「Global Pact for 

the Environment」の内容を受け、気候変動に関する官民の行動加
速に向け、気候変動に関する政策やビジネスにおける環境リスクの
軽減・機会創出に積極的なアクターの合意形成を企図して設立

• 主催はパリ議定書議長国のフランスで、エネルギー関連企業の事業
に影響を及ぼすイニシアティブの採択等を実施

• 当該会議では、気候変動の解決策としての資金供給・調達をテーマ
として集中的に取り上げているが、グリーンファイナンスの発展が、パ
リ協定の柱の一つであることに加えて、すべての行動の基盤・原動力
であり、具体的なプロジェクトの実現性を確保するための要素と位置
付けられていることが理由

メンバー

2017年12月：第1回会合には、政治・経済、市民社会から、多くの 国
の首脳や企業経営者、経済学者、市民社会の代表者等（800

団体、約4千人）が参加し、環境対策プロジェクト実現化の方法
を検討

参加者例：
イングランド銀行：マーク・カーニー総裁
欧州委員会：ヴァルディス・ドンブロウスキス副委員長
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団：ビル・ゲイツ共同会長
国際通貨基金：クリスティーヌ・ラガルド専務理事
米州開発銀行：ルイス・アルバート・モレノ総裁
サウジアラビア公共投資基金：ヤシール・ビン・オスマン・アル=ルマ
ヤン会長兼事務局長
ユニリーバ：ポール･ポールマン最高経営責任者 等

島嶼国における
極端気象への対応

土地と水に対する
気候変動からの保護

気候変動に取り組む
ため研究者や若者を

動員

地方政府のグリーン
金融促進に係る
公共調達・アクセス

ゼロエミッション目標
脱炭素化経済に向け
たセクター毎のシフト

ゼロ公害輸送
パリ協定に適合する
炭素価格に向けて

中央銀行と企業
の行動

開発銀行の国際的な
動員

ソブリンファンド
によるコミットメント

機関投資家の動員

6
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メンバー
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）、モロッコ中銀、スペイン中銀、メ
キシコ中銀、英国中銀、フランス中銀・健全性監督破綻処理機構、
オランダ中銀、ドイツ中銀、欧州中央銀行(ECB)、スウェーデン金
融監督庁、日本金融庁、シンガポール金融管理局（MAS)、ベル
ギー中銀、オーストリア中銀、中国人民銀行

オブザーバー
国際決済銀行(BIS）、世銀グループ、経済協力開発機構
（OECD）、欧州復興開発銀行（EBRD）

Supervision (WS1- chaired by Ma Jun from the People’s Bank 

of China), 

Macrofinancial (WS2- chaired by Sarah Breeden from the 

Bank of England) 

Mainstreaming green finance (WS3- chaired by Joachim 

Wuermeling from the Deutsche Bundesbank).

気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク（NGFS）

概要

• 気候変動リスクへの金融監督上の対応を検討するための中央銀行
及び金融監督当局の国際的な協働ネットワーク

• ボランタリーな組織であり、中央銀行・金融監督機関のメンバーシッ
プに制約はなし

コンセプト、
ミッション

• 金融セクターにおける環境・気候リスク管理の発展や、持続可能な
経済への移行を金融面からサポート

設立年 • 2017年

背景

• 有志の金融当局が2017年12月の気候変動サミット（One Planet

Summit）にて金融システムのグリーン化に向けた共同声明を発表
し、設立

• パリ協定や、環境と金融に関するG20及びFSB-TCFDの取組等を
背景に、英、仏、中、蘭などの中央銀行・金融監督8機関が、金融シ
ステムのグリーン化に向け立ち上げたもの

メンバー

• フランス銀行（仏中央銀行）が事務局を務め、24組織がメンバーと
して加盟（2019年2月時点）

直近動向

2018年4月：日本から金融庁がNGFS主催のコンファレンスに参加
2018年6月：金融庁がメンバーとして加盟
2019年4月：①金融機関の監督に気候変動をどのように取り入れて

いくべきか、②気候変動が金融システム全体に与える影響をどう
評価するか、③低炭素経済と整合的な金融を拡充していく上での
課題は何かを検討した結果について、報告書を公表予定

概要 取組紹介

NGFS（Network for Greening the Financial System）は、気候変動リスクへの金融監督上の対応を検討するための中央銀行及び金融 監督当局の国際的
ネットワークであり、金融セクターにおける環境・気候リスク管理の発展や持続可能な経済への移行をサポートする目的で設立された。中央銀行や監督当局が一
堂に会して具体的施策を議論していることから、各国の政策への影響が注視される。

組織構成と3つの作業部会
• NGFSは、本会議・総会、運営委員会、作業部会、役員会、事務局から構成
以下3つの作業部会で具体的施策について検討実施

出典：NGFS公開情報及びその他2次情報より作成

• 環境リスクをミクロプルーデンス監督に
統合させる手法を整理し、環境リスクや
気候変動リスクを適切に管理するため
の情報開示制度を検討

• ストレステストにかかるツールの確立に
ついて議論

• 気候変動がもたらす物理リスクや以降
リスクによる金融システミックリスクの定
量化に努める

• 移行リスク、物理的リスクの統合評価
について議論

WS1（金融監督・ミクロプルーデン
シャル部会） 議長：中国人民銀行

WS2（マクロファイナンシャル部会）
議長：イングランド銀行

グリーンファイナンス市場の育成・発展に重点を置いた新しい政策の展開
を目指す

• 金融機関の監督行政にESG投資基準を盛り込み、グリーンファイナンスを拡大してい
くための中央銀行や規制当局の役割を検討

• 具体的な政策検討事項として、以下6つのテーマを議論
① グリーン/ブラウン資産のタクソノミー（分類化）導入の必要性
② グリーンボンドや同ローン、同資産へのラベル・基準導入の必要性
③ セカンド・オピニオン業者への規制
④ 長期ファイナンスを促進するための企業会計基準の役割
⑤ グリーンファイナンスに伴う「グリーンウォッシング」への対応
⑥ 信用評価会社のデータベースに、環境面での規制違反等の「グリーン犯罪」情

報を含める手法開発

WS3（グリーンファイナンスのスケールアップ部会）
議長：ドイツ連邦銀行

金融監督当局の従来の立場から、グリーンファイナンス、グリーン金融商
品等の位置づけを扱う

メンバー
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）、モロッコ中銀、スペイン中銀、メ
キシコ中銀、英国中銀、フランス中銀・健全性監督破綻処理機構、
オランダ中銀、ドイツ中銀、欧州中央銀行(ECB)、スウェーデン金
融監督庁、日本金融庁、シンガポール金融管理局（MAS)、ベル
ギー中銀、オーストリア中銀、中国人民銀行 など

オブザーバー
国際決済銀行(BIS）、世銀グループ、経済協力開発機構
（OECD）、欧州復興開発銀行（EBRD） など

7
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TCFDが推奨しているシナリオ分析に関して、企業は自社シナリオを担保する外部シナ

リオを設定する必要があるため、IEA等のシナリオを参照・活用している。企業は「移行

リスク」と「物理的リスク」の両方にさらされているが、エネルギー業界のように、炭素税

や燃費規制といった政策による移行リスクが高い場合は、「移行リスクシナリオ」 に該当

するシナリオを参照する

IEAは、政策立案者、企業、投資家向けに、官民の投資トレンドの分析に必要なイノ

ベーションに関する調査、開発、実証（RD&D）データを収集・提供している。

データベース：https://www.iea.org/topics/innovation/

公表データ（例）

• エネルギーRD&Dにかかる公的資金動員額（政府による世界規模の研究開発費、

クリーンエネルギーへの投資額、クリーンエネルギー技術に関するベンチャーキャピ

タルへの投資額）

• エネルギー効率、再生可能エネルギー、原子力発電、化石燃料、水素、燃料電池等

の分野のIEA諸国における研究開発費の動向

• クリーンエネルギー技術の開発状況（38技術をカバー）

形態
• 石油、天然ガス、石炭、再エネを含む全てのエネルギー資源に関する
市場・情勢分析やエネルギーの安全保障、環境保護、経済成長等の
各国政府の施策に対し長期的な政策提言等を行う国際機関

運営主体
• IEA理事会：全加盟国の代表により構成、各種決定・勧告の採択を行う
• 事務局：パリ
• 事務局予算の大部分が加盟国の拠出金で賄われる

設立年 • 1974年

主な
プレーヤー

• 加盟国：30ケ国（日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等）
• 参加要件：OECD加盟国、かつ備蓄基準（前年の当該国の1日当たり
石油純輸入量の90日分）を満たすこと

• アソシエーション国：中国、インドを含む8カ国がアソシエーション国とし
て、IEAに協力（アソシエーション国は、会合及び理事会に参加可能）

背景・活動

• 第1次石油危機後の1974年に、キッシンジャー米国務長官の提唱を
受け、OECDの枠内における機関として設立

• エネルギー安全保障の確保、経済成長、環境保護、世界的なエンゲー
ジメントの「4つのE」を目標に掲げ、エネルギー政策全般をカバー

• 注力分野：
（1）石油・ガス供給途絶等の緊急時への準備・対応と市場の分析
（2）中長期の需給見通し、（3）エネルギー源多様化、
（4）電力セキュリティ、（5）エネルギー技術・開発協力、
（6）省エネルギーの研究・普及、
（7）加盟国のエネルギー政策の相互審査、（8）非加盟国との協力等

非財務情報開
示に関連する
活動

• IEAは特にSDGsのうち、SDG7（エネルギー）やSDG13（気候変動）に
関係するエネルギー市場の分析を行う

• IEAは、複数の気候変動・エネルギー政策別に、将来的な低炭素社会
への移行を表すシナリオを公表しており、TCFDは国際的に認知され
ているシナリオとして、IEAの「2℃シナリオ」を参照することを推奨して
いる。2℃シナリオの他にIEAが示す450ppmシナリオ等も参照可能

International Energy Agency（IEA）

出典：IEA公開情報、その他2次情報より作成

概要 IEAシナリオ

IEAは、国際エネルギー計画等を通じて世界のエネルギー安全保障を強化する役割を担っており、緊急時に石油備蓄を放出するための緊急時対応システムを開発・運用
する。オイルメジャーを含めエネルギー事業者の多くがエネルギー需給予測の際にIEAが公表している予測を活用しており、TCFDの推奨するシナリオ分析実施時の参照
外部シナリオの一つにIEAシナリオが含まれている。

シナリオ名 概要

IEA Bridge Scenario (keeps 

world on path to 2°C limit 

to 2025, but more needed 

after 2025)

• 2020年までにエネルギー関連排出量をピークアウトさせる
ことを目標とするシナリオ

• 2100年の2℃目標達成に向けた橋渡し的な役割を担う戦
略として提言されている

IEA WEO 450ppm Scenario 

(projected to limit warming 

to 2°C)

• 産業革命前と比較して、2100年時の気温上場を2℃未満に
抑えるためのシナリオ

• 気温上昇を2℃未満に保つための温室効果ガス濃度の
許容閾値が450ppm

IEA ETP 2DS Scenario 

(projected to limit warming 

to 2°C)

• IEA報告書“Energy Technology Perspective”の中で提示
されており、2100年において少なくとも50%の確率で気温
上昇を2℃未満に抑えられるシナリオ

移行リスクにかかるIEAシナリオ（例）

イノベーションにかかるIEAの取り組み

8
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■ ISOの組織構造

■グリーンファイナンスに関連するISO規格開発の動き

国際標準化機構（International Organization for Standardization：ISO）

形態
• 電気・通信及び電子技術分野を除く全産業分野（鉱工業、農業、
医薬品等）に関する国際的な共通の基準である、ISO規格の作成
を行う国際標準化機関（非政府組織）

設立・運営主体

• ISOの会員：1カ国から1機関のみが会員資格を認められる
• 加盟国：25カ国 （創設時）、162カ国（2018年12月時点）
• 投票権を有する正会員（Full members)は、2018年11月時点で

120機関
• 日本からは経済産業省に設置されている審議会である日本工業
標準調査会（JISC)が1952年よりフル会員として加入

設立年 • 1947年（本部：スイス、ジュネーブ）

コンセプト、
ミッション

• 製品／サービス／システムが安全で信頼性があり、質の高いもの
であることを保証し、その国際貿易を円滑にするのに役立つISO

国際規格を策定する

背景

1946年：ロンドンに25カ国（65名）が集まり、国際基準の国際調整と
統一を促進するための新しい国際的な機関の創設を決定。
1947年正式に活動を開始

1971年：環境分野における初めてとなる2つの技術委員会を創設

財政基盤

• 事務局の運営費（全体の約1/5）は会員による負担（各国の国民
総所得、取引額に基づく）で賄われており、その他費用（規格開発、
テクニカルワーク等が全体の4/5を占める）は、フル会員や業界
団体が負担

備考

• 電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っている国際
電気標準会議（International Electrotechnical Commission: 

IEC）と密接に協調
• ヨーロッパにおける電気工学、電子工学を除く分野すべての標準
化を進めているCEN（European Committee for

Standardization）と協力・協調

出典：ISO 公開情報、その他2次情報より作成

ISOにおいて、現在グリーンファイナンスにかかる国際規格（ISO14097, ISO14030等）の開発が進められており、今後策定されたISO規格が国際的な共通基準と
して各国の金融当局の規則等に参照され、事業者に広く活用される可能性がある。

概要 グリーンファイナンス関連の活動内容

専門委員会-

TC
設立年議長
国

分科委員会(SC)／作業グループ(WG)

TC207

環境管理

1993年
カナダ／
コロンビア

SC4 議長国：米国／タンザニア
• SC4 -WG7:グリーンボンド（米国提案）
• 規格番号：ISO14030

SC7 議長国：カナダ／マレーシア
• SC7-WG10: 気候変動ファイナンス（フランス提案）
• 規格番号：ISO14097

WG11 議長国：中国／フランス
• グリーンファイナンス（中国提案）
• 規格番号：ISO14100

TC322

サステナブル
ファイナンス

2018年
イギリス

【スコープ】
• 責任投資、スチュワードシップ、インパクト投資
• グリーンファイナンス
• セクターレベルでの持続可能な投資／持続可能な
ファイナンスの適用

総会

協議会

中央事務局

テクニカル・マネジメント・
ボード

専門委員会
（Technical Committees :TC)

9
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大

対
象
範
囲

小

‐ サステナブルファイナンス

14097

気候変動に係る投融資活
動の評価・報告にかかる
枠組み及び原理原則
（気候変動ファイナンス）

14100 グリーンファイナンス

イギリス

開発中

中国

• 2018年6月にイギリスが新規TC（TC322）の創設を提案
• イギリスは、2019年春ごろに「Green Finance Strategy」を公表予定。ロンドンのグ
リーン金融市場におけるグローバルハブとしての立ち位置を確立、ルールメイカーとな
ることが目的であり、また新興国（特に中国）との グリーンファイナンス分野での協調
を表明

• 一方で、EUは2018年3月に「Sustainable Finance Action Plan」公表し、タクソノミー
の確立を含め同分野の法制化に動いている

• 2016年末にフランスが新規規格案をISO事務局に提案、2017年1月に投票結果を受
けて承認。共同議長に2°Investing Initiative及びUNFCCC起用

• パリ協定に基づくCO2削減目標達成に向けた投資の貢献度を測るため、気候変動関
連投融資活動の評価し報告するための基準を策定する

• 2019年1月の会議にて作業ドラフト（WD）1に対する各国コメントの審議、WD2の作成

• 2017年6月に中国の提案が投票結果を受けて承認
• 気候変動以外も含めた環境全般を対象とした環境金融の関連事業の評価プロセスを
標準化する

• グリーンボンド発行により調達した資金の投資先であるグリーン事業の定義に関わる
ため、 ISO14030との整合性が求められる

• 上記サステナブルファイナンスの中にもグリーンファイナンスが含まれているため、規
格の棲み分けの明確化が必要

• 2018年9月、規格開発のため新たなWGを設置

規格 委員会／WG／規格名称 背景・動向・課題点提案者

フランス

進捗

機関投資
家／ファン
ドマネー
ジャー／
アセット
オーナー

金融機関
／政策立
案／規制
当局

対象

機関投資
家／事業
者／金融
機関

ISO（環境金融分野）規格策定状況
現在規格化に向けて開発している各委員会・WGの提案国が異なっており、今後規格間の明確な棲み分けに向けた連携・調整が必要である。またEUや各国が独
自に進めている国内規格との整合性も必要になる。

開発中

開発中

出典：ISO,イギリス政府公開情報、その他2次情報より作成

14030
（1～4）

グリーンボンド

1.候補事業及び資産の環境
パフォーマンス

2.適格投資カテゴリーの分類
3.検証の要求事項
4.グリーンローン

アメリカ

• 2017年5月にアメリカが新規規格案をISO事務局に提案、7月に投票結果を受けて承
認。グリーンボンドの適格要件や環境パフォーマンスの評価プロセス、モニタリング・
情報開示等に関する内容を決める

• 一方、EUは、 Sustainable Financeの法的枠組みの中に、グリーンボンドを組み込み、
欧州共通の基準化を目指している

• 議長国であるアメリカは、グリーンボンド市場の牽引者として、欧州勢が重視する「グ
リーンボンド原則」やイギリスのClimate Bonds Initiative の基準（CBS）を踏まえた形
でのドラフト策定中

• 債券に加えてローンも含めた「Green Debt Instruments」を対象としようとする動きも
あり、ローンの場合に開示の責任をLenderとBorrowerのどちらで追うのか等について
議論がある

• 2019年6月の会議で1・3は国際規格案（DIS）、2・4は委員会原案（CD）作成

発行体／
引受会社
／投資家

開発中

• 2019年6月
にCD策定・
投票予定

• 2019年6月
にCD策定・
投票予定

• 2019年6月
WG11開始
予定

• 2019年3月
WG開始

9
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ISO（エネルギー分野）規格策定状況
エネルギーファイナンスを専門とする委員会は、2018年12月時点で存在しない。今後エネルギーファイナンスにかかる規格化について議論する場合には、グリー
ンファイナンスと同様にTC207（環境管理専門委員会）の中で議論される位置づけとなると想定される。

エネルギー事業者に関係する主なISO専門委員会

27919

等

TC265

二酸化炭素回収・輸送・
地中貯留

14001

14064

14025

等

TC 207

環境管理

50001

等

TC 301

エネルギーマネジメント
及び省エネルギー

カナダ

米国
ブラジル
（TC242）

• スコープ：二酸化炭素回収・輸送・地中貯留分野における設計、建設、操業、環境計画とマネジメント、リ
スクマネジメント、定量化、モニタリングと検証、及び関連活動の標準化

• 2011年5月にカナダからのCCS（Carbon dioxide Capture and Storage）についての提案があり投票の
結果、同年10月に承認

• 議長国：SCC（カナダ） 幹事国：SCC(カナダ）、SAC(中国）
• 2018年12月時点において7つの規格を策定し、5つの規格を開発中

• 1993年設立
• 環境マネジメントシステム、環境監査、環境ラベル、環境パフォーマンス評価、ライフサイクルアセスメン
トといった環境管理の標準化

• 議長国：SCC（カナダ） 幹事国：SCC（カナダ）

• 2016年9月、ISO/TC242とISO/TC257を統合し、ISO/TC301が発足
• 議長国：ANSI（米国） 幹事国：ANSI（米国）、SAC(中国）
• ISO規格の中でも世界で最も広く使用されているエネルギー関連規格。エネルギー指標 （パフォーマン
ス）、エネルギーパフォーマンスの測定・分析・検証、プロジェクト／組織／ 地域におけるエネルギー
消費削減量の算定方法論の標準化

• ISO50001（エネルギー効率の向上、エネルギー消費及びコストの削減、温室効果ガスの 削減を含む
組織のエネルギーパフォーマンスの改善を支援するシステムの開発・構築）は、2011年に策定され、
2018年に改定

規格 委員会名称 背景・概要提案国

カナダ

開発機関／
事業者／
規制当局

事業者／
政策立案／
規制当局／
金融機関

対象

事業者／
規制当局

＜その他技術にかかる委員会＞
TC197: Hydrogen technologies （水素）
TC238: Solid biofuels （固形バイオ燃料）、TC180：Solar Energy

ISO/IEC JTC 1/SC 39: Sustainability for and by information technology

開発事業者
／規制当局

WG 11

グリーンファイナンス • 2017年6月に中国の提案が投票結果を受けて承認。中国

出典：ISO公開情報、その他2次情報より作成

9
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概要
• Science Based Target（SBT） Initiativeは、産業革命時期比の気
温上昇を2℃未満にするために、企業が気候科学（IPCC）に基づく
削減シナリオと整合した削減目標を個別に設定する取り組み

コンセプト、
ミッション

• 企業の削減目標が2℃目標と整合し、妥当性があることを認定
• 個別企業単位のグローバルのサプライチェーンを捉えること、それ
を投資家や金融機関に対し見える化し、投資を促す目的

設立年 • 2014年9月

背景

• SBTはWe Mean Business（WMB）の主要な取組の一つと位置付
けられており、CDP, WWF, UN Global Compact等の構成機関が
設立運営

• 英国の国際環境NGO「The Climate Group」主催のイベント
「Climate Week NYC 2014」にて「We Mean Business」という企
業連合体が設立された。発起人はアップル等の名だたるグローバ
ル企業で、さらにBSR,CDP,Ceres,The Climate Group, The 

Prince of Wales Corporate Leaders Group, WBCSD, B Team

等の気候変動やサステナビリティの分野で力を持つ国際NGOが協
働する形で発足（現在世界260社が加盟）

• WMBは、現在10のコミットメントを発表しており、うち重要なものの
一つが「科学的根拠に基づく目標設定（SBT）の採用」とされている

メンバー
• 2019年3月：目標認定済189社（日本39社）、目標設定コミット350

社（日本34社）

直近動向

2016年：CDP質問書からSBTに関する質問が追加され、評価の対象
2017年：CDP質問書ではSBT認定を受けていると、「リーダーシップ」

の得点を獲得可能
2019年2月：4月からの承認基準改定を発表。2018年10月のIPCC

による「1.5℃特別報告書」の発表を受け、IPCCが設定した
「1.5℃シナリオ」「well-below 2℃シナリオ」に沿った目標設定
を認定基準とし、従来の「2℃シナリオ」目標では承認不可とす
る予定

概要 SBTの手続き・認定基準と参加企業数推移

Science Based Targets Initiativeは、2015年のパリ協定採択を契機に、世界共通の長期目標として設定された産業革命前からの平均気温の上昇を2℃未満
にする目標（2℃目標）に整合した意欲的な目標を設定・実行する企業を認定する国際イニシアティブである。企業の参加メリットとして新技術・事業の推進、化石
燃料関連のコスト節約、競争力向上等が示されており、参加企業は日本でも増加傾向にある。

 SBTの手続きと認定基準

• ***********

 SBT参加企業数の推移（累計）

Science Based Target Initiative （SBTi）

1
コミット：【任意】コミットメントレターを事務局に提出

• 2年以内にSBTを設定する旨を宣言し、SBT事務局、CDP、WMBのサイトにて公表

2
認定申請：目標を設定し、SBT認定を申請

• Target Submission Formを事務局に提出

3

認定・公表：SBT事務局による目標の認定、認定した場合は公表

目標年：公式提出時から5年以上先、15年以内の目標
基準年：最新のデータが得られる年で設定することを推奨
対象範囲：自社排出すべて。Scope3（サプライチェーンの他社排出）がScope1～3の

合計の40％を超える場合には、目標設定が必要
目標レベル：以下のIPCCシナリオに沿った、削減カーブを描くこと

2010年比2050年49%削減（必須）＝年1.7％削減
2010年比2050年72%削減（推奨）＝年3.1％削減

4
定期チェック：進捗状況を年一回報告開示、定期的に目標の妥当性確認

• 大きな変化が生じた場合は必要に応じ目標を再設定（少なくとも5年に1度は再評価）
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出典：環境省、SBT公開情報、その他2次情報より作成

（*1）「認定」は、SBT事務局より認定を取得済であること、「コミット」は、SBT事務局に対してSBTを策
定する旨を宣言すること
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エクエーター原則（赤道原則）

概要

• エクエーター原則（Equator Principles）は、インフラ建設等の大規模プ
ロジェクトへの投融資の際に、環境・社会リスクを評価管理する金融業
界の自主的ガイドラインで、「赤道原則」とも呼ばれる。ガイドラインの管
理・改訂は、事務局組織「エクエーター原則協会」が担当

コンセプト、
ミッション

• 事業者が一定の基準に従って環境や社会に及ぼす影響を把握し、適切
な対策を実施することを促すと同時に、融資後も計画通りに進められて
いるかをモニタリングすることを定義

設立年 • 2003年

背景

• 大規模開発・建設プロジェクトが自然環境や現地地域社会に及ぼす悪
影響への懸念の高まりを受け、世銀等のMDBsやOECD加盟国の政府
系輸出信用機関等は、環境・社会リスクを管理するための自主ガイドラ
インの整備・運用を実施

• ガイドラインの整備が進まない民間銀行に対して、NGO等から管理体制
強化を求める声があったことから、世界銀行グループのIFC協力の下、
主要欧米銀行10行により2003年に金融業界の自主的ガイドラインとし
て策定

対象
• 従来はプロジェクトファイナンスのみを対象としていたが、2013年6月の
改訂で、プロジェクト紐付きコーポレートローン等へ対象が拡大

メンバー • 2018年10月時点で、37か国、93金融機関が同原則を採択

直近動向

2002年：原案作成時には、国際環境NGOのバンクトラック等も協力
2017年5月～：国際環境NGOら65団体が、エクエーター原則にパリ協定

の目標達成と、先住民族の権利擁護を明記するよう、全面改定を
銀行団に要請

2017年10月：年次総会において、前回改訂から、パリ協定署名（2015）、
TCFD勧告のG20での採択（2017）等、気候ファイナンス関連で大
きな展開があり、政策的変化を踏まえて、原則を再度見直すことを
決定

2019年：第四版（EpⅣ）は2019年に公表予定

出典：赤道原則協会公開情報、その他2次情報より作成

エクエーター原則（The Equator Principles）は、インフラ建設等の大規模プロジェクトへの投融資の際に、環境・社会リスクを評価管理する目的で策定された金
融業界の自主的ガイドラインである。同原則は、世銀・IFCのセーフガードポリシーを参考に定められており、欧米金融 機関をはじめとした民間金融セクターが主
体的に策定した国際枠組みの先駆けといえ、同原則を採択する金融機関は増加を続けている。

概要 原則の各項目と採択金融機関数の推移

 エクエーター原則採択金融機関の国/地域別内訳

1 レビュー及びカテゴリー付与

潜在的な環境・社会に対するリスクと影
響の大きさに応じて、プロジェクトにカテ
ゴリー（A～C）を付与

2 環境・社会アセスメント

顧客にアセスメント実施を要求

3 適用される環境・社会基準

指定国以外：IFCパフォーマンススタン
ダード
指定国（*1）：現地の法規制、許認可

4 環境・社会マネジメントシステムと赤道
原則計画アクションプラン

顧客に対し、環境・社会マネジメントシス
テム（ESMS）の構築・維持運用を要求

5 ステークホルダー・エンゲージメント

効果的なステークホルダー・エンゲージ
メントの継続的実施を要求

6 苦情処理メカニズム

顧客に苦情処理メカニズムの構築を要
求

7 独立した環境・社会コンサルタントによる
レビュー

カテゴリーA・Bの案件は、アセスメント文
書の独立レビューにより遵守確認

8 誓約条項（コベナンツ）

赤道原則の順守に関する誓約条項を融
資契約書に盛込み

9 独立した環境・社会コンサルタントによる
モニタリングと報告の検証

独立した環境・社会コンサルタ ント、外
部専門家によるモニタリング・検証

10 情報開示と透明性

環境・社会影響評価書、GHG 排出量の
公表

 原則の各項目 （※2, 4～10は主にカテゴリーA・B案件に適用）

(*1)「指定国」とは、強固な環境・社会に関するガバナンス、法体系、組織を有すると考えられる国
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グリーンボンド原則

概要

• 環境の持続可能性向上に寄与するプロジェクトなど、調達資金の
使途を特定分野に絞ることで、持続可能な環境保全への事業モデ
ルへの移行をサポート

• 2017年の世界のグリーンボンド発行額は前年のおよそ倍額の
1,608億米ドルに及び、年々増加している

制定年 • 2014年（グリーンボンド原則の発行）

主なプレイヤー

• グリーンボンド市場の急拡大を背景に、市場関係者間でグリーンボ
ンドの定義やプロセスにつき透明化を図る機運が高まり、2014年1

月にバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、シティバンク、クレディ・ア
グリコル、JPモルガン・チェースの4銀行により、GBP策定

• その後、国際資本市場協会（ICMA）がグリーンボンド原則のモニタ
リングやガイドライン更新を実施

• ICMAは550以上のメンバーを抱える国際的な業界団体

発行対象

• 再エネやエネルギー効率向上など、エネルギーセクターと結びつき
の強いプロジェクトでの発行実績が多い

• 国内でのグリーンボンド発行実績例の利率としては、0%～2%台と、
プロジェクトによって大きく異なる

• グリーンボンド原則で提示されているグリーンプロジェクト分野の例
にはエネルギー、建物、運輸、水マネジメント、廃棄物・汚染管理、
自然資本、ICT等が含まれる

コンセプト、
ミッション

• グリーンボンド発行に任意のガイドラインを設けることで、グリーン
ボンド市場の統一性や、グリーンボンドを通じて調達された資金利
用の透明性確保などを促進

背景

• グリーンボンド原則以前にも類似の債券発行実績はあったものの、
ガイドラインは不在であった

• グリーンボンドの他、ソーシャルボンド、サステナビリティボンドも原
則、ガイドラインが発行されている

直近動向

2018年6月：改訂版のグリーンボンド原則を発行
2018年12月：2018年の国内企業等によるグリーンボンド等の発行実

績は33件、総額5,240億円（2017年比：+22件、+3,017億円）
2018年12月：ICMAが東京にてグリーンボンドセミナーを開催

出典：ICMA, 環境省「グリーンボンド発行促進プラットフォーム」, CBI公開情報、その他2次情報より作成

グリーンボンド原則（GBP）は、国際資本市場協会（ICMA）が策定した自主的な手続きに係るガイドラインであり、グリーンボンドを発行するための手引きを示すこ
とによって、透明性と情報開示を推奨し、グリーンボンド市場の秩序だった発展促進を目的としている。グリーンボンドに関する類似のガイドラインが複数存在する
が、GBPは国際的に最も広く認知されており、発行体の資金調達に一定の影響力がある。

概要 原則の特徴、関連動向

対象資金使途 補足

再生可能エネルギー 発電、送電、機器、製品を含む

省エネルギー
新築／改修ビルの省エネ、エネルギー貯蔵、地域暖房、スマー
トグリッド、機器、製品を含む

汚染の予防及び管理
廃水処理、温室効果ガスの管理、土壌浄化、リサイクルおよび
廃棄物エネルギー、廃棄物の利用や再生品化による付加価値
製品、関連する環境測定・分析を含む

自然資源の持続可能な
利用

持続可能な農業、漁業、水産養殖業、林業、生物農薬、点滴灌
漑を含む

生物多様性保全 沿岸、海洋、流域環境の保護を含む

クリーンな運輸
電気、ハイブリッド、公共交通、鉄道、自転車、複合輸送、クリー
ンエネルギー輸送・有害物質排出削減のためのインフラ

持続可能な水資源管理
清浄な水・飲み水のための持続可能なインフラ、持続可能な都
市廃水システムや河川改修、洪水緩和対策を含む

温暖化への適応 気候観測や早期警報システム等の情報サポートシステムを含む

環境に配慮した製品、
製造技術、製造工程

環境配慮型製品、エコラベルや認証を得た製品の開発と導入、
資源効率性の高い包装や配送

 原則に定められている項目・推奨項目

① 調達資金の使途
 調達資金は適切なグリーンプロジェクトに使用されるべき

② プロジェクトの評価・選定プロセス
 プロジェクト選定や評価における基準を明示するべき

③ 調達資金の管理
 調達資金は、他の資金とは分ける等の管理をするべき

④ レポーティング
 ①～③が適切に実施されているか、少なくとも年1回情報開示すべき

⑤ 外部評価（推奨項目）
 ②に対する認証や③に対する補償について推奨する

 適格グリーン事業 （※石炭火力に関する制限記載なし）
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グリーンローン原則

概要
• イギリスのLoan Market Association（LMA）と香港に本部を置く

Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）が発表した、
環境分野に使途を限定する融資の国際的な原則

制定年 • 2018年3月

主なプレイヤー • グリーンローンを活用して資金を調達する組織、投資家

背景

• LMA, 国際資本市場協会（ICMA）等のメンバーが、国際的・地域的
な金融団体を招集し、グリーンファイナンス、サステナブルファイナ
ンスについて議論するために2017年に設立した、Global Green 

Finance Council（GGFC）において、グリーンローン原則の必要性
を認識

• GBPと対をなすローン分野の国際基準を求める機運が高まったこ
とから、LMA、APLMAがICMAの協力を得て、グリーンローン原則
を策定し、2018年3月に発表

• 金融市場における一貫性向上の観点から、当原則はICMAが策定
したグリーンボンド原則を基盤としている

直近の動き
• 日本では同8月に国内初となるグリーンローン原則に準拠したロー
ンを、みずほ銀行がJ-REITのジャパンエクセレント投資法人に提供

備考

• 当原則におけるグリーンローンは、「新規または既存の、”グリーン
プロジェクト”と認められるもの（全部・一部）のためだけに提供され
る、新規・借り換えを含む、いかなるタイプのローン」を指す

• 何が「グリーンプロジェクト」と認められるかは、当原則のAppendix

1に記載があるが、ICMAの策定したグリーンボンド原則に準拠した
定義となっている（グリーンボンド原則のアップデートを参照せよと
の記載もあり）

出典：LMA公開情報、その他2次情報より作成

グリーンローン原則は、ローン市場協会（LMA）等がグリーンローン市場の統一的な発展の促進を目的として制定した自主的ガイドラインである。この原則に基づ
き、組織がグリーンローンによる資金調達を実施することが期待されている。グリーンローン原則（GLP）は、グリーンボンド原則（GBP）をベースに作成しているた
め、原則に定める項目等類似点が多く、同様に事業者の資金調達に一定の影響力があると思われる。

概要 グリーンボンド原則との関係と、エネルギー業界への影響

グリーンローン原則（GLP）グリーンボンド原則（GBP）

策定
策定

協力

ICMA
（国際資本市場協会）

LMA
（ローン市場協会）

APLMA
（アジア太平洋地域
ローン市場協会）

【グリーンボンド原則とグリーンローン原則の相違点】
• 原則を守る主体：GBPの場合は発行体、GLPの場合は借り手となる。
• 認定の範囲：GLPの場合はローン全体がグリーンプロジェクトを対象としていなくても、
グリーンプロジェクトを対象としたトランシェがあればグリーンローン（グリーントラン
シェ）として認められる。

【グリーンボンド原則とグリーンローン原則の類似点】

1. 原則に定められている項目・推奨項目

① 調達資金の使途
 調達資金は適切なグリーンプロジェクトに使用されるべき

② プロジェクトの評価・選定プロセス
 プロジェクト選定や評価における基準を明示するべき

③ 調達資金の管理
 調達資金は、他の資金とは分ける等の管理をするべき

④ レポーティング
 ①～③が適切に実施されているか、少なくとも年1回情報開示すべき

⑤ 外部評価（推奨項目）
 ②に対する認証や③に対する補償について推奨する

2. 「グリーンプロジェクト」の定義が共通
• グリーンプロジェクトの定義は事例を示したものであり、これらに限定するものでは

ない。石炭火力に関しては制限する記載なし
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形態
持続可能な開発目標(SDGs) を含むサステナブル投資と上場企業にお
けるESGに関する情報開示及びパフォーマンスの向上を支援するため
のグローバルプラットフォーム

設立・
運営主体

• SSE理事会メンバー：
UNCTAD, 国連グローバル・コンパクト（UNGC）、UNEP FI, PRIが共同
運営・事務局の役割を担う

設立年 • 2009年

主な
プレーヤー

• 世界各国の証券取引所
証券取引所は、SSEの理念・目的に賛同することで、本イニシアティブに
「パートナー」として参加可能
• 自主参加型、拠出等金銭的義務なし
• パートナーは、SSEの戦略的な方向性や優先事項を決める協議会な
どにおいて積極的な参加が期待される

背景

2004年：UNGC, NY国連本部で世界の証券取引所と会合開催。
2008年：UNCTADとUNGCが金融関係者（証券取引所、投資家、政策

立案者等）と会合を開催、持続可能な責任ある企業に投資を重視す
るAviva investorsが、サステナビリティパフォーマンス及び戦略開示
促進規定を上場規則に盛り込むことを検討するよう証券取引所に呼
び掛け、PRIと共にSSEイニシアティブを設立

2009年：パン・ギムン（前国連事務総長）により第一回SSEイニシアティ
ブの会合を開催

主な活動

• SSE事務局は、証券取引所が貢献可能なSDGsとして、SDG17（パー
トナーシップ）、SDG5（男女平等）、SDG8（中小企業の資金調達アクセ
ス改善）、SDG12（大企業のESG情報開示）SDG13（グリーンファイナ
ンス）を特定しており、その実現のため具体的な活動（①合意形成、②
技術協力、③研究）をパートナーと共に企画

備考

• 現状、全取引所数94のうち、上場企業にESG情報開示を要請している
証券取引所数は17（ルクセンブルク証券取引所を含めすべてSSE参
加証券取引所）、ESG報告ガイドラインを出している取引所数は41（う
ちSSE参加証券取引所数は40）。日本証券取引所はいずれも未対応
（2018年12月27日現在）

持続可能な証券取引所（SSE）イニシアティブ

出典：SSE公開情報、その他2次情報より作成

概要 活動内容

1. 合意形成：
SSEは、証券取引所、監督当局（証券取引委員会等）、投資家、上場企業、政策立
案者（GRI等）を一同に集め、2年に1回「SSE グローバル対話」を開催している。
2018年は、スイスで開催されたUNCTAD世界投資フォーラムの中で開催。（合意
形成例：ESG要素の報告書への組み込み促進すべきと進捗レポートにて発表）

2. 技術協力：
SSEは、各証券取引所が上場会社（発行体）向けの独自のサステナビリティ報告ガ
イダンスを策定することができるように、証券取引所向け「SSE Model Guidance」
を開発・提供している。

3. 研究：
SSEは、各証券取引所のESG活動状況について記載したFact Sheetを公開して
いる（Fact Sheet項目例：サステナビリティ報告ガイダンスの有無、上場規則におけ
るESG情報開示の有無、サステナビリティ関連インデックスの有無等）。SSE参加
証券取引所は、 Fact Sheet のアップデートが求められている。

Sustainable Stock Exchanges（SSE）イニシアティブは、投資家と発行体をつなぐ役割を担う証券取引所に①発行体のESG情報開示促進と②投資家のサステ
ナブル投資推進にかかる支援を行っており、現在世界の証券取引所の８割以上がそのミッションに賛同し参加している。支援を通じてSSEは将来的に①すべての
証券取引所の上場規則へのESG情報開示の盛り込みと、②投資家の求める将来を見据えた持続可能な事業戦略を発行体が提示することを目指している。

 参加証券取引所数の推移

世界の94証券取引所のうち80証券取引所がSSE

イニシアティブに参加（2018年12月27日現在）

参加取引所：

ニューヨーク、ロンドン、

東京証券取引所（2017年加盟）等

（ハンガリー、バーレーン等未参加）

SSEが想定している証券取引所への参加メリット：
投資家のESG情報開示への要望が高まる中で、証券取引所がサステナビリティインデッ
クスや金融商品を提供することで投資家の責任投資を奨励し、同時に発行体にESGパ
フォーマンス及びインパクト情報の開示を求めることで、キャピタルマーケットにおけるより
良い市場慣行を促進可能。

80証券
取引所

上場企業数
46,220社時価総額

約82兆USD
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概要

概要

• 機関投資家による、気候変動対応を世界規模で推進するためのイ
ニシアティブ

• 活動期間は5年の予定
• 機関投資家が企業への集団的エンゲージメントが目的
• UNPRIとGIC構成団体で創設したこともあり、他の類似のイニシア
ティブと比較して規模が格段に大きく、影響力も強いとみられる

コンセプト、
ミッション

• 3つの要求事項：
① 二酸化炭素排出量を削減し、パリ協定で国際合意した2℃目標

へのコミットメント
② 金融安定理事会（FSB）のTCFDのガイドラインや、GICの

各業種向けの気候変動情報開示ガイドラインに沿う情報の開示
③ 気候変動に関する取締役会の説明責任の監視を確実に

遂行するための強力なガバナンス体制の構築
• TCFD実施ガイダンスを発表したPRIが設立メンバーに含まれて
いるためTCFDガイドラインを使用

設立年 • 2017年12月

背景

• 2017年のOne Planet Summitで発足。気候変動問題に取り組む
12のイニシアティブの一つとしてハイライトされ大きな注目を集める

• One Planet Summitで二酸化炭素排出量の多い世界の企業
約100社の具体名を発表し、同イニシアティブに参加する機関投資
家で集団的エンゲージメントを開始

• 投資家がGlobal Investor Statement on Climate Changeでの
コミットメントの実施をサポートするために設計

メンバー • 320 投資家／組織

直近動向

2018年10月：GPIFが加盟
2018年5月：アジア企業の加盟が急激に増加（日興アセットマネジメ

ント、China Asset Management Company、三菱UFJ信託銀行、
富国生命投資顧問、りそな銀行）

2018年7月：エンゲージメント対象企業61社追加（先進国・新興国双
方の電力、エネルギー、航空、鉄鋼、化学、自動車企業が多い）

備考
• 企業を評価するための尺度として、CDPデータを使用し、まずは
二酸化炭素排出量の多い企業に焦点

Climate Action 100+は、世界の大手投資家が温室効果ガス排出量の多い大企業に気候変動の対応を働きかけることを目的としている。
設立当初から200超の組織が参加しており、その後半年で対象企業のうちTCFDの設定目標を支持する企業の数が3倍に増える等、一定の影響がみられる。

Climate Action 100+ 

組織構成、参加投資家組織等

HSBC

Ircantec
Manulife Asset 

Management

Ceres North 

American 

Engagement 

Group

AIGCC-PRI 

Asia 

Engagement 

Group
IIGCC 

European 

Engagement 

Group

IGCC 

Australasia 

Engagement 

Group

PRI Global 

Engagement 

Group

エンゲージメント・
ワーキンググループ

（地域ごとのワーキンググループ）

Australian

Super
CaIPERS

Groupe Caisse

des depots

出典：Climate Action 100+公式サイト情報、各種2次情報より作成

 組織構成

200

220

240

260

280

300

320

340

17/12 18/01 18/04 18/06 18/09 19/03

設立メンバー

AIGCC
Ceres

（INCR）
IGCCIIGCCUNPRI

ステアリング・コミッティー（運営事務局）

 参加組織数推移
• 参加企業数は設立当初から200団体を超えており、足元も漸増
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2015年12月

2016年1～6月

2016年8月

2016年9月

2018年2月

G20 Sustainable Finance Study Group （SFSG）

出典：G20公開情報、その他2次情報より作成

G20 サステナブル・ファイナンス・スタディグループ（旧グリーンファイナンス・スタディグループ）は、2016年のG20杭州サミットに向け、中国、英国主導のもと発足
したグループである。国連環境計画（UNEP）が事務局を担っており、発足以来、国際社会のグリーンファイナンスの議論をリードし、「ISO14100グリーンファイナン
ス」の検討開始にも影響を与えている。

概要 取組状況

 中国人民銀行、イングランド銀行、UNEP Inquiry into the 

Design of a Sustainable Financial System（持続可能な金融
システムのデザインに向けたUNEP調査、UNEP Inquiry）の3者
の指揮により「G20グリーンファイナンス総合レポート」を作成

 5つのワーキンググループ発足
• 銀行システムのグリーン化
• グリーンボンド市場の改革
• 機関投資家投資のグリーン化
• 公的金融による民間のグリーン投資の加速
• 環境リスクマネジメントとストレステスト、進捗評価

 杭州サミット議長国・中国が強いイニシアティブを発揮。中国人
民銀行、イングランド銀行を共同議長、国連環境計画（UNEP）
を事務局に設定

G20財務次官・中央銀行副総裁会議（於中国）にて、G20グリーン
ファイナンス・スタディグループ(GFSG)の開催が決定

G20グリーンファイナンス・スタディグループ開催（計4回）

中国政府が国内向けガイドライン「グリーンファイナンスシステム構
築のためのガイドライン」を公表

サステナブルファイナンス・スタディグループ（SFSG）に改称

 公的組織が担い手と思われてきたグリーンファイナンスを、民間
金融機関が中心となって担うべきであり、グリーンファイナンス
への民間資本動員能力を高めるため、GFSGが構築した自発
的選択肢を歓迎するとの声明

G20杭州サミット首脳声明、「G20グリーンファイナンス総合レポー
ト」を公表

概要
• 金融の視点で気候変動問題に対処することを目的に発足した、

G20の参加国で構成されたイニシアティブ。国連環境計画（UNEP）
が事務局を担当

コンセプト、
ミッション

• グリーンボンド（グリーン債）、再生可能エネルギー事業への投資、
環境プロジェクトへの融資等、環境に資する資金提供（いわゆるグ
リーンファイナンス）の推進。2018年からは議論の対象を「Green

（環境）」だけでなく、雇用創出や所得格差等の社会的側面も踏まえ
たサステナビリティ全般へと拡大

設立年 • 2016年

背景・経緯
• 2016年のG20杭州サミット（中国）に向け、中国/英国各々の中央銀
行である中国人民銀行、イングランド銀行が共同議長となり発足

メンバー
• 主要国首脳会議（G7）、EU、ロシア、中国、インド、ブラジル、メキシ
コ、南アフリカ、オーストラリア、韓国、インドネシア、サウジアラビア、
トルコ、アルゼンチンの財務省・中央銀行

直近動向

2017年：ドイツ議長国、2018年アルゼンチン議長国の下でも継
2018年：同グループの名称を「G20サステナブルファイナンス・スタ

ディグループ（SFSG）」に変更
2019年：日本で開催予定

備考

• G20には他に、「G20サステナビリティ・ワーキンググループ」がある
が、同グループは「G20エネルギー・サステナビリティ・ワーキンググ
ループ」と「G20気候サステナビリティ・ワーキンググループ」で構成
されており、対象領域が環境に絞られるとともに、金融はメインの
テーマとはならず

• SFSG発足前のタイミングではあるが、2015年のG20アンタルヤ・
サミットが契機となりTCFDの検討が開始されたため、今後の動向
が注視される
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• GFSG（現SFSG）がG20杭州サミットの場で発表したレポート。グリーン
ファイナンスが必要となる背景、グリーンファイナンスの課題とそれに対
する選択肢が提示されているほか、銀行・債券市場・機関投資家が果た
すべき役割等について言及

 グリーンファイナンスが直面する5つの課題

 グリーンファイナンス課題克服のための7つの選択肢

（参考）G20 Sustainable Finance Study Group （SFSG）

出典：外務省、G20公開情報、その他2次情報より作成

• ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

G20杭州サミット首脳宣言（抜粋） G20グリーンファイナンス総合レポート

21 我々は、環境的に持続可能な成長を世界的に支えるために
は、グリーンファイナンスを拡大することが必要なことを認識してい
る。グリーンファイナンスの発展は、とりわけ環境的外部性の内生
化における困難、償還期日のミスマッチ、「グリーン」の定義の明瞭
さの欠如、情報の非対称性、不十分な分析能力を含む多くの課題
に直面しているが、これらの課題の多くは、民間セクターとの連携
によって策定された選択肢によって対処され得る。我々は、グリー
ンファイナンス・スタディグループ（GFSG）によって提出された
「G20グリーンファイナンス総合レポート」と、金融システムがグリー
ンファイナンスに民間資本を動員する能力を高めるため、GFSGに
よって構築された自発的な選択肢を歓迎する。我々は、明確な戦
略的政策のシグナル及び枠組みを提供し、グリーンファイナンスの
ための自発的な原則を促進し、能力構築のための学習ネットワー
クを拡大し、ローカルなグリーンボンド市場の発展を支持し、グリー
ンボンドへの国境を越えた投資を円滑化するための国際協調を促
進し、環境及び金融のリスクの知識の共有を促進及び円滑化し、
グリーンファイナンスの活動及び影響の測定方法を改善するため
に努力が払われるべきであると確認する。

1 環境的外部性の内生化における困難

2 償還期間のミスマッチ

3 グリーンファイナンス定義の明瞭さの欠如

4 情報の非対称性

5 不十分な分析能力

1 投資家に対して明確な環境及び経済政策とフレームワークを提示す
ること

2 グリーンファイナンスの運用に関する自主的ガイドラインを推進するこ
と

3 金融機関の能力向上のための国際的なネットワークを広げていくこと

4 各国内のグリーンボンド市場活性化のため情報収集や知識共有など
を支援すること

5 クロスボーダーのグリーンボンド投資の活性化のため支援を行うこと

6 金融セクターの環境金融リスク認識知見の共有を支援すること

7 グリーンファイナンスの指標や定義を明確化していくこと

 第21項：グリーンファイナンスに係る事項
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国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）

出典：UNEPFI, 環境省公開情報、その他2次情報より作成

概要

概要

• UNEPとFI宣言に署名している世界の200社以上の金融関係機関と
の間に協力体制を確立していく組織。UN関連パートナーシップでは
最大規模

• 1992年の設立以来、金融機関、政策者、規制当局と協調し、経済的
発展とESGへの配慮を統合した金融システムへの転換を推進

コンセプト、
ミッション

• 金融機関の様々な業務において、環境及び持続可能性に配慮した
望ましい業務のあり方を模索し、これを普及、促進していくこと

設立年 • 1992年（UNEPは1972年）

背景・経緯

• 1990年代初頭に、経営戦略へ環境マネジメントを取り入れようとする
産業界や進歩的な金融機関との連携が契機となりUNEPFIが発足

• 特に金融機関において、企業の環境・社会・ガバナンスに係る様々な
問題と金融ビジネスとの関連、持続可能な社会形成にとっての金融
機関の役割の重要性等について認識が高まったことが大きな後押し
となった

メンバー
• 設立当初6社（1992年）→ 現在約230社（2018年）
• 2000年の日興グループを皮切りに、日本からは16社が参加

直近動向

2003年：アジア地域初の金融と環境に関する国際会議「UNEP FI東京
会議」が開催され、30か国以上から約100の金融機関が参加し、
「持続可能な社会の実現に向けての東京原則」を策定

2018年：UNGCとの責任投資原則（PRI、2006）発足に続き、2018年よ
り持続可能な銀行原則（PSB）の検討がなされており、直接金
融から間接金融まで取組が拡大
UNPRI等と連携して、日本をはじめ各国のESG投資ロードマッ
プを策定・発表
UNPRI, CDP, Global Investor Coalition on Climate Change

（GIC）構成4機関（IIGCC, AIGCC, IGCC, Ceres）と、低炭素
推進機関投資家イニシアティブ「Investor Agenda」を正式発足。
「投資」「企業エンゲージメント」「投資家の情報開示」「政策提
言」の4分野でアクションを設定し活動

取組状況

1992年

2006年4月

2012年6月

2017年1月

2018年4月
2018年7月

2018年9月

2018年11月

2019年9月
（予定）

 4つの行動原則（意思決定へのESG組込、パートナーとの協働によ
るリスク管理・解決策創出、社会と協働した行動促進、開示による説
明責任・透明性確保）

 6～10の原則で構成
 成果の測定可能性を確保。業界スタンダードを目指す

 自行のCCリスク／機会を評価、開示するための準備
 貸出資産のCredit Quality Indexを目指す

 SDGsに貢献する投融資「Positive Impact Finance（PPIF）」に係る
4原則（定義、フレームワーク、透明性、アセスメント）

国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）は、UNEPとおよそ200以上の世界各地の銀行・保険・証券会社等で構成されるパートナーシップで、金融機関の業務に
おける環境・サステナビリティに配慮したベストプラクティスの取り込み普及・促進を目的としている。
設立以来、金融機関、政策者、規制当局等へ働きかけ、経済的発展とESGへの配慮を統合した金融システムへの転換を進めている。

 金融機関が投融資のポジティブ・インパクトを測定する際に参照する
モデル・フレームワークを開発、発表

環境と持続可能な発展に関する金融機関声明

持続可能な保険原則（PSI）

低炭素推進機関投資家イニシアティブ「Investor Agenda」発足

国連責任銀行原則
（PRB：Principles for Responsible Banking）

TCFDに関する銀行業界向けガイド公表

Positive Impact Finance原則（PPIF）

国連責任投資原則（UNPRI）

Positive Impact Finance（PPIF）モデルフレームワーク公表

直接投資から間接投資
への広がり

金融市場安定化に
関わる気候変動リスク・

機会の把握

SDGs達成に
向けた枠組み

17



© 2019. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.

国連グローバル・コンパクト（UNGC）の10原則

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査37

形態
世界最大の企業持続可能性イニシアティブ
• 「人権」・「労働」・「環境」・「腐敗防止」の4分野・10原則

策定主体 • 国連（事務総長室）

設立年
• 当時国連事務総長であったコフィ・アナン氏が1999年の世界経済
フォーラム（ダボス会議）で提唱

• 1999年1月に設立

主なプレイヤー

• 国際連合（United Nations）
• 世界約160カ国で1万3000を超える企業団体が署名（2018年11月
現在）

• 石油・ガス業界では全世界で168社が参加（全署名団体の約
1.3%）。日本企業では、JXTGホールディングス株式会社と国際石
油開発帝石株式会社が参加

• 日本国内では、295の企業と団体が署名
• UNGCは署名企業・団体が自発的に取り組むイニシアティブであり、
各々がトップのコミットメントのもと10原則の実現のための活動を実
施

背景

• グローバル化が進む中で顕在化していた、国家や国際機関のみで
は解決することの出来ない社会問題解決に向け、民間企業の参画
を呼び掛け

• グローバル市場を含むあらゆる市場の成功と繁栄の基盤となる社
会的柱の強化を助けることが目的

直近動向
• 2016年6月、活動に対する勧告や戦略策定を行う最高レベルの会
議（国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミット）を開催

出典：グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、国連広報センター公開情報、その他2次情報より作成

国連グローバル・コンパクト（UNGC）の10原則は、グローバルな社会課題解決に向け、民間企業の国際的枠組みへの参画を促し、持続可能な市場構築を目指し
ている。署名企業数は世界で1万3000社以上、日本国内では295社に及び、当原則の実現に向けて、グッドプラクティスを有する企業等が各々の強味を生かした
自発的活動を行っている。

概要 10原則 / 組織体制

国連グローバル・コンパクトの10原則

人権
原則1: 人権擁護の支持と尊重
原則2: 人権侵害への非加担

労働

原則3: 結社の自由と団体交渉権の承認
原則4: 強制労働の排除
原則5: 児童労働の実効的な廃止
原則6: 雇用と職業の差別撤廃

環境
原則7: 環境問題の予防的アプローチ
原則8: 環境に対する責任のイニシアティブ
原則9: 環境にやさしい技術の開発と普及

腐敗防止 原則10: 教養や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取り組み

【組織体制】

国連人権高等弁務官
事務所（OHCHR）

国際労働機関（ILO）

国連環境計画
（UNEP）

国連工業開発機関
（UNIDO）

国連開発計画
（UNDP）

国連薬物犯罪事務所
（UNODC）

ジェンダー平等と女性
エンパワーメント
のための国連機関
（UN Women）

国連事務総長室

国連

グローバル・コンパクト・ボード

各国のGC

ローカル
ネットワーク

グローバル・
コンパクトLEAD

グローバル・コンパクト・オフィス
（本部）

政府、企業、アカデミア、NGO、
個人等
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 センターの役割

 具体的取組

OECD Centre on Green Finance and Investment

概要
• OECD内外におけるグリーンファイナンス・投資に関する業務を融
合・ 強化する国際的プラットフォーム

設立年 • 2016年10月

拠点 • パリ（フランス）

設立運営主体 • OECD

メンバー
• OECD加盟国
• ステークホルダーは機関投資家、銀行・アセットマネージャー、
産業界、データ・格付プロバイダー、研究機関等

直近動向

2016年：グリーンファイナンス・投資に関する主要なプレイヤー、政
策担当者が世界から参集する会合「OECD Forum on 

Green Finance and Investment」が東京で初開催
2017年：第4回OECD Forum on Green Finance and Investment

57カ国から600名以上が参加
2018年：第5回OECD Forum on Green Finance and Investment 

は11月 13日・14日にパリ・OECDで開催
2018年11月：UNEP、世銀とともにインフラ分野の気候変動

ファイナンス促進提言レポート発表

概要 取組内容等

OECD Centre on Green Finance and Investmentは、OECD内外におけるグリーンファイナンス・投資に関する業務を融合・強化する国際的プラットフォーム
である。環境に配慮した投資の規模を急拡大させることを目的として、グリーンファイナンスと投資を促進するために必要な政策、制度、手法の開発のほか、グ
リーンボンド、グリーンインフラ、情報開示等、当該分野の主要トピックに関して共同研究を実施している。

• 民間部門、政府、規制機関、アカデミア、市民社会リーダー間のナレッジシェア

• 厳密・革新的・説得力のある分析と実践的勧告の開発

• 影響力の大きいイベントの開催

• より広範な政策論議への効果的取組

• 気候政策、投資、その他の政策が、低炭素社会への移行に与える影響を評価

• グリーンインフラストラクチャーに対する銀行、機関投資家等からの資金調達
を促進するための投資チャネルおよび商品（例：グリーンボンド）の開発奨励

• 国内外の機関（開発銀行等）の役割、投資チャネル、リスクと取引コストを削減
するための公的リスク軽減ツールとインセンティブの理解深耕

• G20諸国における義務的気候変動情報開示スキームの分析

• 投資ガバナンスと気候・ESGファクターの統合に係る分野における機関投資家
の現行の事務に対する理解深耕

• 再生可能エネルギーに係る投資とイノベーションに対する政策・事業環境
（貿易・投資の措置・規制を含む）の影響について定量的・定性的理解を獲得

• 地方政府（都市・地域）のための具体的な政策、ガバナンス、資金調達の課題
に取り組み、気候政策、投資、政府レベルを超えた行動を促進

出典：OECD 公開情報及びその他2次情報より作成
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取組分野 概要

投資
120の機関投資家が、低炭素および気候変動に対応したポートフォリオ、
ファンド、 戦略、資産への投資、石炭関連投資の段階的廃止、気候変
動をポートフォリオ分析や意思 決定へ織り込む等を実施

企業
エンゲージメント

650 の機関投資家（資産総額 87 兆ドル）が、CDPによる環境関連情報
開示を支持。296の機関投資家（資産総額 31兆ドル）が Climate Action 
+100 に署名

投資家の
情報開示

60 以上の機関投資家が、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD) 
ガイドラインに基づいた情報開示を誓約

政策提言
345の機関投資家（資産総額 30兆ドル）は、政府に対し、2020年までに
パリ協定を実施し、低炭素政策を促進させることを要請

低炭素推進機関投資家イニシアティブ / Investor Agenda

概要 活動内容

低炭素推進機関投資家イニシアティブは、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）、国連責任投資原則（PRI）、CDPと
Global Investor Coalition on Climate Change（GIC）構成4機関がパリ協定の2℃目標の達成に向け、投資家が起こすべき行動を
ガイダンス（Investor Agenda）としてまとめ、機関投資家に同ガイダンスに基づく宣言を行うよう働きかけるイニシアティブである。

 4分野におけるアクション

出典：Investor Agenda公開情報、その他2次情報より作成

形態
国連機関3機関及びGIC構成4機関が主導する機関投資家イニシアティ
ブ

設立年 • 2018年

主な
プレーヤー

• 2018年9月の正式発足時点で、参加する機関投資家は392（運用資産
額 320,000億ドル（32兆ドル））→現在415団体（公的年金基金、保険
会社等）

主な活動

• パリ協定2℃目標達成に向け、投資家が起こすべき行動をガイダンス
（「Investor Agenda」）としてまとめ、機関投資家に同ガイダンスに
基づく宣言を行うよう働きかけを行う。

• 「投資」「企業エンゲージメント」「投資家の情報開示」「政策提言」の
4分野でアクションを設定し、取組を進めている。

• 機関投資家に対し、以下3点の行動を要求
①パリ協定目標の達成に向け各国の国別削減目標強化と迅速な実施
②カーボンプライシングの導入や化石燃料補助金の停止
③TCFD勧告に基づく情報開示の促進。

• 2018年からの前倒しでのCO2排出量削減開始、カーボンプライシング
制度の導入、終了時期を明確にした化石燃料補助金・石炭火力発電
の段階的廃止、TCFDガイドラインの法制化等を要請。

直近動向

2018年：国連機関3機関（UNEP FI, PRI, CDP）とGlobal Investor 

Coalition on Climate Change（GIC）構成4機関（IIGCC, AIGCC, 

IGCC, Ceres）が、「気候リスク投資家サミット」の場で新イニシアティ
ブ（低炭素推進機関投資家イニシアティブ）の発足を発表

2018年：世界の主要機関投資家288機関（運用資産総額260,00億米ド
ル（26兆米ドル））が、気候変動対策をグローバルベースで推進する
ことを求める共同声明を発表

2018年9月：正式発足
2018年：COP24で共同声明発表

備考
• COP24共同声明では日本のPRI署名機関のうち5機関も参加 （三井
住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ国際投信、野村アセット
マネジメント、上智学院（上智大学の運営母体））

 COP24での共同宣言

• 各国政府に対し政策の強化を求める共同宣言「2018 Global Investor 

Statement To Governments On Climate Change」を発表

• 機関投資家 415団体（運用資産総額 32兆米ドル以上）が署名

• 共同声明では、各国政府に対して、パリ協定目標の達成、民間の低炭素投資の
促進、気候関連の財務報告改善へのコミットメントを優先課題化等を要請

• 上記の目標達成に向けた政策面での支援として、各国政府に「石炭火力発電の
段階的廃止」、「有意義な炭素価格設定」、「化石燃料補助金の段階的廃止」など
の実施を要請

• 気候関連の財務報告に関しては、金融安定理事会（FSB）のTCFDガイダンスを
踏まえ、各国政府が財務報告基準を改善することを求めている
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2.2  エネルギー事業者
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番号 名称

1 Shell

2 Exxon Mobil

3 BP

4 Total

5 Chevron

6 Enel

7 Engie

8 EDF

9 Equinor

10 E.ON
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石油・ガス－Shell

事業概要

• Royal Dutch Shell plcは、オランダのハーグ及びイギリスに本社を置
く石油会社

• 事業は、原油及び天然ガスの探査と生産、ガスの液化・輸送、オイル
サンドからのビチューメン（歴青）の抽出

業種 • エネルギー・石油化学

設立年 1907年

生産量・売上
• 収益（全体）：305,179百万米ドル（2017年）

（統合ガス:36,652百万, 上流:40,192百万, 下流:268,979百万）
• 生産量: 324百万バレル

事業戦略

• 「エネルギー転換」を推進
• 石油と比較して天然ガスを販売増、バイオ燃料を販売増、電力販売
事業を強化、CCSキャパシティの開発向上、植林や湿地の炭素吸収
源として活用等の自然に基づく解決方法を採用

CO2削減

• シェル製品のエネルギーライフサイクルをフルカバー
• 石油・ガスの全体量に占めるガスの割合を変更（天然ガスの割合を
現在の50% から75%に増加）

• インターナルカーボンプライシング制度を導入

直近動向

2014年：「石油・ガス気候変動イニシアティブ（OGCI）」をShellを含めた
エネルギー事業者10社で設立

2017年6月：TCFD賛同
2018年4月：低炭素戦略報告書「Shell Energy Transition Report」

を発表、化石燃料資産が座礁資産化するリスクは小との見解示
す

2018年4月：Friends of the Earth Netherlands(NGO) は、もし気候に
関する破壊を止める要求に対して対応しない場合はシェルを訴
えると発表

2018年12月：Follow ThisとACCR（NGO）が共同で株主提案として、
シェルを含む4社に、スコープ3まで含んだCO2削減目標設定要
求

2018年12月：Climate Action 100+ と協働で2020～2050年まで毎年
の短期削減目標を設定

主要株主
（5％以上）

• Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV

40.1% （2019年3月23日, MarketScreener）

スーパーメジャーのうちの一社で、世界70か国以上で事業を展開、世界の総エネルギーの約1.5％を生産する。戦略として、コア事業である石油への投資を維持
しながらも、各国の低炭素社会への移行スピードに対応しながら新しい代替燃料へ投資を促進し、事業ポートフォリオを再編している 。
2018年に新たに「Skyシナリオ」を公表し、レジリエンスの観点からは、保有する化石燃料資産が座礁資産化するリスクは小さいとの見解を示した。

Royal Dutch Shell PLC （Shell） オランダ・イギリス 事業戦略（～2030年）

事業セグメントの多角化
• 7つの戦略的領域：
（上流）在来型石油・ガス、大深水、シェール、
（中流）ガス全般
（下流）石油製品、化学製品、（その他）再エネ・新燃料

1

地政学上の多角化
• 国ごとの低炭素社会への移行速度を見越した事業の調整（例：ドイツは低炭素社
会への移行スピードが速い、中国、メキシコ、インド、インドネシア、ロシアは継続
的な石油需要あり）

積極的なポートフォリオ管理
• ガス総合、化学製品、再エネ・新エネ割合増加。例）2016年BGグループ買収（将
来的な水素需要増を見越す）、2017年EV充電スポット企業NewMotion（蘭）買収、
CCS研究協力（ノルウェー）

• 2016〜18年の300億ドルのダイベストメント計画（例：2017年：カナダのオイルサ
ンドの利権、サウジアラビアの石油化学合弁会社ガボンのオンショア上流事業）

3

ファイナンシャルフレームワーク
• フリーキャッシュフローの増加
• 資本規律と柔軟性
• 強固なバランスシート

2

4

Shell 独自シナリオ

• Shellは、長年シナリオ分析を実施している。2018年に発表した、「Shell Energy 

Transition Report」において、新たに策定した、気候変動を産業革命以前から

1.75℃未満に抑えた場合のシナリオ「Skyシナリオ」を公表

• EVが普及することにより、世界全体の新車販売数の約半分が2030年までにEVに

取って代わり、2050年までに化石燃料使用車の販売がなくなる世界を想定。ただし、

世界のエネルギー需要が伸びるのに合わせ、原油需要は2025年までは毎年1%増

加、ガスについては毎年2％増加を予測

オランダ

出典： Shell IR 情報、各種2次情報より作成
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2018年2月に「2018 Outlook for Energy: A View to 2040」を公表。2018年2月に開か

れた投資家向けプレゼンテーションにおいて発表した事業戦略の特徴は以下3つ

2019年3月6日の「2019 Investor Day」プレゼンテーション資料

石油・ガス－Exxon Mobil

事業概要

• Exxon Mobil Corporation （エクソンモービル）は、アメリカ、テキサ
スに本社をおくオイルメジャーの最大手、米国企業時価総額ランキ
ングでは10位以内にランクイン

• アメリカ、カナダを含め世界で石油・石油化学事業を展開。石油・ガ
スの探鉱・生産（上流）、発電、輸送・保管（中流）、精製、燃料・潤
滑油・化学製品販売（下流）まで一貫した垂直統合型の事業モデル

業種 • 石油・ガス、石油化学

設立年
• 1999年11月にExxon（1870年創業）とMobil（the Standard Oil 

Company of New Yorkが前身）が合併して設立

生産量・売上

• 売上高：237,100百万米ドル （2017年）
（上流：23,800百万米ドル（10%）、 化学：28,600百万米ドル
（12%）、下流184,500百万米ドル（77%））

• 生産量：4百万バレル（石油・ガス／日）

事業戦略
• 上流低コスト資源（アメリカシェールオイル、大深水、LNG等）への
投資強化

• 下流の高価値製品及び化学事業の世界的な需要拡大に対応

CO2削減

• 天然ガスへの投資拡大によるCO2排出量の削減、コジェネレー
ション拡大によるエネルギー効率改善、精製および化学製品製造
施設における効率性向上

• 2020年までにメタン排出量を15％削減、フレアリングを25％削減

直近動向

2017年6月:NY州退職年金基金と英国国教会寄付基金等が株主総
会で、当社の経営陣に対し、気候変動が業績に与える影響の
より明確な情報開示を要求、過半数の賛成集め採択

2018年9月：OGCI加盟
2018年10月：ニューヨーク州政府、気候変動リスク情報の虚偽開示

でエクソンモービルを提訴
2019年2月：機関投資家からの5月の株主総会でのCO2排出削減目

標設定要求にかかる株主提案について、米証券取引委員会
に「マイクロマネジメント」として却下を申請

主要株主
（5％以上）

• The Vanguard Group, Inc. 14.63%

• Black Rock 12.23%,  STATE STREET CORP8.74%

（2019年3月21日, NASDAQ）

Exxon Mobilは、アメリカ、テキサスに本社を置く、スーパーメジャーの一社。直近の投資計画では、引き続き上流の石油・天然ガスの探鉱・生産を強化していく方
針であるが、2025年までに下流ポートフォリオの強化、化学事業の拡大も戦略として打ち出している。近年投資家からの気候変動への対応を求めることが高まっ
ており、2018年に、ニューヨーク州退職年金基金等が、当社の気候変動規制強化に伴う将来的コストが、意図的に過小算定されていたと提訴している。

Exxon Mobil    アメリカ 事業戦略（～2025年）

上流ポートフォリオの強化
• 2025年には2017年の収益比3倍増を目標

 大深水（モザンビーク, ガイアナ, ルーマニア、西アフリカ）
 シェールオイル（アメリカ）
 LNG（PNG, モザンビーク）

1

下流ポートフォリオのアップグレード
• 2025年には2017年の収益比2倍増を目標
 潤滑油（Lube）、ベースオイルの生産量を増加

化学事業の成長をけん引
• 2025年には2017年の収益比2倍増を目標
 北米（例：エチレン）及びアジアを中心に成長

3

2

出典： Exxon Mobil IR情報、各種2次情報より作成

直近の投資計画（2019‐2020年）

セグメント
2019‐2020年

CAPEX（資本的支出）
主なプロジェクト 利益率

上流
4,600‐4,800

百万米ドル

• 在来型資源開発・探査
• タイトオイル
• 大深水
• LNG

~20%

下流 900百万米ドル
• 水素化脱硫
• パイプライン
• 軽質原油精製所の拡張

~20%

化学 800百万米ドル
• ポリプロエチレン
• 分留所

~15%

アメリカ2
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BPウェブサイトに記載されている戦略の特徴（2018年3月22日時点）

上流におけるガス及び石油開発推進

• 新たなプロジェクトの開始による
900万boe/日の生産増

• メキシコ湾での追加的な石油資
源を発掘

石油・ガス－BP

事業概要

• BP p.l.c（BP）は、イギリス、ロンドンに本社を置く石油・石油化学製
品会社

• 石油と天然ガスの探査・生産の他に、石油製品の精製・販売、太陽
光発電、化学品の製造・販売を手掛ける

• 世界70カ国以上で事業を展開

業種 • 石油・ガス、石油化学

設立年 • 1889年

生産量・売上
• 売上：240,208百万米ドル（2017年）
• 生産量：360万バレル／日

事業戦略
• 強みのある石油・ガス、競争力のある川下および低炭素活動によ
るバランスの取れたポートフォリオと、ダイナミックな投資

CO2削減

2025年までのCO2削減関連目標
 2025年までに、事業排出量の純増加をゼロ
 低炭素排出ガスの供給
 低炭素及び再生可能エネルギー事業の拡大
 2025年までにCO2排出量を3.5Mt 削減
 高効率・低炭素な燃料、潤滑油、石油化学製品開発
 毎年500百万ドルを低炭素事業に投資
 メタン強度0.2％を目標に設定
 顧客への低炭素な製品の提供

直近動向

2014年：OGCIをBPを含めたエネルギー事業者10社で設立
2018年12月：Follow This（NGO） が、BPに対し、スコープ3を含めた

事業全体のCO2排出削減に関する厳しい目標設定及び、公
表を要求する株主提案を提出

2019年2月：Climate Action 100+」が同社に提出したパリ協定に整
合性のある目標設定を含んだ株主提案に賛成する考えを表
明、Follow Thisの株主提案に対しては、反対の立場を表明。
また、毎年のCO2削減目標の達成状況を、グループの従業
員のボーナス基準額決定の評価内容に入れることを表明

主要株主
（5％以上）

‐

BPは、イギリス、ロンドンに本社を置くスーパーメジャーの一社。
Brian Gilvary氏（CFO） は、2018年11月のJP Morgan Global Oil & Gas Investor Conferenceにおいて、「繁栄に不可欠なエネルギーの提供と、CO2排出
削減という2つの使命に対し、BPは、二酸化炭素回収・利用・貯蔵を推進しながらも、IEAシナリオに基づく将来的な需要を満たすため、上流の石油・ガス事業を発
展させる」と発言している。

BP イギリス 事業戦略（2019年3月時点）

出典： BP IR情報、各種2次情報より作成

1

イギリス

下流における市場ベースの成長

• 規制緩和後初の企業として、小
売燃料市場に進出（メキシコ）

• 低炭素製品としてバイオジェット
燃料を供給（ノルウェー、スウェー
デン）

• 高品質な潤滑混合工場を設立予
定（中国）

2

複数の分野に跨るベンチャー、低炭
素事業

• バイオ燃料（DuPontと協同でアメ
リカ、カンザスの工場買収）

• AIへ投資（Beyond Limitsと協同）

• バイオガス開発（Clean Energy

から再生可能天然ガス事業を買
収）

• 太陽光事業のグローバル展開
（Lightsourceと提携）

3
グループ全体の近代化

• 坑井建設プロセス全体を自動化
する新技術DrillPlanを導入

• 顧客向けデジタルアプリ開発、自
動化（DrillPlanの開発）

• 森林保護等により削減したCO2

排出量によるカーボンオフセット
を実施

4

BPが実施するCO2削減に向けた具体的な取り組み事例：

• カーボンオフセットプログラムを通じた削減
• OGCIでのパートナーシップによるCCUS研究開発
• セメント事業者（Selida）への投資による低CO2排出セメントの生産
• 新規大規模プロジェクト計画時に、プロジェクトによる炭素コストを評価（2017年は、
炭素コスト＄80／トンでストレステスト実施）

CO2削減に向けた取り組み

3
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2017年

2040年のセールスポートフォリオ（予測）

① 天然ガス事業：45～55%

② 石油（バイオ燃料含む）事業：30～40%

③ 低炭素電力事業：15～20% 

• シナリオ分析の際にこれまでIEAの「2度シナリオ」を参照してきたが、

2019年に独自シナリオを発表。

２つのシナリオ（MomentumとRupture）

石油・ガス－ Total

事業概要

• TOTAL S.A.（Total）は、石油や天然ガスの探鉱、生産、精製、輸送、
販売、及び化学品製造（ポリプロピレン、ゴム、塗料、樹脂等の製造）
を軸とし、130カ国以上で事業を展開

• 欧州、米国、アフリカでガソリンスタンドを運営

業種 • 石油・ガス

設立年 • 1924年にフランス石油会社(CFP)として設立

生産量・売上
• 売上：171,493百万米ドル（2017年）
• 炭化水素（hydrocarbon）生産量：2.56百万バレル／日

事業戦略
• 「エネルギー転換」を推進する （省エネ、天然ガス増加、低炭素電力
開発、バイオ燃料促進、CCS研究開発）

CO2削減
• 2015～2030年にかけてエネルギー製品における炭素強度15%削減
を目標に設定

直近動向

2011年：太陽光事業者SunPower（米）買収
2014年：OGCIをShellを含めたエネルギー事業者10社で設立
2016年：2016年以降石炭事業の停止

社内炭素価格を見直し、30~40米ドル／トンに設定
蓄電事業者Saft Groupe（仏）買収
エネルギー会社Lampiris（白）買収

2017年：再エネ事業者Eren Renewable Energy （仏）買収、Corbion

Plastics（蘭）とTotal Corbion PLA（JV）設立
：EngieのLNG事業を買収

2017年7月：TCFD賛同
2018年：WBCSD主催のTCFD Oil & Gas準備フォーラムメンバー

として活動
電力小売業者Direct Energy（仏）買収

2018年4月：電力・天然ガス発電、供給、販売を行うディレクト・エネル
ジー（仏）の株式74.3％を取得

2019年2月：Total独自で策定した2つのシナリオ（Momentum, 

Rupture）を発表

主要株主
（5％以上）

BlackRock, Inc. 6.1% （2017年12月31日時点, Total公表情報）

スーパーメジャーの一つで、世界第4位の石油・ガス会社であるTotalは、IEA2度シナリオの世界エネルギー需給予測に基づき事業戦略を策定している。同シナリ
オでは、エネルギー転換段階（～2040年）での天然ガスの需要増が予測されており、事業ポートフォリオに占める割合を増加させている。また直近では、エネル
ギー転換への対応のため、低炭素関連の新事業（電力、蓄電、再エネ、バイオ燃料等）にかかるM&Aや新技術（CCS等）のR&D等にも積極的に投資している。

Total     フランス 事業戦略（～2040年）

出典： Total IR情報、各種2次情報より作成

天然ガス
バリューチェーン拡大

• 目標：2020年に4千万トン生産、LNG市場の10%を獲得
• FSRU（浮体式LNG貯蔵・再ガス化設備）による新興市場
の開拓、ガスマーケティング（B to B, B to C）

損益分岐点が低い
石油事業への注力

• 石油価格が低下する中で、損益分岐点が高い事業から撤
退（例：2018年カナダのJoslyn オイルサンドの売却）し、
損益分岐点の低い事業に注力（目標：2016年～2022年
は、毎年生産高（上流）5%増）

収益性が高く、
最適な規模の低炭素
電力事業の開発

• 目標：2017年以降20年間において、特に電力生産に寄与
する低炭素事業（再エネ、貯蔵等）が、ポートフォリオの
20%を占める

1

2

3

Total 独自シナリオ ※2019年2月に公表

Momentum

• 2040年までに人口が9億人に増加するとの前提に基づき、
石油・ガス・電力等の需要増加を予測

• 2040年にIEA「New Policies Scenario（NPS）」と同程度の
CO2排出削減を達成

Rupture
• 公共政策が強い牽引力を発揮し、技術的ブレークスルーが
実現するとの前提に基づく予測により、2040年には、IEAの
「2度シナリオ（SDS）」と同程度のCO2排出削減を達成

フランス4
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投資家や他のステークホルダーとの対話を踏まえ、2018年に公表した投資家向け気候
変動関連報告書の更新版更新版「Update to climate change resilience」を2019年
3月に発表。主な更新内容は、
• 経営陣とほぼ全従業員の報酬／給料に連動する形で、CO2排出量削減に関する指
標（パリ協定のマイルストーンに合わせて、2016年から2023年までにメタン排出原
単位を20〜25%, フレア原単位を25〜30%削減）を2019年より設定

• シェブロンが運営管理を行っているプロジェクトだけでなく、シェブロンの石油および
ガス資産の持分に基づき炭素強度を測定

• 2020年の年次委任声明の一環として、メタンの年間削減達成度、およびフレア性能
指標について報告を実施予定

• ESG報告パフォーマンスに関する理解や対応に関して、投資家やその他の主要な
ステークホルダーと定期的なエンゲージメントを実施するためにESGチームを社内
に設立

• TCFDが推奨するレポーティングフレームワークに沿った報告を実施

2018年に公表した「Climate Change Resilience: A Framework for Decision Making」
において記載されている事業戦略の概要は、以下の通り

石油・ガス－ Chevron

事業概要

• Chevron Corporation (Chevron)は、アメリカ、カリフォルニア州に本
社を置く、総合エネルギー会社

• 原油及び天然ガスの探査、生産、輸送、 輸送燃料および潤滑油の精
製、販売、流通、 石油化学製品および添加物の製造および販売に従
事

業種 • 石油

設立年 • 1879年（Pacific Coast Oil Co.）として設立

生産量・売上
• 売上：134,674百万米ドル（2017年）
• 収益：9,200百万米ドル（上流：8,150百万、下流：5,214百万）（2017年）
• 生産量：2.7 百万バレル／日

事業戦略

• 上流－業界を主導するようなリターンを提供、高価値資源の開発
• 下流－バリューチェーン全体での収益増加、狙いを定めた投資による
業界を主導するようなリターンを提供

• 中流及び開発－運営、商業、技術にかかる専門知識の提供による、上
流と下流の業績向上

CO2削減
• エネルギー効率向上、CCS、再エネ（太陽光、風力、地熱、バイオ燃
料）、フレアリングの削減等によるCO2の削減

• その他：メタン管理、水資源管理

直近動向

2017年3月：投資家向けに「Managing Climate Change Risks: 

A Perspective for Investors 」を発表
2018年3月：自主開示報告書、「Climate Change Resilience: 

A Framework for Decision Making」を発表
2018年9月：OGCI に加盟
2018年11月：米国のメキシコ湾でのBig Foot深海プロジェクトでの原油と

天然ガス生産を開始
2019年2月：2018年3月の更新版「Update to climate change

resilience」を発表

主要株主
（5％以上）

• The Vanguard Group, Inc. 12.23%

• BLACKROCK INC. 10.14%, STATE STREET CORP 9.10%

（2019年3月22日, NASDAQ）

Chevronは、アメリカ、カリフォルニア州に本社を置くスーパーメジャーの一社。
2018年9月に他の米エネルギー事業者と共に気候変動問題に取り組むための業界の取り組みに焦点を当てたOGCIに加盟、2019年より経営陣とほぼ全従業員
の報酬／給料に連動する形で、CO2排出量削減に関する指標を設定することを発表しており、気候変動へ対応する姿勢を対外的に示している。
直近の事業戦略では、引き続き上流（原油・天然ガスの探査・生産）への設備投資に重点を置き、原油・天然ガス生産拡大する方向。

Chevron  アメリカ 事業戦略・投資計画（直近）

出典： Chevron IR情報、各種2次情報より作成

強固なガバ
ナンスの提
供

 ガバナンス体制にはおいて、取締役会および経営陣が、気候変
動リスクに関する監督責任を果たすための複数の機会（例：公共
政策、戦略計画、グローバル課題にかかる委員会）の組み込み

リスクの評価
と管理

 市場、オペレーション、戦略、法律、規制、政治および財務リスク
を含む幅広いリスクへの適切な緩和策の実行のため、経営陣と
取締役会による年次リスクレビューを実施

ビジネス戦
略立案

 公表されている見通しの多くは、化石燃料の需要が今後数十年
にわたって増加し続けると結論づけている。

 戦略的計画プロセスの一環として、シェブロン独自のモデルを使
い、需要、エネルギー・ミックス、供給、コモディティ価格および炭
素価格を予測

排出低減の
ためのアク
ションと投資

 エネルギー効率を向上、フレアの削減、メタン排出量の管理、低
炭素技術への投資を実施

1

2

3

4

アメリカ5
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2017年

• エネルギー転換による機会をつかむための包括的なビジネスモデル
を構築、成長のための適切な資産への投資

電力・ガス－ Enel 

事業概要

• Enel Groupはイタリア、ローマに本社を置く総合電力・ガス販売会社
• 電力・ガスの生産、供給、トレーディング、電力小売を主に、電力輸送
および貯蔵サービスを行う

• 世界35ヶ国で事業を展開

業種 • 電力・ガス

設立年 • 1962年 （1999年に民営化）

生産量・売上

• 収益：74,416百万ユーロ／84,049百万米ドル（2017年）
• 発電量：229 TWh（2017年）
（内訳：再生可能エネルギー36% 、石油・ガス12%、OCGT 19%、 石
炭31%、原子力2%）

事業戦略

• 低炭素社会への移行に合わせ再エネ投資（供給、販売以外に案件
開発も手掛ける）及び資産価値の向上（グリッド及び発電所のデジタ
ル化による効率性向上等）を重視

• 2018年のグループ全体のEBITAの構成：ネットワーク（47%）、 再生
可能エネルギー（27%）

CO2削減 • 2018年度は2007年比でCO2排出量16%削減

直近動向

2017年：CDP ランキングA-

2017年7月：TCFD賛同
2017年：デマンドレスポンスで世界最大手のEnerNOC（米）を買収

アンシラリーサービスを提供事業者であるeMotor Werks（米）
を買収

2018年6月：ブラジル、サンパウロ州の電力会社Eletropauloを買収
2018年11月：「2019-2021年戦略計画」を発表

主要株主
（5％以上）

• Italian Ministry of Economy and Finance 23.6%

（Enel公表情報）

Enelは、イタリア、ローマに本社をおく欧州で最も顧客を有する総合電力・ガス販売会社。低炭素社会への移行及び技術進歩に合わせ、事業の中核をエネルギー
システムの分散化、再生可能エネルギー、電化・自動化の推進、光ファイバー等ネットワーク構築を位置づけている。
再生可能エネルギーについては、欧州以外の新たな市場として、北米、南米等への投資を強化していく方針。

Enel  イタリア 事業戦略（2019～2021年）

出典： ENEL IR情報、各種2次情報より作成

イタリア

デジタル化
グリッド開発及び自動化
デジタルネットワークをエネルギー転換のキーとなるインフラとして
位置づけ、推進

電化
E-モビリティ
将来的な価値を得るため、モビリティの電化を推進

都市整備
都市のインフラ
インフラ及びプラットフォーム開発を通じて都市の変革を推進

低炭素化

再生可能エネルギー規模の拡大
低炭素かつ収益性のあるプロジェクトの組み合わせによる再生可
能エネルギー推進加速
（再エネ投資全体の7割程度を北米、南米への投資に充てる）

1

2

3

4

分野 割合 金額

再生可能エネルギー 42% 11,550

ネットワーク 40% 11,000

火力発電 9% 2,475

Enel X 4% 1,100

小売 5% 1,375

合計 100% 27,500百万ユーロ

投資計画 （2019-2021年）

6
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2019年2月に発表したCO2排出量ゼロを掲げた戦略の主要点は、以下の通り

顧客ソリューションの提供

コージェネレーション、冷暖房ネットワークの構築、街灯、屋上太陽光発電、EV充電ス

テーション等を含めたクライアント向けサービスを強化

ガス分野では、フランスでの環境新基準に対応しながらガス事業分野に資本投下すると

ともに、新興国でのガスインフラ整備案件を獲得

再生可能エネルギー、ネットワーク

再生可能エネルギーでは、電力購入契約（PPA）による発電を増加

次世代エネルギーである「グリーン・ガス」と「洋上風力発電」分野で世界トップクラスを

目指す

2021年までには再生可能エネルギーで9GWの新規設備容量を見込む

発電・供給

その他の発電事業分野では、石炭火力発電を縮小し、海水淡水化やコージェネレーショ

ン等を念頭にガス火力発電を推進

電力小売分野では、家庭向け販売は価格競争が激しいものの、家庭向けと企業向けの

双方で契約数を延ばすことで、収益性を維持

市場戦略

地理的な焦点と資本配分をより明確にするために、20カ国と30の主要都市を成長優先

地域に指定。今後3年間で約20カ国から撤退を予定

電力・ガス－ Engie
Engieは、フランスに拠点を置く世界最大級の電力・ガス事業会社である。2016年より、エネルギーの潮流が、「脱炭素化」、「デジタル化」、「分散化」の方向に進
むことを見越し事業改革を実施。2019年2月には、CO2排出量ゼロを掲げた戦略を発表し、次世代エネルギーであるグリーンガス及び洋上風力発電分野でのトッ
プを目指すこと、また市場戦略の見直しにより今後約20カ国からの事業の撤退を表明。

フランス

事業概要

• Engieは、フランス・パリに本社をおく、電力、天然ガス、エネルギー関
連サービス等を提供するエネルギー会社。天然ガスの生産・取引・輸
送・貯蔵・流通を手掛けるほか、エネルギー管理と気象および熱工学
に関連したサービスも提供

• 世界70カ国で事業を展開（注：今後3年間で約20カ国から撤退を予
定）

• IPP事業世界第一、エネルギー効率化サービスの供給世界第1位、
天然ガスの配給網及び貯蔵販売欧州第1位

業種 • 電力、ガス

設立年 • 2008年（GDFとスエズの合併により設立）

生産量・売上
• 収益：60,600百万ユーロ／68,400百万米ドル
• EBITDA：9,200百万ユーロ／10,300百万米ドル（2018年）

事業戦略

• 2016年より、将来のエネルギーの軸となる「脱炭素化」「デジタル化」
「分散化」に沿った事業改革を行っており、再生可能エネルギー、天
然ガス、省エネの3領域をコア事業とする

• 2019年2月の投資家向け決算発表で、「エネルギー転換の第2の波」
が押し寄せてきている中で、ゼロカーボンを実現できるソリューション
分野で世界のリーダーになると宣言

CO2削減

• 2012年から2030年までの間に直接CO2排出の3分の2を削減
• 2030年までに建物の省エネによりエネルギー消費量を30%削減
• 2030年の電力容量における再生可能エネルギーの割合50%

• 2030年までに全車両の50%をグリーンな車両に乗換

直近動向

2016年：事業戦略のシフト加速化を目的とした転換（トランスフォーメー
ション）計画を発表

2017年6月：TCFD賛同
2018年6月：丸紅との電力分野におけるIoT活用に関する覚書締結
2019年2月：CO2排出量ゼロを掲げた戦略を発表

主要株主
（5％以上）

• フランス政府 24.1% （2019年2月時点）

Engie フランス 事業戦略（直近）

出典： Engie IR情報、各種2次情報より作成

ゼロカーボンへの転換にかかるサービス分野におけるリーダーカンパニー

 顧客ソリューションの提供
 再生可能エネルギー、ネットワーク
 その他発電・供給

7
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電力－ EDF 

事業概要

• Electricite de France (EDF) グループは、フランスで発電、送電、
配電、電力輸出入を手掛ける電力会社であり、総発電能力
（120GW以上）の発電所を欧州、北米、南米、アジア、中東、アフリ
カにて運用

• 2017年末時点でEDFがフランス国内発電電力量の約80％を占め
る（その他発電事業者：CNR,UNIPER）

業種 • 電力

設立年 • 1946年（2004年に株式会社化、100％国有企業から一部民営化）

生産量・売上
• 売上：69,600百万ユーロ／78,600百万米ドル（2017年、連結）
• 純収益：3,100百万ユーロ／3,500百万米ドル（2017年、連結）

事業戦略
• 「CAP2030」戦略：低炭素成長社会においてチャンピオンとなるよう
な効率的、責任のある電力企業

CO2削減
• EDFグループは全体で、2017年の5100万トンから2030年までに

3000万トンに（直接排出）CO2を削減する目標を設定

直近動向

2017年6月：TCFD賛同
2017年：CDP気候変動よりA-スコア獲得

Sustainalytics：電力セクターにおけるスコアリングで82/100

点を獲得（上位4％に該当）。2015年度から 4 点上昇
2018年11月：マクロン大統領、EDFの再編を検討しており、2035年

までにフランス国内の原子力依存度を現在の75%から50%

に減らすことを表明
2018年9月：EDF Renewables North America がEnterSolarの株式

50％を取得
2018年5月：EDFは、Neart na Gaoithe 風力ファーム案件の入札に

より獲得
2018年3月：EDFが運転する石油火力を完全に廃止。石炭火力も今

後廃止の方向で、新設の計画なし

主要株主
（5％以上）

• フランス政府 83.7% （EDF公表情報）

出典：EDF IR情報、各種2次情報より作成

EDFは、フランス最大の政府系電力会社。マクロン現政権による、再エネの導入を拡大し、国内の原子力依存からの脱却を図る計画に同調し、事業ポートフォリオ
における再エネ割合を増加させる戦略を打ち出している。また、フランス国外での事業拡大戦略を推進している。

EDF                                                   フランス 事業戦略（～2030年）

EDFは、2015年に「CAP 2030」戦略を打ち出し、低炭素成長社会において主導的な地
位を占める効率的で責任のある電力企業となることを目標として設定。3つの重要戦略
として以下を掲げている。

① 世界 35.1 百万人顧客獲得

- 顧客密着型ソリューションの提供とそれを可能するデジタルサービスの開発

② 2030年までに再生可能エネルギー50 GW の創出

- EDFは、2030年まで28GWから50GWまで容量を倍増する目標を設定。再
生可能エネルギー部門を創設

- 2017年12月に2030年までに太陽光発電システムの設備容量合計30GW導
入等を骨子とした「EDF Solar Power Plan」を発表

③ 2030年までにフランス国外での事業を3倍に拡大

- 持続可能な成長、ヨーロッパの電力価格への依存減、フランス以外の国々
での競争力を強化

■ EDFの電力構成（2017年時点）

フランス

分野 割合 TWh

原子力 77% 447

ガス 8% 47

水力 7% 40

石炭 4% 23

再生可能エネルギー 3% 17

石油 1% 6

合計 100% 580

8
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2017年

2017年に「Statoil’s Climate Roadmap」を発表し、2030 年に向けた低炭素戦略を提示

ロードマップの中で、低炭素社会における競争優位を創出するための戦略として以下の

3点を掲げている

■石油・ガスの探査・投資に対する姿勢

石油・ガス－ Equinor

事業概要

• Equinorは、ノルウェーに本社をおくエネルギー会社
• 石油、ガス、風力、及び太陽光のエネルギープロジェクトを開発する
他、オフショア事業および探鉱サービスにも注力

• 世界30カ国以上で事業を展開

業種 • 総合エネルギー（ガス・石油が主）

設立年 • 1972年

生産量・売上
• 収益合計:61,187百万米ドル （2017年）
（ノルウェー国内上流：17,692百万ドル、国外上流：9,256百万ドル）

• 生産：2,080百万バレル

事業戦略

• 低炭素未来への長期的な価値創造に貢献するエネルギー企業と し
て自社を位置づけ、安全、高価値かつ低炭素な事業を行う

• エネルギー産業の転換に合わせ、2030年までに投資額の15～20% 

を新エネルギーソリューション事業に充てる

CO2削減
• インターナルカーボンプライシング、最低50US$/tCO2に設定
• 2030年までにCO2排出量を3百万トン削減

直近動向

2017年：「Statoil’s Climate Roadmap」を発表（詳細は右参照）
2017年7月：TCFD賛同
2018年5月：社名をStatoilからEquinorに変更
2018年11月：CDPが2018年発表した「ガス＆オイル会社の低炭素移

行への対応度」ランキングで、最も低炭素への移行に対応して
いる企業として、Equinorが1位を獲得

2018年12月：Follow This（NGO）が共同で株主提案として、Equinorを
含む4社に、スコープ3まで含んだCO2削減目標設定要求

2019年2月：デンマークのエネルギートレーディング会社Danske 

Commoditiesを買収
2019年2月：Korea National Oil Corporation とMOUを締結。韓国に

おけるオフショア浮上風力発電開発において協働

主要株主
（5％以上）

• ノルウェー政府 （67.0%） （Equinor公表情報）

ノルウェーの政府系ガス＆オイル会社であるEquinorは、2018年に社名をStatoilからEquinorに変更し、社名からOilの文字を削除。社名変更は、世界的に「エ
ネルギー転換」が進んでいく中で、石油・ガス企業から総合エネルギー企業への転換が目的である。
ただし、再生可能エネルギー（太陽光・風力）への投資を増やしながらも、ガス及び石油事業を主要事業として維持する方針。

Equinor ASA（旧：Statoil ASA） ノルウェー 事業戦略（～2030年）

出典：Equinor IR情報、各種2次情報より作成

高価値かつ低炭素な
石油とガスの
ポートフォリオ構築

 資産ポートフォリオにおける炭素強度を2030 年まで
に8kg CO2/boe

 2030 年までに事業活動から生じるガスフレアをゼロ

新エネルギー
ソリューション領域に
おける重要な地位の
確立

 成熟した収益性の高いプロジェクトを実施可能な場合
において、投資額の15～20%を新エネルギーソ
リューション事業（オフショア風力、CCS、天然ガスか
らの水素製造等）に投資

 2020 年までに研究開発費の25%を新エネルギーソ
リューションと、エネルギー効率向上のための研究費
に充てる

気候変動にかかる
説明責任及び協働

 ポートフォリオストレステスト、透明性の高い報告
 気候関連のリスクや評価基準を、戦略策定・投資判
断の意思決定や報酬額検討の際に組み込む

1

2

3

ノルウェー

新規投資が実施されない場合、現在稼働中の世界の油田・ガス田からの生産量は、
年間約3〜6%減少し、将来の需要を満たすのに十分ではないと予測

そのため、Equinorは、製造コスト、エネルギー価格、技術、および炭素強度に基づき、
最も競争力のある原油の探査を試み、投資を継続する

9
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2017年

■2018年3月にE.ON は、RWEとの資産交換に合意
• E.ON:RWEの子会社であるInnogyの株式76.8%を取得、Innogyの配電事業を
獲得

• RWE： E.ON の株16.67%を取得、E.ON保有の再エネ事業を引き受け

事業の再編により、E.ONは欧州市場における送配電と小売に特化
5,000万人を対象とした配電事業者を目指し、独占したプレゼンスによる安定的な収益
確保を目指す

【エネルギーネットワークにかかる目標】
エネルギーネットワークオペレーターから、総合システムプロバイダーへ

【将来環境予測】
 統合エネルギーシステム
 分散型、接続型多層インフラ
 地方における自律的なエネルギーシステム

【カスタマーソリューションズ：ポートフォリオにおける重点領域】
 電力供給
 ガス供給
 付加価値提供
 熱供給

【顧客別の事業内容】
B2B：オンサイト発電、エネルギー効率向上、貯蔵・柔軟性（例：VPP開設）、エネル

ギーコンサルティング
B2C：デジタル化等による効率改善、チャネルミックスの最適化等による利益率の

保持、顧客基盤拡大
CES（City Energy Solutions）：都市部への再生可能エネルギーによる冷暖房供給、

分散型エネルギー供給

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査51

電力・ガス－ E.ON

事業概要

• E.ON は、ドイツ、エッセンに本社を置く、電力やガスを供給する
ヨーロッパ有数の大手エネルギー会社

• エネルギーネットワーク、カスタマーソリューションズ、再生可能エネ
ルギーが主な事業

• ドイツ、トルコ、イギリスを含む9カ国で事業を展開

業種 • 電力、ガス

設立年 • 2000年 （VIAG AGとVEBA AGの合併により設立）

生産量・売上 • 売上：37,965百万ユーロ／42,900百万米ドル（2017年）

事業戦略

• 再生可能エネルギー事業をRWEに移管することで、2019年以降は、
欧州における配電と小売に事業を集中（移管完了までは再エネ事
業も継続）

• 2020年以降は、高性能の規制ネットワークと最先端の顧客ソリュー
ションに焦点を当て、ポートフォリオの簡素化、収益性を向上（規制
されたネットワークからのEBITが80％程度）

CO2削減
• 2030年までにカーボンフットプリントを30％削減（2016年比）
• 2030年までに顧客の炭素強度を50％削減（2016年比）

直近動向

2016年：再エネ事業以外の火力・水力・原子力発電事業を分社化し、
Uniperを設立

2017年：Uniperをフィンランド電力大手Fortumへ売却することで合意
2017年：CDPランキングA-獲得
2018年3月：E.ONは、RWEとの資産交換に合意
2019年1月：TCFD賛同

主要株主
（5％以上）

‐

ドイツのエネルギー業界最大手のE.ONは、近年収益性が悪化していたため、2016年以降ビジネスモデルの転換を図り、再生可能エネルギー事業からの撤退を
予定している。2020年以降は、配電と小売に特化する方針。低炭素社会への移行に合わせ、今後は総合システムプロバイダーとして分散型・接続型ネットワーク
において顧客に電力供給、付加価値のあるサービス提供（例：バーチャルパワープラント開設）する。

E.ON ドイツ 事業戦略（直近）

出典： E.ON IR情報、各種2次情報より作成

RAB: Regulatory Asset Base

ドイツ10
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（参考）CDPによるガス＆オイル会社の低炭素移行への対応度評価

出典：CDP, Oil and Gas Executive Summary 2018より作成

CDPが、低炭素移行への対応度に関して、世界の石油・ガス総生産の31%を占める主要ガス＆オイル会社24社を評価したレポートを2018年11月に公表
（2016年11月に公表して以来2回目）。
低炭素社会への移行に最も対応できている企業として、欧州のガス＆オイル事業者であるEquinor（ノルウェー）、Total （フランス）、Shell（オランダ）がラ
ンクイン。 INPEX（日本）は、24社の内14位。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）を基づく、CDPの4つの評価項目：

1.  移行リスク：
ポートフォリオの内容及び炭素利用率に基づき評価

2.  物理的リスク：
上流の生産から下流資産まで、事業に伴う産出水のモニタリング状況等、水ストレスを
評価

3.  移行機会：
低炭素資産やR&Dへの投資状況により評価

4.  気候変動ガバナンス&戦略：
排出削減目標を含むガバナンスフレームワークやシナリオ分析実施の有無、低炭素移
行にかかるポートフォリオのストレスチェック実施の有無に基づき評価

注：円の大きさは気候変動ガバナンス&戦略への対応度の高さを示しており、事業規模ではない。

評価項目ガス＆オイル会社の低炭素移行への対応度（CDP評価）

 ランキング内容

企業名

ランク
※1~4の
加重平均
に基づく

30% 10% 30% 25%

1. 移行
リスク

2. 物理
的リスク

3. 移行
機会

4. G&S

Equinor 1 3 4 2 4

Total 2 10 5 3 1

Shell 3 9 14 1 2

Eni 4 6 8 7 3

BP 7 11 16 6 6

Chevron 12 16 15 4 14

Exxon Mobil 17 23 20 9 15

CDP, Oil and Gas Executive Summary 2018
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Sustanalytics のESG評価:

企業にとって最も重要な環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）課題に対し、企業がどの程度積極的に対応しているのかを測定、ESGリスク軽減への企業の能力評価を実施。
ESG評価の際には、バランススコアカードシステムに基づき、1〜100でスコアリング（定量的スコア）を行う。

資源エネルギーセクター 電力セクター

会社名 総合評価 E S G

Total SA 83 81 88 77

Equinor 82 74 85 89

Shell 75 57 88 80

BP p.l.c 72 59 75 84

Exxon Mobil 64 55 75 58

Chevron 59 51 69 53

会社名 総合評価 E S G

E.ON 81 86 83 69

EDF 80 77 85 80

Enel 77 75 77 83

Engie 73 70 76 73

出典： Yahoo! Finance の情報に基づき当社作成

（参考）SustainalyticsによるESG評価（資源エネルギーセクター／電力セクター）

2018年2月より、米検索大手Oath（旧Yahoo!）の金融情報サービス「Yahoo! Finance」が、上場企業約2,000社の情報について、ESG評価機関大手の
Sustainalytics（オランダ）が発表している各社ESGスコアを掲載している。
資源エネルギー分野では、Totalのスコアが高く、電力セクターではE.ONのスコアが高い。
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番号 名称 番号 名称

1 World Bank 11 CalPERS

2 Barclays 12 ERAFP

3 BNP Paribas 13 GPFG

4 Credit Agricole 14 GPIF

5 ING

6 Societe General

7 AXA

8 Amundi

9 Black Rock

10 ABP

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査
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世界銀行セーフガードポリシー

概要

• プロジェクトの設計及び実施において環境・社会的影響に対応する
ためのメカニズムであり、地域住民等のステークホルダーと対話
する際のフレームワーク

• 主な内容は、環境・社会リスク評価や非自発的住民移転に関する
保障等

コンセプト、
ミッション

• 環境・社会面のセーフガードポリシーは開発の過程において人々
や環境への不当な害を防止・軽減することで、持続可能な貧困削
減支援を進めるにあたり極めて重要との考えに基づく

制定年
• セーフガードポリシーは20年以上前に発効されており、項目別に適
宜改訂が行われている。

背景

• 40年以上にわたり、世界銀行が拠出するプロジェクトの環境面
および社会面の影響を評価・管理することは、世界銀行の核心的
な関心事項の一つ

• 現行の政策は20年近く前に策定され、長年、人々と環境を守る上
で国際開発銀行（MDBs）の基準となるものと見なされている

対象 • 世界銀行グループが資金提供を行う全てのプロジェクト

直近動向

2010年：世界銀行理事会が独立評価グループ（IEG）による報告を受
けたことを踏まえ改定を指示、セーフガード見直しを実施、
改定に際しては、対象範囲の拡大、最新の基準や新たな開
発需要や課題への対処、貧困層と環境の保護強化、差別禁
止原則を通じた開発の利益への包摂的アクセスを確保等を
考慮

2018年10月以降：新たなセーフガードポリシーとなる「Environment 

and Social Framework 」を適用 （2016年8月に承認）

世界銀行 セーフガード改定

環境・社会セーフガード政策の見直しを開始2012年7月

• 63か国8,000名近くの関係者（政府機関、専門家、NGO, 市民社会
等）からの意見の聴取及び分析を行い、見直しを実施

新たな環境・社会フレームワークを承認2016年8月

現行のセーフガードポリシーの発効、改定（随時）

新たな環境・社会フレームワークの発効2018年10月

今後約7年* 現行のセーフガードポリシーと、環境・社会フレームワークを
並行して運用

• 新フレームワーク開始以前に承認されたプロジェクトは現行ポリシー
を継続して使用のため、約7年間は並行して運用、その後は環境・社
会フレームのみの運用を想定

環境・社会フレークワークの項目 旧セーフガードからの主な変更点

1． 環境・社会リスクと影響の評価と管理
2． 労働と労働条件
3． 効率的な資源管理と汚染防止
4． コミュニティの衛生安全
5． 土地の取得、土地利用制限、非自発

的住民移転
6． 生物多様性の保全と生物天然資源

の持続可能な管理
7． 先住民族（サブサハラ等）
8． 文化遺産
9． 金融仲介機関
10． 情報開示とステークホルダーの関与

• 借入国と世界銀行の役割・責任範囲
の明確化

• 対象範囲の拡大：労働と労働条件の
保護、労働者及び地域の衛星安全対
策、市民参加等

• プロジェクト全体（計画及び実施）にわ
たる透明性とステークホルダー関与の
拡大

• 差別禁止原則による保護とこれらを推
進するためのスタッフの新規配置

• 水管理、生物天然資源の持続的管理
や気候変動への対応

世界銀行（World Bank）は、20年以上前より全てのプロジェクトを対象に環境・社会面でのセーフガードポリシーを発効、リスク評価や地域住民との対話、保障等のフ
レームワークを定めており、開発過程による不当な悪影響を防止・軽減している。
2018年10月に、新たに「環境・社会フレームワーク（Environmental and Social Framework）」を発行し、気候変動への対応が追加された。

出典：世界銀行公開情報、その他2次情報より作成

1
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世界銀行資源・エネルギーセクターへの投資方針

出典：世界銀行公開情報、その他2次情報より作成

世界銀行 化石燃料へ資金供与方針

2017年12月： 気候変動サミットにおいて、2019年以降原則として石油及び天然ガス事業
（上流）へ資金提供を打ち切ることを発表

理由
パリ協定と整合し、再生可能エネルギーへの移行を促し、自身の目標を達成することが狙い

概要

• （上流）の定義は「石油及び天然ガスの探査事業、生産目的の掘削、井戸の操業」を指す
• 資源保有国は民間資本・融資へのアクセスが可能であるが、最貧国のようにエネルギー
へのアクセスが急務の場合には例外的に天然ガスプロジェクトを検討する。

• なお、既に世銀のポーフォリオに含まれている案件は計画通り実施予定であり、石油・天
然ガスを含むエネルギー分野への技術支援（ガバナンス、キャパシティビルディング等）
は継続。また、天然ガスの中流・下流（輸送、販売等）への資金提供も継続。

• 天然ガスは、再生可能エネルギーへの転換を助け、貧困層のエネルギーアクセスを拡大
し、CO2排出量の多い石炭からの代替エネルギーであることを認識

気候変動・エネルギーに関連するパートナーシップ

概要
• エネルギーへのアクセス及び持続的エネルギーの促進を目的とし、
「信頼できるエネルギーを普及するための経済的・環境的コストを最
小限にすること」「各国が独自の方法を決定すること」を謳う

コンセプト、
ミッション

• 信頼できるエネルギーへのアクセスを確保することは世界銀行の目
標である極度の貧困の撲滅と繁栄の共有を促進に資するものであ
るとの考えに基づく

制定年 • 2013年6月

背景

• 本投資方針は2030年までに（1）近代的エネルギーへの普遍的アク
セス達成、（2）世界全体でのエネルギー効率の改善ペースの倍増、
（3）世界全体での再生可能エネルギーのシェア倍増を目標に掲げ
る 「万人のための持続可能なエネルギー（Sustainable Energy for 

All）」イニシアティブと合致

対象 • 世界銀行グループ（IBRD, IDA含む）

直近動向
2017年12月：気候変動サミットにおいて、2019年以降原則として石油
及び天然ガス事業（上流）へ資金提供を打ち切ることを発表

備考

• 本投資方針の主な要点：
（1）化石燃料については、a. 新規の石炭発電プロジェクトには特殊
な事情を除き、資金提供しない（例：エネルギーへのアクセスが
なく、現実的な選択肢が他にない場合）、b. 化石燃料の中でも
比較的低炭素な天然ガス事業を増やす、c.水力発電等の再生
可能エネルギーへの資金提供を増やす

（2）国際的なアドボカシーの強化が必要であり、先進国が炭素価格
制度の活用や先進的技術の市場展開等を進めることはGHG排
出量削減において重要

（3）各国政府がエネルギー需要と資源管理を一元的に行えるよう
長期的かつシステム横断的アプローチを重視し、より信頼でき
手頃なエネルギーのため越境したエネルギー市場の創設等も
検討。また、民間投資を促進するため、金融・操業・制度整備を
重要視

世界銀行は2013年に資源・エネルギーセクターへの投資方針を発表し、化石燃料（石炭）への新規資金提供を原則行わないこと、天然ガス及び水力発電等の再
生可能エネルギーへの資金提供を増やす意向を表明。また、2017年12月には、2019年以降石油及びガス事業（上流）への資金提供を打ち切ることを発表して
いる。

世界銀行と他組織との気候変動・エネルギー分野におけるパートナーシップの事例：

組織名 概要

ESMAP

• 貧困削減及び経済成長におけるエネルギーを推進することを目的とし、
エネルギー安全保障、再生可能エネルギー、エネルギー貧困、市場効
率性とガバナンスの4つのプログラムで技術支援、調査を実施

• World Bank, UNDP, European bilateral donors, Canadaが設立

GGFR
• 天然ガス算出国、関連企業によるイニシアティブ
• 世界銀行が中心的役割を担う

GVEP

• 開発途上国における近代的なエネルギー手段へのアクセス向上が目的
• World Bank ESMAP, USAID, NREL, Winrock, private firms, UNDP, 

bilaterals が設立

GGA • IRENA及びIGAと地熱分野で協力、世界地熱連合（GGA）を支援

1
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石炭 基本方針 例外事項 参照

世界銀行
グループ
（WBG）

×
新規の石炭火力発電プロジェク
トへの支援は原則行わない

• 特殊な状況においては、新規の石炭発電プロジェクトへの財政支援を行う

財政支援が検討されるようなケース：実現可能な選択肢が石炭以外になく、石炭火
力発電への融資が欠如している国における基本的なエネルギー需要を満たすため
の事業

• 適用される基準：「Criteria for Screening Coal Projects under the Strategic 

Framework for Development and Climate Change」

• CCSを付帯した既存・新規石炭火力発電所への支援は検討

• 現状、IFCは、石炭へ投資を行っている民間金融機関やファンド等への支援を行って
いるが、2018年10月に支援候補に対し今後、「一定期間を得た後は石炭への投資
を削減する／やめることを正式に誓約する」ことを求める方針を追加

Toward a 

Sustainable 

Energy Future for 

All: Directions for 

the World Bank 

Group’s Energy 

Sector

欧州復興
開発銀行
（EBRD）

×
一般炭（Thermal coal） の炭鉱
開発への支援は行わない

以下は、除く

• 産業用熱・蒸気供給を目的とした石炭火力発電所からの排熱・蒸気を活用した
発電設備

• 鉄鋼業において使用される原料炭
• 建設材料加工時に燃料として使用される非一般炭
• 製造工程で使用される一般炭（ケースバイケースで検討）
• 産業施設内の石炭焚きボイラ

Energy Sector 

Strategy 2019-

2023
×

新規・既存の石炭火力発電所へ
の融資は行わない

アジア
開発銀行
（ADB）

〇
（よりクリーンな技術が採用され
ており、適切な緩和策が取られ
ている場合は、）石炭火力発電
プロジェクトを支援する 火力発電所による自己消費を目的としている炭鉱開発については例外として支援

Energy-policy-

2009

×
炭鉱開発への支援は原則行わ
ない

多国籍開発銀行（MDBs）の方針・ルール

世界銀行及び欧州復興開発銀行は、原則として新規の石炭火力発電プロジェクトの支援の取りやめを表明している。アジア開発銀行は、特に支援方針の変更等
は見られない。

出典：世界銀行, EBRD, ADB公開情報より作成

（参考）多国籍開発銀行の石炭関連事業への支援方針1
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石油・ガス 基本方針 例外事項 参照

世界銀行
グループ
（WBG）

×
石油及びガス事業（上流）への支援
は行わない（2019年以降）

貧困層のエネルギーアクセスの点で明確な便益があり、その国のパリ協定
へのコミットメントと合致する場合において、最貧国における天然ガス開発
（上流）への融資は検討

PRESS RELEASE 

December 12, 

2017 ：World Bank 

Group 

Announcements at 

One Planet Summit

欧州復興
開発銀行
（EBRD）

×
石油の探鉱（上流）への融資は
行わない

石油開発事業（上流）において、プロジェクトがCO2排出／フレアリングを
削減する場合は、特殊な例外ケースとする

Energy Sector 

Strategy 2019-2023
×

石油開発事業（上流）への融資は
原則行わない

〇
ガス事業については継続して支援
（例：石炭代替、エネルギー保障・
柔軟性の向上）

アジア開発
銀行
（ADB）

×
石油及び天然ガスの油田開発は、
原則支援しない（注記：リスクの観点
からであり環境の観点ではない）

周辺を含めすでに埋蔵していることが確認されている油田の開発については、
例外的に支援を認める

Energy-policy-2009

〇 石油の精製・輸送・分配、ガス事業
開発は支援する

多国籍開発銀行（MDBs）の方針・ルール

（参考）多国籍開発銀行３行の石油・ガス関連事業への支援方針

世界銀行は、2019年以降については石油・ガスの上流事業への支援取りやめを表明している。欧州開発銀行は石油の上流事業のみ支援取りやめ、ガスは継続
的な支援を表明している。アジア開発銀行は、2018年7月に公表した「Strategy 2030」において、特に支援方針の変更等は見られない。

出典：世界銀行, EBRD, ADB公開情報より作成

1
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銀行：Barclays

業種

• Barclaysは、イギリス、ロンドンに本社を置く、国際金融サービス事
業者

• 個人や個人事業者に預金口座、融資、住宅ローン、クレジットカー
ドサービスを提供するほか、企業向けに資産担保型融資を提供

• スペイン、フランス、インド、ガーナ、ロシア、南アフリカで、小売・商
業銀行、クレジットカード事業のほか、投資銀行業務を展開

設立年 • 1690年

収益
• グループ全体収益：21,100百万ポンド／24,650百万ユーロ
• グループ全体資産：1,133,000百万ポンド／1,323,430百万ユーロ

（2018年）

投融資方針
• イギリス及びアメリカ市場を本拠地としながら世界的に展開するリ
テール、コーポレート、投資銀行としての強みを強化

直近動向

2017年6月：TCFD賛同
2017年7月：UNEP FI, 米シティ、スイスUBS等と共同で、気候変動リ

スク・機会の評価・情報開示強化のための分析ツール・
指標開発イニシアティブ「UNEP FI TCFD pilot project」
を立上げ

2017年12月：中小～大企業のグリーン投資を促進するためのグリー
ンファイナンス商品（ローン、アセットファイナンス、中小
企業向けファイナンス、預金）の開発を発表

2018年4月：グリーン住宅向け低金利ローン「Barclays Green Home 

Mortgage」を提供開始を発表

株主
（5％以上保有）

• Qatar Holding LLC 5.50% 

• Sherborne Investors Management LP 5.1%

（2019年3月26日, MarketScreener）

国際金融サービス事業者であるBarclaysは、2017年6月にTCFDに賛同して以降、UNEPFIと連携した、気候変動リスク・機会の評価・情報開示強化のための分
析ツール・指標開発イニシアティブの設立や、グリーンファイナンス商品の開発、環境テーマ・活動を独自に定義した枠組み等を発表しており、気候変動対応に関
連した取組を広げている。

Barclays                                          イギリス グリーン関連融資商品の概要
• 2017年12月に開発したグリーンファイナンス商品の中で、融資商品（Green Loan,

International Green Loans, Green Asset Finance）については使途を環境用途に
限るため、独自に「Green Product Framework」を開発。フレームワーク開発には、
Sustainalyticsが協力

• 「Green Product Framework」では、融資の対象として適格な環境テーマ・活動を定
義。この枠組みを使用して、環境関連製品・サービスの開発を導く

適格なテーマ・活動として認められる分野は以下の通り：

出典：Barclays 公開情報、各種2次情報等より作成

分野 細分類

エネルギー効率

• 商用および住宅用建物
• 公共サービス
• 農業プロセス
• 工業プロセスとサプライチェーン
• 送配電システム
• エネルギー効率化技術

再生可能エネルギー

• 発電
• 送電
• 熱生産、熱エネルギー
• 再生可能エネルギー技術

グリーン輸送
• 乗り物のエネルギー効率改善
• 都市交通システム
• 貨物輸送

持続可能な食品、農業、森林
• 持続可能な森林管理
• 持続可能な食品・農業

廃棄物管理 • 廃棄物、廃水

温室効果ガス削減（エネルギー効
率によるもの以外）

• 温室効果ガス（GHG)排出削減

セクター横断的取り組み
• 政策、規制、研修
• カーボン／エネルギー融資

持続可能な水 • 持続可能な水管理

イギリス2
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銀行・証券: BNP Paribas

業種

• BNP Paribas（BNPパリバ）は、フランスに本社を置く金融機関であ
り、総資産、世界の金融機関で第8位

• 世界70カ国以上で事業（ホールセール・バンキング事業、証券、銀
行、保険事業）を展開

設立年 • BNPは1848年に設立、1872年設立のParibasと2000年に合併

収益 • 2017年度グループ合計営業収益：431,600百万ユーロ

投融資方針

• 9つのセクター（防衛、パーム油、パルプ、原子力、石炭火力、農業、
炭鉱、たばこ、非在来型石油・ガス）については、投融資方針決定の
際に、業績に加えESG基準を考慮する方針を採用

• 世紀末までに気温上昇を2℃未満に抑えることを目標とするIEAシナ
リオに沿った、融資および投資活動を行うことにコミット

• 2020年までに年間の全融資額に占める国連持続可能な開発目標
（SDGs）に資する融資割合15%を目標

直近動向

2017年6月：TCFD賛同
2017年10月：グリーンボンド投資ファンド「Parvest Green Bond」の運

用開始（運用資産規模：100百万ユーロ）
2017年10月：エネルギー転換への支援加速、経済の脱炭素化に向け

て、石油・ガス事業等への融資停止の方針を発表
2018年6月：EUサステナブルファイナンスTEGにBNPパリバ・アセット

マネジメント(AM)からHelena VIÑES FIESTAS氏が参加
2018年10月：NGOのShare Actionが気候変動リスク対応状況ランキ

ングにおいて、BNPパリバを1位にランク付け
2018年12月：BNPパリバを含む欧州5銀行が、パリ協定と整合性のあ

る融資に関する共同誓約「カトヴィツェ・コミットメント」を発表
2019年2月：BNPパリバ・AMが化石燃料依存度低減を明確に宣言し

ている企業の社債のみを対象としたルクセンブルク籍上場投
資信託（ETF）をユーロネクスト、クセトラに上場

2019年3月：BNPパリバ・AMが石炭ダイベストメント強化の一環として、
一般炭事業者の株式約10億ユーロの除外を発表

2019年9月（予定）：国連責任銀行原則（PRB）の創設メンバー

株主
（5％以上保有）

• Belgian State 7.7%

• Blackrock Inc 5.1%

（2017年5月時点、BNP Paribasサイト）

フランスに本社を置く世界有数の金融グループであるBNP Paribasは、2017年10月にエネルギー転換への支援加速・経済の脱炭素化に向けた方針を発表。石
炭炭鉱及び石炭火力発電プロジェクトへのファイナンスや、シェールガス／オイル、オイルサンド関連プロジェクトへの投融資停止を表明している。ただし、エネル
ギー転換に向けて環境課題に取り組むエネルギー関連企業については今後の継続的な支援を表明。

BNP Paribas                                                    フランス サステイナブルファイナンス事業

フランス

2017年10月の方針発表以前に表明している融資方針
 クリーンエネルギー推進
• 2020年までに再エネセクターへの融資額150億ユーロに拡大
• エネルギー転換への革新的な技術開発を主としたスタートアップ企業
（エネルギー効率、貯蔵等）へ投資資金1億ユーロ

 ダイベストメント
• 石炭炭鉱および石炭火力発電への融資業務からの撤退

• エネルギー源の多様化方針を推進していない石炭エネルギー関連企業に
対する支援の停止

エネルギー転換への支援加速に向けた投融資方針（2017年10月発表）
 クリーンエネルギー推進

• エネルギー転換にコミットしているエネルギー関連企業への積極的な支援を
継続

 ダイベストメント

• 非在来型炭化水素（シェールオイル／ガス、オイルサンドからの石油）の探
査、生産、流通、 小売、取引等を主たる事業活動とする企業とのビジネス関
係の停止

• シェールオイル／ガス、オイルサンドからの石油の輸送または輸出を主目的
とする プロジェクト向け融資の停止

• 北極圏における石油や天然ガスの探査または生産に関わるプロジェクト向
け融資の停止

投融資方針

部門 事業・商品 (例）

キャピタル・マー
ケッツ

グリーンボンド、サステナビリティボンド、グリーン証券化

貿易金融
プライベートエクイティやベンチャーキャピタル事業、サーキュ
ラーエコノミーを推進するリース事業

リテール金融
家庭用太陽光発電パネル設置、電気自動車、蓄電バッテリー等、
サステナブル投資ソリューション提供ファンド組成

出典：BNPパリバ公開情報、その他2次情報より作成

3
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 CAグループの投資銀行であるCredit Agricole CIBは、2011年より投資ポートフォリ

オのカーボンフットプリントを定量的に把握し、CO2排出量をセクター別、地理別に

マッピングするためのトップダウンアプローチによるメソドロジー「P9XCA」を開発・使

用

 2017年に「P9XCA」を活用した移行リスク・インデックスを開発

銀行: Credit Agricole

Credit Agricole Groupは、フランスに本社を置く、総資産ベースで世界第10位の金融グループである。2017年にグループの1社であるCredit Agricole CIBが
「移行リスク・インデックス」を開発し、気候変動リスクの評価の顧客のCSRスコアリングへの組み込みを開始した。今後、さらにグループ内での「移行リスク・イン
デックス」の活用を広げる予定。

フランス

Credit Agricole Group                                   フランス 融資・資産運用方針（移行リスク評価の組み込み）

業種

• Credit Agricole (CA) Groupは、フランスに本社を置き、資産および自
己資本（Tier1）ベースで世界最大手の金融グループ

• CA Groupは、①上場企業であるCredit Agricole S.A（Amundiや
CACIBを含む）と、②独立運営の地方銀行39行で構成されている

• 世界49カ国、5,200万人の顧客に、銀行・保険サービス（投融資、 資産
運用、証券、保険、消費者金融、PB, リース、ファクタリング等）を提供

設立年
• 1894年 （設立当初は、農業系金融機関として事業を開始し、後に 一
般金融機関化）

収益
• 収益：32,839百万ユーロ （2017年）
• 純利益：7,369百万ユーロ

投融資方針
• CAグループ全体にCSRセクターポリシー（6セクター：武器、エネルギー、
鉱業、運輸、建設、農業・森林）を適用

• 投資については、2つのクライテリア（①アセスメント、②除外）を適用

直近動向

2003年：UNグローバルコンパクト、赤道原則に署名
2008年：気候原則を他金融機関と共に策定
2010年：資産運用会社のクレディ・アグリコル・アセットマネジメントとソシ

エテジェネラル・アセットメントが合併、JV「アムンディ」設立
2012年：グリーンボンド原則に準拠
2013年：CACIBが社会・環境インパクトを事業活動においてより考慮する

ためのセクターポリシー導入、その後グループ全体に適用
2013年：仏電力会社ENGIEとCA Assurances が再生可能エネルギーの

ジョイントベンチャー「FEIH」設立
2016年：新規の石炭火力発電への投融資停止の方針発表
2017年：AmundiとIFCが、新興市場向けグリーンボンドのためのファンド

（20億米ドル）を共同設立
2017年：気候変動リスクを評価するための、移行リスク・インデックス及び

シナリオを開発、法人顧客に活用開始
2017年12月：TCFD賛同

株主
（5％以上
保有）

Credit Agricole S.A：
• SAS Rue la Boétie （39の地方銀行が共同保有）が過半数（2017年：

56.6%保有）

出典：Credit Agricole公開情報、その他2次情報より作成

気候変動による中期的な移行リスク・インデックス

開発・運用 • 2016年開発、2017年～運用

対象 • 法人顧客（大企業）

運用方法

• 顧客への投融資（資産運用を含む）判断の際に、既存CSRスコ
アリング・モニタリング・レポーティングツールに移行リスク・イン
デックスを組み込む。顧客の気候変動への移行リスクのインパ
クトを把握・反映したCSRスコアに基づき、投融資を決定

インデックス
開発方法

• 外部金融機関、学術研究機関（Chaire Finance et 

development Durable 等）からの支援を受け、社内で開発

特徴
移行リスク・インデックスの構成
①P9XCA排出係数（tCO2/EUR）＋②INDCs（各国が自主的に決
定する約束草案）＋③企業ごとの個別評価

CSRセクターポリシー

 CAグループ全体にCSRセクターポリシー（6セクター：武器、エネルギー、鉱業、運輸、

建設、農業・森林）を適用

 エネルギーセクター概要

• エネルギー源別に、①石油・ガス、②シェールオイル・ガス、③石炭火力発電、④水

力、⑤原子力のポリシーが存在

• ③の石炭火力発電については、ポリシーの中で「銀行として、石炭火力発電所の新

規建設・拡張にかかる融資は行わない」と明記

• 石油・ガスにかかるポリシーである①石油・ガス、②シェールオイル・ガスについては、

融資の際に「遵守すべき規則・基準」（例：EU規則、IFCパフォーマンス・スタンダー

ド）及び「注記事項」（CO2排出削減戦略の国際枠組みとの整合性、水管理）を記載

4
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総合金融： ING

業種

• ING Groep NV(ING)は、オランダ、アムステルダムに本社を置く総
合金融機関

• 世界40カ国以上で、個人、法人、機関投資家に対し、銀行、資産運
用、生命保険、年金事業、不動産事業を展開

設立年
• 保険部門：1845年、銀行部門：1881年
• 1991年に両部門が合併

収益
• グループ全体収益 17,700百万ユーロ （2017年）
• グループ全体資産 846,000百万ユーロ

投融資方針

• INGのSustainable Financeチームは、ホールセールバンキング業
務においてサステナブルなビジネス機会を追求し、サステナブルな
顧客及び取引を特定

• 持続可能性は単に少数がいくつかの再エネ事業に融資するという
考え方を超え幅広いアプローチを実施

直近動向

2003年6月：赤道原則採択
2015年11月：新規石炭火力発電所への資金供与を行わない方針

発表
2017年6月： TCFD賛同
2017年12月：石炭火力発電への資金供与の引き下げを強化し、

2025年まで投融資残高をほぼゼロと発表
2018年4月： UNPRI署名（*1）
2018年12月： INGを含む欧州5銀行が、パリ協定と整合性のある融

資の実施を共同で誓約する「カトヴィツェ・コミットメント」
を発表

2019年9月（予定）：国連責任銀行原則（PRB）の創設メンバー

株主
（5％以上保有）

• 5％以上保有機関投資家なし
（2019年3月26日時点, NASDAQ）

（*1） Signatory category: Service Provider

出典：ING 公開情報、各種2次情報等より作成

国際金融サービス事業者であるINGは、2015年に新規石炭火力発電所への資金供与を行わない方針を発表し、2017年12月には、石炭火力発電への資金供与
の引き下げを強化し、2025年まで投融資残高をほぼゼロとすることを決定した。石炭以外のエネルギー分野については、再エネ、原子力、省エネ等への投融資を
継続する方針を示している。

ING Group                                               オランダ 投資方針

投融資する分野

• エネルギー事業（風力、
太陽光）

• 地熱発電
• 建物の省エネ、製造時の
エネルギー効率向上

• EV

• バイオプラスチック
• サーキュラーエコノミー関
連

投融資しない分野

• 環境及びコミュニティへのネ
ガティブインパクトを最小限に
するため、環境・社会リスク
（ESR）フレームワークに合致
しない投資

• 2025年までに石炭関連事業
への融資からフェーズアウト

SDGsへの対応

• SDGsを達成するため
に、顧客、ビジネス
パートナー、その他
利害関係者と協力し、
サプライチェーンや業
界レベルで協力

オランダ

 気候変動対応融資戦略「Terra approach」

• 2018年9月：パリ協定の2℃目標に合わせ、気候変動に対応するための新たな融資戦略
「Terra approach」を発表（従来の投融資方針は維持）
気候変動により事業変革を迫られる7セクターをシナリオ分析を基に特定
INGの融資事業が低炭素社会への必要なシフトに適合しているかを確認
融資先企業に対して技術変革を求める

• 新戦略で焦点を当てる7対象セクター：
エネルギー、自動車、海運・空輸、鉄鋼、セメント、住宅ローン、商業不動産

• 金融業界の気候変動対応を促す国際イニシアティブ2° Investing Initiative（2°ii）が新
戦略の設計・実行を支援

分析結果は融資内容にも反映し、融資ポートフォリオの構成比変更、ダイベストメントの判
断等にも影響の可能性示唆

 投融資方針
• 責任ある資金調達と持続可能な投資の拡大と、環境社会リスク（ESR）フレームワーク

の強化を方針として掲げる。概要は以下の通り

（Annual Report記載）

5
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銀行・証券： Société Générale

出典：Société Générale公開情報, その他2次情報より作成

フランスの大手金融グループであるSociété Généraleは、2017年10月にTCFDへ賛同を表明し、化石燃料に関連した投融資方針を発表した。石炭採掘・石炭火
力発電プロジェクトへや、北極海でのガス・原油採掘、オイルサンド関連プロジェクトへの投融資停止を表明している。
ただし、シェールガスは制限しておらず、エネルギー転換に伴う代替燃料の一つとして捉えている。

Société Générale フランス 気候変動関連の取組

 事業を通じた環境・社会への貢献

• ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 環境・社会（E&S）一般原則、セクター／クロスセクターE&S原則

• 「E&S一般原則」は、環境社会配慮に関する自主的なガイドラインで、顧客理解と取引
評価の双方に関する意思決定プロセスに組み込まれるもの

• セクター／クロスセクターのE&S原則は、12の分野（生物多様性、森林、パームオイ
ル、農業・水産・食品、石油ガス・代替燃料、ダム・水資源、原子力発電、火力・石炭火
力発電、海運、再エネ、防衛、採掘）について策定されており、センシティブな分野や、
特定の分野横断的な問題へ適用したいと考える基準を特定したもの

• エネルギー移行に係るコミットメント拡大のため、石油・ガス政策を更新（2018年）

業種

• Société Générale（ソシエテ・ジェネラル）は、フランスに本拠を置く
大手金融機関であり、BNPパリバ、クレディ・アグリコルに次ぐ金融
グループ。世界約80カ国以上で事業（証券、銀行、保険事業等）を
展開

設立年 • 1864年

収益 • グループ合計収益：25,210百万ユーロ （2018年）

投融資方針

• 環境社会面における取組事項を定めた「Commitments to the fight 

against climate change」記載の化石燃料関連の投融資方針は
以下の通り
–石炭採掘、石炭火力へのファイナンス停止
– 2020年までに石炭関連のポーションが19%になるよう制限
–北極海ガス・原油採掘、オイルサンドへのファイナンス停止

直近動向

2001年：UNEPFIに参加
2003年：UN Global Compactに参画
2007年：赤道原則採用
2014年：グリーンボンド原則を支持
2015年：UNEPFI「ポジティブインパクトマニフェスト」公開に関与
2017年：UNEPFI「ポジティブファイナンスインパクト原則」採用
2017年10月：TCFD賛同
2017年12月：オイルサンド関連や北極海石油採掘事業への投融資を

停止
2018年10月：ESG格付会社RobecoSAMのCSRランキングで仏銀と

して1位にランク付け
2018年12月：ソシエテ・ジェネラルを含む欧州5銀行が、パリ協定と整

合性のある融資に関する共同誓約「カトヴィツェ・コミットメント」
を発表

2019年9月（予定）：国連責任銀行原則（PRB）の創設メンバー

株主
（5％以上保有）

• 従業員 6.17%

• BlackRock, Inc. 6.04%           （2019年3月21日, EURONEXT）

フランス

 Commitments to the fight against climate change（抜粋）

• 2016～2020年に1,000億ユーロをSDGsや気候変動対策の達成に資する事業に対する
投融資に充当

• 2020年に、ソシエテ・ジェネラルの従業員一人当たりが使用するエネルギーを2014年対
比25％削減

• 石油等の生産に対する投融資を行わないと共に、ポートフォリオにおける石油及び天然
ガスの状況について報告

• IEAが掲げる2度シナリオに適合する形で行動する/しようとする企業とのみ取引

対資金需要者
対投資家

• ESGリサーチ
• ESGアドバイザリー
• 証券化
• グリーンボンド／
ソーシャルボンド

• ポジティブ・インパクト・スト
ラクチャードファイナンス

• 再エネプロジェクトへの
ファイナンス

• インパクト融資

• ESG指標／バスケット
• ESGファンド／ETF

• 証券サービス関連ESG

ツール
• ポジティブインパクト債
• グリーン預金
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アクサグループ フランス 投資・保険適用にかかる方針

AXA、世界に先駆けて、石炭からのダイベストメント、石炭事業者への保険引
受停止を表明

1. 投資
 クリーンエネルギー推進
• 2015年：2020年までにグリーン投資30億ユーロをコミット。2017年に達
成したため、4倍の120億ユーロに達成目標金額をアップ。

• 2017年：アクサと世界銀行グループ（IFC）は、新興国における再エネ、
水資源、グリーン運用及びグリーンインフラへの投資を目的とした5億米
ドルのパートナーシップを発表

 ダイベストメント
• 2015年：石炭関連事業からの5億ユーロのダイベストメント実施
• 2017年12月（ワンプラネットサミット期間中）：ダイベストメント対象の拡
大を発表、総額24億ユーロにダイベストメント金額引き上げ
 石炭火力発電の割合が3割以上の電力事業者
 石炭採掘事業からの収益が3割以上の鉱業会社
 3ギガワット以上の石炭火力発電所拡張案件を計画する企業
 年間の石炭産出量が2,000万トン以上の鉱山会社
 石油埋蔵量の3割以上をオイルサンドが占める石油会社
 オイルサンドに関連するパイプライン事業者

2. 保険
 保険サービス提供停止

• 2017年：石炭火力発電所の新設、炭鉱の新たな開発、既存石炭火力発

電所の設備等の資産、オイルサンド（関連するパイプライン含む）産業、
北極海の上流石油・ガス探査事業

• （例外）ライフライン維持が困難な最貧国における石炭関連事業者は、
停止対象から除外。CO2排出削減技術導入を促すための既存石炭火
力発電所の修繕事業を行う企業は停止対象から除外

保険・資産運用: AXA フランス

アクサグループは、フランスに本社を置く、世界大手の保険・資産運用会社である。炭素集約度の高い産業の将来的な成長性が低いことを理由に、2015年に世
界に先駆けて一部の石炭関連事業へのダイベストメントを発表。2017年にはダイベストメント対象を石炭及び石油（オイルサンド）を含めた総額24億ユーロまで大
幅拡大。また、石炭関連事業、オイルサンド産業にかかる保険の引受についても停止を表明。

業種
• 世界で売上高2位の保険・金融グループ、62カ国で事業を展開
• 生命・損害・健康保険、資産運用サービス等幅広い商品・サービスを
提供

設立年 • 1816年

収益 • 収益：98,500百万ユーロ 純利益：6,200百万ユーロ （2017年）

投資方針

• 2012年：AXAグループ、UNPRI及びUNPSIに署名
• 2013年～：AXAグループ責任投資ポリシー策定＋6セクター（たば
こ、武器、農林水産物、パーム油・森林、タールサンド・オイルサンド、
石炭掘削・石炭火力発電）のガイドラインを作成

• 2014年（またはそれ以前）：社内用企業のESG分析用ツール「RI

Search」を開発。外部機関格付データ（例：Sustainalytics, 

VigeoEIRIS, Oekom, Trucost, GMI, Ethix）を活用し、社内で0～
10に企業を再評価

• 2016年～2017年：シンクタンク「2°Investing Initiative」、環境リ
サーチ機関「Carbon Delta」と共に気候関連リスクモデリングのため
のメソドロジー開発

直近動向

2016年12月：EU 「持続可能な金融についてのハイレベル専門家グ
ループ（HLEG）」にAXAのThimnn Christian氏が個人名で参加

2016年6月：生命保険最大手の日本生命保険が、ESG領域における欧
州社債運用をアクサIMに委託

2017年：AXAIMが総会において気候変動を議題に上げるよう、Exxon 

Mobilに株主決議案を提出
2017年12月：石炭関連企業へのダイベストメント額を24億ユーロに引

き上げ発表
2019年5月：TCFD及びフランス移行法173条に沿った気候関連投資に

関するAXA調査報告書兼ガイドライン（第三弾）発行予定

保有SRI格付

• Euronext（2016年：Video Euronext indices37銘柄中1位）, PRI

（2017年：A+）, CDP（A-）, Sustainalytics（2016年：150社の保険会
社中2位）, Dow Jones Sustainability indexes（2017年：セクター2

位）, FTSE4Good（2008年以来FTSE4GOOD indexに選定）

株主
（5％以上保有）

• AXA France Assurance SAS 14.1%

（2018年3月22日, MarketScreener）

出典：AXA 公開情報、各種2次情報等より作成
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■ 責任投資強化のための3カ年行動計画

■ ESG分析プロセス
（特徴） 定量的・定性的アプローチを統合したESG分析を実施

定量的アプローチ

• 企業のESG評価を行うため、E（環境）、S（社会）、ガバナンス（G）にかかる36項目の
基準（内訳：15項目はすべての業種に適用、21項目はセクター基準）を設定

（「E」基準の例：CO2排出量とエネルギー効率、グリーン・カー、グリーンファイナンス）

• アムンディの社内アナリストが重要性を決定（＝基準のウェイト付け） 、外部調査機
関（例：MSCI, Vigeo, Sustainalytics, GMI等）からのデータを活用し、各基準に対し
評価

• 発行体（2018年10月時点で、約5500社）に対しA～GのESGレーティングを付与

定性的アプローチ
• 継続的／特定の長期的リスクに関して企業に影響を与える（例：改善を提案する）こ
とを目的としたエンゲージメント

（総合レーティング評価）
• ESG評価と財務評価を、総合レーティング決定マトリックスに基づき統合

業種

• 仏パリに本拠を置く、欧州第一、世界トップ10の資産運用会社
• 2009年末に、欧州有数の銀行グループのクレディ・アグリコルと
ソシエテ ジェネラルの資産運用会社が合併して設立

• 投資信託委託業、投資運用・助言（年金等）を世界37カ国で展開
• 主要な運用6拠点（ボストン、ダブリン、ロンドン、ミラノ、パリ、東
京）

設立年 • 2009年

運用資産残高

• 1.47兆ユーロ （約190兆円） （2018年3月末時点）
• そのうち、責任投資関連は、2,800億ユーロ（約26兆円）（約2割）
で、責任投資関連の中で、2,700億ユーロがESGファンド及び運
用受託

主要な顧客 • 運用資産額の約6割を機関投資家、事業法人、保険会社占める

理念

4つの事業基盤
‐事業実績と透明性に裏付けされた商品品質の確保
‐クライアントとの密接な関係構築
‐効率的な組織構造
‐持続可能な開発へのコミットメント

直近動向

1989年：最初の責任投資（SRI）ファンド立ち上げ
2003年：責任投資の部署立ち上げ
2014年：EDFとエネルギー転換関連プロジェクトに投資を目的とした

合弁企業を設立
2006年：PRI署名
2014年：初のエンゲージメントレポート発行
2017年：資産運用会社、パイオニア・インベストメンツ（伊）と統合
2018年5月：Stanislas Pottier氏をESG投資総責任者であるChief 

Responsible Investment Officerに任命
2018年10月：責任投資強化のための3カ年行動計画発表

責任投資強化、
ESG投資推進の
背景

• パリ協定の締結（2015年）、フランスエネルギー移行法の制定
（2015年）が契機となり、フランスを中心に気候変動に関するリス
クへ対応する機関投資家の数が増加。アムンディは、そのニーズ
に合わせた資産運用委託業務、投資運用を実施

出典：Amundi 公開情報、各種2次情報より作成

Amundi フランス 事業内容

資産運用: Amundi
アムンディは、フランスに本拠を置き世界37カ国で事業を展開する、欧州最大の資産運用会社である。本国で2015年に制定された「エネルギー移行法」において、
アセットオーナーへの気候変動リスクマネジメントにかかる情報開示が義務化されたことを受け、気候変動リスク対応を行う機関投資家数が増加
顧客である機関投資家等のニーズを反映するため、アムンディは、2018年にESGをメインストリームとするファンド運用方針を発表している。

行動計画の内容（抜粋）

 2021年末までに、ESGポリシーをファンド運用および議決権行使に100%導入
• 技術的に可能な場合、ESG基準を用いた非財務分析をアクティブ運用、パッシブ
運用問わずすべてのファンド運用に採用

• ESGパフォーマンスを、株主としての発行体とのエンゲージメント及び議決権方
針において体系的に検討

 機関投資家に向けてESGアドバイザリー業務を強化し、機関投資家サイドの取り
組みをサポート

2021年に向けた、運用資産目標

 環境・社会関連のテーマ型ファンドを200億ユーロ（現在の2倍）に拡大
 パッシブ運用を700億ユーロ（現在の2倍）に拡大
 社会連帯経済（コミュニティニーズに応じた事業を行う企業等）への投資を500百万
ユーロ（現在：200百万ユーロ）に拡大

8 フランス
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資産運用: Black Rock

業種
• ブラックロックは、ニューヨークに本社をおく、世界30ヵ国以上で
事業を展開する世界最大の資産運用会社（債券運用、株式運用、
アドバイザリー業務）

設立年 • 1988年

運用資産残高
• 収益：12,400百万米ドル
• 運用資産残高： 6,290,000百万米ドル（2017年）

投資方針

• 顧客の最善の利益を考え、より良い将来に向けた経済的基盤を創
造。顧客の資金を預かり、運用するフィデューシャリーとして、顧客
の目標実現に必要な運用およびテクノロジー・ソリューションを提供

• 建設素材、エネルギー、石油等CO2排出量の多い業種にも投資

サステナブル投資
• 今後10年間におよびESGに関する上場投資信託（ETF）に4,000億
米ドル投資することを発表

直近動向

2008年：PRI署名
2015年：NGOのCeresと連携し、企業の長期的、持続的成長へ向け

た同社の取り組みを「21st Century Engagement」に公表
2017年12月：TCFD賛同
2017年12月：主要な投資先企業約120社に対して、気候変動情報の

開示を求めるレターを送付。主に、TCFDが公表した勧告に
沿った開示を求めたもので、開示度合いによっては投資
判断変更の可能性があると伝達

2018年10月：ESG型上場投資信託（ETF）を7本発表
2018年12月：NGOのUrgewald等が発表した石炭への投融資を行っ

ている機関投資家ランキングでブラックロック第1位
2019年2月：今後のESG投資の展望を示したレポート「サステナビリ

ティ：投資の未来」を発表。サステナブル投資がもはや
ニッチ分野ではなく、主流になりつつあると指摘

株主
（5％以上保有）

• PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 25.73%

• The Vanguard Group, Inc. 6.72%

• CAPITAL WORLD INVESTORS 6.08%

（2019年3月23日, NASDAQ）

出典：ブラックロック公開情報、各種2次情報より作成

ブラックロック アメリカ サステナブル投資
サステナブル投資の定義：
長期的なリスク調整後リターンの改善を促すため、伝統的な投資・銘柄選択手法に
ESG の視点を加味したもの

• 社会の発展や課題の解決に寄与できなければ、利益は持続しないとの考え方を企業
と共有するため、エンゲージメント専門スタッフを今後3年間で2倍の約70人に増員

• 伝統的な投資と遜色のない運用成果を目指しながら、社会的インパクトに注目して銘
柄を選定

テーマ型

ESG型

インパクト型

特徴：ポートフォリオのカーボンフットプリントの削減追及
商品名「iShares MSCI ACWI Low Target ETF (CRBN)」
カーボン・エクスポージャーが低い先進国・新興国のエクイティを
集めた指標の投資リターンを測定することを目的としている

特徴：測定可能なインパクトを対象とし継続的にリターン測定
商品名「iShares MSCI Global Impact ETF (SDG)」
売上高の大半が国連の「持続可能な開発」（SDGs）で社会的・
環境的課題として特定されている項目に対処する商品・サービス
を提供する企業を集めたインデックスの投資リターンを測定する
ことを目的としている
（2019年3月22日時点）
純資産総額： USD46,464,975

発行済口数： 800,000, 保有銘柄数 ：102

特徴：ESGをポートフォリオのコアに組み込む

商品名「iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF」

インデックスプロバイダーが好ましいと定義したE・S・G に関する
特性を有する米国企業の株式で構成される指数と同等の投資
成果をあげることを目指す
（2019年3月22日時点）
純資産総額： USD 922,072,062

発行済口数： 7,900,000,  保有銘柄数 ：131 

 サステナブル投資関連の金融商品（例）

アメリカ

Black Rock （ブラックロック）は、アメリカ、ニューヨークに本社をおき、大手資源エネルギー会社を含め様々なセクターに属する企業への投資を行っている、世界
最大の資産運用会社である。
2017年にTCFD賛同を表明。社内では、企業の持続可能性を判断するためのESGに関する分析力強化を打ち出し、また企業に対し気候変動情報の開示度合を
投資判断指標として考慮することを発表するなど、積極的にESG投資を推進する姿勢を打ち出している。

9
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ABPは、オランダの公務員を対象とした年金基金で、加入者約280万人、総資産約3,990億ユーロを擁し、世界有数の規模となっている。2015年に責任投資に関
する方針を発表し、方針記載の基準を満たさない場合はダイベストメントする意思を表明した。
足元では、運用子会社APGがコンサルティング会社のESG投資データ分析部門を買収する等、ESG関連の取組をさらに強化している。

年金：オランダ公務員総合年金基金
（Stichting Pensioenfonds ABP）

機関投資家の連合体「Aiming for A」とともに、石油ガス企業が自社の事業
による気候変動へ対する影響評価と開示を求める株主提案「Resolution 25」
を提出。その結果、下記の企業が情報開示を開始
• Shell → 2015年の株主総会で可決
• BP → 2015年の株主総会で可決
• ExxonMobil → 2017年の株主総会で62%の票で可決
• Occidental Petroleum → 2017年の株主総会でABPの株主を含む票で
可決（67%）

• Rio Tinto → 2016年の株主総会で可決され、2017年に第一の気候報告
書を発表

出典： ABP公開情報、その他2次情報より作成

概要 概要ABP                                                                  オランダ 機関投資家としての影響力

AODPグローバル気候インデックス年金基金編（2018）

• AODPが公表しているランキングは世界中の年金基金や財団を含む機関
投資家の気候変動に関するリスクと機会のモニタリングを評価するもので
ある。2018年に発表されたランキングでは4位にランクイン

分類

• ABPは、オランダの公務員を対象とした年金基金。1922 年に政府
の組織として設立され、その後1996年に民営化。受給者も含めた
加入者は約280万人、総資産約3,990億ユーロ（2018年12月末時
点）の世界でも有数の年金基金

運用資産残高 • 399,000百万ユーロ （2018年）

設立年 • 1922年 （本部：ヘールレン、オランダ）

投資方針

• 2015年、責任ある投資方針（Responsible Investment Policy）発表
 ABPに加入している最も若い世代が年金を受け取る頃に、今と変
わらない地球で年金生活を送って欲しいという意向のもと、可能な
範囲でサステナブルな地球を保つよう貢献の意向

 エネルギー企業に限らず、ABPのサステナビリティ・CSRに係る基
準を満たさない企業からはダイベストメントを実施すると発表

 2015年末時点でABPのエネルギーセクターへの投資額は210億
ユーロにのぼり、石炭への投資割合は比較的少なく、ガスと
再エネへの投資が大きな割合を占める

• 2020年までに再エネに50億ユーロの投資を実施する目標を設定

動向

2006年：PRI署名
2014年：福島第一原発への懸念にかかる協議に応じなかった東京電

力をUN Global Compactへの違反とし投資先リストから除外
2017年6月：TCFD賛同
2017年12月：Climate Action 100+に参画。他の220の機関投資家と

共に、最もCO2排出量の多い企業100社にアプローチし、排出
量の大幅削減を目指す

2018年6月：インドネシアでパーム油生産のため森林破壊に関与した
韓国企業ポスコの株式（30万ユーロ分）を売却

2018年1月：投資先からたばこと核兵器の製造メーカーを除外するダ
イベストメント方針を発表

2018年2月：ABPの運用子会社APGがコンサルティング会社のESG

投資データ分析部門を買収
2018年5月：Shell株主総会にて、NGOが提案したより野心的なCO2

削減計画の受け入れが否決される。ABPは株主提案の趣旨
に理解を示しつつも棄権

2018年12月：ABPを含むオランダの年金基金73機関がESG投資推
進のための合意文書IRBCに署名

10

順位 格付 機関 国

1 AAA AP4 スウェーデン

2 AAA FRR（フランス年金準備基金） フランス

3 AA ニューヨーク州退職年金基金 米国

4 AA ABP オランダ

5 A Varma Mutual Pension Insurance Company フィンランド

6 A GPFG ノルウェー

37 C GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人） 日本

オランダ
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年金：オランダ公務員総合年金基金
（Stichting Pensioenfonds ABP）

出典：ABP, 「Climate change and energy sector investments」報告書より作成

ステークホルダーへの要求事項（※投資方針、サステナビリティ・CSRに係る基準等を含む）

• 再エネが化石燃料と平等な立ち位置で対抗できるよう規制フレームワークの構築
• 化石燃料に対する補助金の断絶
• サステナブルな長期投資を可能にする安全なフレームワークの構築

全企業

エネルギー企業

規制当局

• 2020年までにABPのエクイティポートフォリオ（4,000企業）のCO2排出量を25%削減（2017年に既に28%の削減を達成）
• 不動産とインフラセクターに関してはCO2削減に関する年間報告書および更なる削減に関する計画書の提出
• 社会・環境問題の対策となる商品・サービスの開発を実施する企業に対してABPからの投資額を2倍にする（290億ユーロから

580億ユーロの増加）予定

• より厳格な気候変動関連基準の設定（生産効率の増加など）
• できる限り石炭や石油からガス、風力、水力、太陽光を含むクリーンなエネルギーへの転換
• ABPのように再エネへの投資を推進する投資家との協力
• 産業・環境災害を防ぐために安全な生産基準の設定

ABPは、2015年6月に責任投資の推進に向けて投資方針を大きく変更し、今後は持続可能な責任投資を投資方針の中心に据えたアプローチで運用益の最大化
を目指すことを宣言した。持続可能な投資を2020年までに2倍とする見通し。

対象

10

分野 割合

石油 26%

ガス 34%

再生可能エネルギー 10%

原子力 5%

エネルギーグリッド 4%

非開示企業分 13%

石炭 8%

合計 100%

分野 割合

石油 31%

ガス 28%

再生可能エネルギー 11%

原子力 5%

エネルギーグリッド 4%

非開示企業分 16%

石炭 5%

合計 100%

2015年 2017年

オランダ
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全米最大規模の公務員公的年金基金であり、積極的な運用姿勢と社会的責任投資行動で知られ、日本を含む世界各国の上場企業等に投資を行っている。
投資基準については州憲法17条に定められている受託者責任を順守することを表明している。

CalPERS                                                           アメリカ 参加する国際枠組み

分類 公的年金基金

運用資産残高
• 350,000百万ドル（2018年）
• 原資：170万人以上のカリフォルニア州職員、学校、公的機関の職員
の退職金制度や140万人の健康保険

設立年 • 1932年

投資方針

• 原則：長期的な企業価値創造において、財務資本、物的資本、人的資
本の効果的な管理を重視
 エネルギー大手会社に対し環境リスク予測実施を要求
 投資先が気候変動におけるリスクと機会を認識することを要求

• 気候変動の影響を低減させるために国連Climate Summitの枠組み内
で国際協定構築を目指す

動向

2015年：カリフォルニア州の二大公的年金（CalPERSとCalSTRS）に対
し、一般炭に関連する企業への新規投資を禁じる法律（SB185）
を制定（当時のCalPERSの石炭関連ポートフォリオは約167百万
米ドル）

2016年：日本版スチュワードシップ・コード署名
2017年：2015年に制定された州法に従い、17の保有石炭関連企業株の

うち、14社の株を売却（南アExxaro Resources、タイBanpu

Public Co.,インドネシアPT Adaro Energyの3社は再生可能エネ
ルギーモデルへの転換を打ち出しているため、投資対象として継
続。14社からの投資資金の引き揚げ額は総額で14百万ドル）

2018年：投資リターン目的以外でのダイベストメントには反意（投資判断
は社会的正義ではなく長期的な投資パフォーマンスを重視）

2018年12月：COP24でのInvestor Agendaによる各国政府への気候変
動対策進展を求める共同宣言に、CalPERS署名

2018年8月：米カリフォルニア州議会がCalPERSに対し、気候関連財務
リスクを投資意思決定において考慮すること、3年毎の衆議会へ
の状況報告を義務化する州法「SB-964」を可決。報告義務は
2035年1月31日まで

2018年10月：理事選でESG反対派のジェイソン・ペレス氏が当選
2019年2月：Exxon Mobil、5月の株主総会でのCO2排出削減目標設定

要求にかかるCalPERS等からの共同株主提案について、米証
券取引委員会に「マイクロマネジメント」として却下を申請

概要

 CERESにより2012年に発表されたInvestor Action 

Plan on Climate Change Risks and Opportunitiesの

作成に参加、同アクションプランの目的は、気候変動やエ

ネルギーにおける効率的な規定と政策の設立

 CalPERSは2005年からCERESのメンバー

Investor Action 

Plan on Climate 

Change

（CERES）

 2014年にCalPERSが署名

 低炭素経済への転換における投資家による金銭的なサ

ポートの必要性と機関投資の貢献についての声明文

Global Investor 

Statement on 

Climate Change

 CalPERSと13の機関投資家が協力をし、2030年までの

気候変動におけるファイナンシャルリスクを分析したレ

ポートを作成

気候変動シナリオに

おける分析

 2017年に設立された、機関投資家による気候変動対応を

世界規模で推進するイニシアティブ

 CalPERSは、設立時から投資家代表として参加、

CalPERSのAnne Simpson氏はイニシアティブ運営メン

バーの一人

Climate Action 

100+

 2013年にサステナブル投資に特化したチームを設立、

ESGを考慮し投資、およびに基金のカーボンフットプリント

の削減が目的

Cross Asset 

Class Teamの設立

枠組み

出典：CalPERS 公開情報、その他2次情報より作成

年金：カリフォルニア州職員退職年金基金
（The California Public Employees’ Retirement System）11 アメリカ
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年金： フランス公務員退職年金基金（ERAFP）

出典：GPIF公開情報、その他2次情報より作成

ERAFPは、フランスの公務員向け積立方式型年金基金である。従来の賦課方式型年金基金の課題を解決すべく、積立型年金基金（ERAFP）創設案が持ち上
がった際、公務員労働組合がESG投資の実行を条件に設立交渉が合意された。その経緯から、設立直後のSRI 憲章制定以来、年金業界における先進的ユニ
バーサル・オーナーとして活動しており、エネルギー移行法173条の成立にも影響を与えた。

ERAFP                                                              フランス 運用構成内容・方針

 運用資産構成
設立当初は主に国債のみを投資対象としていたが、段階的に株式、私募債、不動産、
未公開株投資を開始。地理的分散も徐々に進めているが、現時点ではフランス（44％）
を中心にEU 諸国の割合が高い

業種

• 総資産30,000百万ユーロ（約 3.9 兆円）のコレクティブDC 制度（強
制加入）としての公務員のための積立方式型年金基金

• 前CEOのPhilippe Desfossés氏は、IIGCCの副議長を務め、ESG

投資に関するオピニオン・リーダーとして各方面で積極的に活動

設立年 • 2005年

運用資産残高
• 運用資産残高：2,950百万ユーロ（2018年）
• 収益率： 5.5%（2017年）

投融資方針

• ERAFP は、独自の SRI憲章に基づいた ESG 投資をアセットマネ
ジャー（AM）に委託。「ベスト・イン・クラス（ESG評価の高い銘柄を選
択）」方式を採用

• SRI憲章：5つの価値観（Values）と18の基準（Criteria）により構成
• 2014年からポートフォリオ保有銘柄のカーボンフットプリント（二酸化
炭素排出量）を計測開始、この方針に影響を受け、フランスはエネル
ギー移行法第173条を採択

• 運用委託先のAMに対して、SDGs達成のため、炭素測定のほか、
AM自身にも脱炭素化を要請、策定したエンゲージメント方針の遵守
やダミー・ポートフォリオでの実力テスト実施等を要求

• フランスの公的年金であるため、同国の法律や批准した国際条約で
禁じられている投資（例：非人道的兵器、クラスター弾の開発・製造・
販売企業等）は投資先から除外

• 長期投資家として、北極圏で石油掘削・生産に関与する企業とのエ
ンゲージメント（Mirovaと協力）、欧州電力事業者とのエンゲージメン
ト（IIGCCと協力）を実施

• 議決権行使について、以前は制限があり実施していなかったが、
2012年以降厳格な内部規定とフローの下、議決権行使型 ESG投資
を実施可能

動向

2006年：SRI 憲章を制定
2006年4月: UNPRI署名
2012年：株主エンゲージメントガイドラインをSRI憲章の補完として策

定
2016年：SRI憲章（改訂版）を制定
2017年12月: TCFD賛同

 SRI憲章
2006年に「社会的責任投資（Social Responsible Investment: SRI）憲章」を制定し、SRI

憲章を補完するものとして、2012年に「株主絵念ゲージメントガイドライン」を策定。2016年
に新たなSRI憲章を制定。5つの価値観（Values）と18の基準（Criteria）により構成

価値観

1. 法規範・人権

2. 社会進歩

3. 民主的な労働関係

4. 環境

5．グッドガバナンスと
透明性

① ドキュメンテーション及び環境戦略の履行
（環境戦略・管理体制の定義、サプライチェーンにおける
環境要素の考慮）

② 環境インパクトの統制
（水・廃棄物への悪影響防止、生態系保全、偶発的汚染・
地下汚染の防止）

③ 気候変動関連リスク統制、エネルギー転換への貢献
（CO2排出量、エネルギー転換への貢献、気候変動影
響・物理的結果の予測・適応）

④ 製品／サービスへの環境インパクト
（環境的側面での付加価値、エコデザイン、ライフサイク
ルでのコントロール）

12 フランス
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株式
5,477 

不動産
246 

債券
2,533 

年金・政府ファンド： ノルウェー政府年金基金（GPFG）

出典：GPFG 公開情報, 各種2次情報等より作成

GPFGは、ノルウェーのソブリンウェルスファンド（SWF）で、運用資産1兆ドル超を擁する世界最大級の機関投資家で、同国の石油関連事業収入を運用原資とし
て運用を行っている。倫理ガイドラインを設定し、近年は環境、人権・腐敗等に係る分野のダイベストメントを推進しており、2019年3月に石油・ガスダイベストメント
方針を発表したことから、他のSWF・機関投資家等の判断へ一定の影響を与えることが想定される。

GPFG                                                             ノルウェー 特記事項

 運用資産構成
• 投資対象はノルウェー国外の資産のみで、73か国、9,000超の企業へ投資してお

り、運用資産全体の約7割を株式で運用（2018年12月末時点）

 GPFGの位置づけ（世界SWFランキング）

ファンド名 国
運用資産
（百万ドル）

設立年 原資

1 ノルウェー政府年金基金（GPF） ノルウェー 1074,600 1990 石油

2 中国投資有限責任公司（CIC） 中国 941,400 2007 非コモディティ

3 アブダビ投資庁（ADIA） UAE（アブダビ） 697,000 1976 石油

業種

• ノルウェーGovernment Pension Fund Global （GPFG）は、運用資
産1兆ドル超を擁するノルウェーのソブリンウェルスファンドで、運用
は中央銀行であるノルウェー銀行・投資マネジメント部門（NBIM）が
担当

• 公的年金基金であり同国の主要産業である原油・ガス収入の運用
基金でもある

設立年 • ノルウェー石油基金として1990年設立。2006年改称

運用資産残高
• 運用資産残高：1,074,600百万米ドル（2019年2月）
• 収益率‐6.1%（2018年）
• 収益率+13.7%（2017年）

投融資方針

• 投資除外先の選定方針は、「商品軸」と「規範軸」の2つ
• 3つの商品軸：問題のある兵器、たばこ、石炭関連（一般炭及び石炭
火力発電）

• 5つの規範軸：深刻な人権侵害、戦争や紛争下での深刻な個人の権
利侵害、深刻な環境破壊、腐敗、他の深刻な倫理違反

• 除外指定は、GPFGの倫理委員会からの提案を受けノルウェー銀行
理事会で決定

直近動向

2004年：「倫理ガイドライン」設置し、投資対象から倫理的に除外する
方針を明確化→「倫理的除外」開始後、過去12年間の

累積リターンが1.6%上昇
2016年：「倫理ガイドライン」に気候変動に関する基準を追加
2016年：同ガイドラインに基づき、石炭火力に関する採掘、石炭火力

発電に関わる企業59社が投資対象から除外
日本企業（中国電力、北陸電力、四国電力、沖縄電力、電源
開発、観察下：九州電力、東北電力）も対象

2017年11月：TCFD賛同
2017年12月：One Planet SummitにてSWFのWG設立
2018年： 30社に対しダイベストメントを実施（理由は気候リスク

15社、腐敗リスク9社、人権侵害4社、その他2社）
→2012年からの累計240社ダイベストメント実施

2019年2月：世界1493社の投資先企業と実施した2018年の
エンゲージメント結果を発表

2019年3月：政府がGPFGでの石油・ガスダイベストメント方針発表
日本企業（INPEX、出光興産、三愛石油、東亜石油、富
士石油、K&Oエナジーグループ）も対象

 石油・ガス分野への投資に係るノルウェー政府と中央銀行の見解

• 石油・ガスダイベストメントを実施すべき
（2017年11月）

• 原油価格と石油・ガス関連企業の株価は
連動しており、石油・ガス株式を手放すこ
とで、運用資産全体の運用ボラティリティ
を低減可能

• 石油・ガスセクターへの投資を継続すべ
き（2018年8月）

• 石油・ガスダイベストメントで得られる将
来リターンは軽微と見込んでおり、いた
ずらにダイベストメントを実施すればリ
ターンを下げ、リスクを高める

財務省設置委員会ノルウェー銀行（中央銀行）

2019年3月、FTSE Russellのセクター分類で、「石油・ガス」大分類の中の「探査・採掘」
に分類されている企業を投資除外対象とする方針発表。ただし、石油会社に対する沖
合い権益（SDFI）、国営会社Equinorの権益・株式は売却せず

13 ノルウェー
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35.0%

25.0%

15.0%

25.0%

国内債券
426,796 

短期資産
96,520 

国内株式
359,101 

外国債券
263,484 

外国株式
367,706 

（億円）
内側：基本ポートフォリオ
外側：2018年12月末

年金：年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）

概要
• 年金積立金を管理・運用する厚生労働省所管の独立行政法人
• 年金給付の財源として年金運用で得た収益を国庫に納める

設立年

• 1961年 前身である年金福祉事業団設立
• 1986年 年金運用事業を開始
• 2001年 同事業団から年金資金運用基金に改組
• 2006年 年金積立金管理運用独立行政法人設立

運用資産残高
• 運用資産額： 156兆円 （2018年）
• 世界最大の機関投資家

コンセプト、
ミッション

• 「専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から
安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって年金事業の運営
の安定に資することを目的とし、年金積立金の管理および運用の具
体的方針を策定して行う」 （厚生年金保険法第79条の2、年金積立
管理運用独立行政法人法第20条第2項）

背景

• 「ユニバーサル・オーナー」（広範な資産を持つ資金規模の大きい投
資家）かつ「超長期投資家」（100年後を視野に入れた年金財政の一
翼を担う）である当該組織にとって、負の外部性（環境・社会問題等）
を最小化し、市場全体が持続的かつ安定的（サステナブル）に成長す
ることは不可欠との判断に至り、2015年よりESGに係る取組を開始

動向

2015年：国連責任投資原則（UNPRI）へ署名
2017年：ESG指数を選定
2018年8月：初のESG活動報告書を公表
2018年9月：グローバル環境株式指数を選定
2018年10月：Climate Action100+に参加
2018年12月：TCFD賛同

備考

• 日本版スチュワードシップ・コード（2014公表、2017改訂）が、当該組
織の「投資原則」、「スチュワードシップ活動原則」、「議決権行使原
則」に影響

• GPIF自身は株式の売買、議決権行使は運用受託機関を通じて実施
しているため、運用受託機関と投資先企業との「建設的な対話」（エン
ゲージメント）促進を通じてスチュワードシップ責任を果たす

出典：GPIF 公開情報 , 各種2次情報等より作成

GPIFは、我が国の年金積立金を管理・運用する独立行政法人で、運用資産額156兆円を擁する世界最大の機関投資家である。2015年のUNPRI署名以降、
ESG指数に基づく資産運用額増加や、Climate Action100+をはじめ気候変動対応を目的としたイニシアティブ等に参加し、ESG関連の取組を拡大している。資
産規模の大きさ故、他の年金基金・機関投資家等の判断へ一定の影響を与えることが想定される。

GPIF                                                                       日本 特記事項

 運用資産額・構成割合（年金積立金全体）
• ESG指数に基づく運用資産額は、 2018年9月時点で約2兆7,000億円

 ESGの配慮・取り組み姿勢 （各原則のうち、ESGに関連する部分のみ抜粋）

【投資原則】
• スチュワードシップ責任を果たすような様々な活動（ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）を考
慮した取り組みを含む。）を通じて被保険者のために中長期的な投資収益の拡大を図
る。

【スチュワードシップ活動原則】 （4）投資におけるESG の考慮
• 投資先企業におけるESG（環境・社会・ガバナンス）を適切に考慮することは、被保険
者のために中長期的なリスク調整後のリターンの拡大を図るための基礎となる企業価
値の向上や持続的成長に資するものであり、投資にESGの要素を考慮することの意義
は大きいと考えられることから、運用受託機関は、セクターにおける重要性、企業の実
情等を踏まえて、ESG課題に取り組むこと。

• 運用受託機関は、重大なESG 課題について積極的にエンゲージメントを行うこと。
• 運用受託機関は、PRI（責任投資原則）への署名を行うこと。

【議決権行使原則】 ＜議決権行使に当たって＞
• 運用受託機関は、ESGを考慮することは中長期的な企業価値向上のために重要であ
ると認識した上で適切に議決権行使すること。

14 日本
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総合型指数
テーマ型指数

E（環境） S（社会）

FTSE Blossom Japan 

Index

MSCIジャパン
ESGセレクト・リーダーズ

指数

S&P/JPX

カーボンエフィシェント指数

S&Pグローバル大中型株
カーボンエフィシェント指数

（除く日本）

MSCI日本株女性活躍
指数（愛称「WIN」）

指数の
コンセプト

• 世界有数の歴史を持つ

FTSEのESG指数シリー
ズFTSE4Good Japan 

IndexのESG評価スキー
ムを用いて評価

• ESG評価の絶対評価が
他愛銘柄をスクリーニン
グし、最後に業種ウエイト
を中立化したESG総合型
指数

• 世界で1,000社以上が利
用するMSCIのESGリ
サーチに基づいて構築し、
様々なESGリスクを包括
的に市場ポートフォリオ
に反映したESG総合型
指数

• 業種内でESG評価が相
対的に高い銘柄を組入

• ・環境評価のパイオニア的損じであるTrucostによる炭
素排出量データをもとに、世界最大の独立英指数会社
であるS&Pダウジョーンズ・インデックスが指数を構築

• 同業種内で炭素効率性が高い（温室効果ガス排出量／
売上高が低い）企業、温室効果ガス排出に関する情報
開示を行っている企業の投資ウエイト（比重）を高めた
指数

• 女性活躍推進法により開
示される女性雇用に関す
るデータに基づき、多面
的にジェンダーダイバー
シティ（性別多様性）スコ
アを算出、各業種から同
スコアの高い企業を選別
して指数を構築

• 当該分野で多面的な評
価を行った初の指数

対象 国内株 国内株 国内株 外国株 国内株

指数組入候補
（親指数）

FTSE JAPAN INDEX

[509銘柄]

MSCIジャパンIMIのうち
時価総額上位500銘柄

TOPIX

[2,103銘柄]

S&P Global Large Mid 

Index (ex JP)

[2,584銘柄]

MSCIジャパンIMIのうち
時価総額上位500銘柄

指数構成
銘柄数

149 252 1,694 2,162 208

運用資産残高 5,266億円 6,299億円 合計 約1.2兆 3,884億円

（参考） GPIFが採用しているESG指数一覧

出典：GPIF「GPIFのESG投資とグローバル環境株式指数への期待」（2019）より作成

• ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

注：左の3指数のデータは2018年3月末時点。右の2指数のデータについては、2018年8月末時点（ただし、運用資産額については2018年9月25日時点）

14 日本
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番号 名称

1 FTSE

2 Moody's

3 MSCI

4 RodecoSAM

5 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス

6 Sustainalytics

7 Vigeo Eiris

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査



ESG

Ratings

社会

生物
多様性

気候変動

汚染
・資源

水利用

顧客へ
の責任

健康・
安全

人権・
地域社会

労働基準

税の
透明性

リスク
マネジメント

企業統治

腐敗防止

スコア
0 開示なし
1

2

3
グッドプラク
ティス

4

5
ベストプラ
クティス

*.* アクター
格付・指標会社： FTSE Russell

FTSE Russellは、世界最大の指数提供会社の一つである。同社が提供するESG評価データベース「FTSE ESG Ratings」では、世界4,500社以上の企業が評
価対象となっており、同データベースをもとにESG面の企業パフォーマンス評価を目的とした指数「FTSE4Good」等を提供している。 GPIFをはじめとした影響力
を持つ機関投資家に、ESG指数が採用される等の実績を有する。

概要 ESG評価方法

 ESG格付のメソドロジー
• 300の適用項目により評価し、14のテーマごとに重みづけしてスコア集計し、さらに3

つの領域（ピラー）に重みづけしてスコアを算出。各産業において重要と認識される
ESG 課題（キーイシュー）にのみフォーカスし、格付

• リスク課題全般の取組に対し、業界毎・国毎に評価項目の重みづけをしている点が
特徴

概要
• FTSE Russell社は、ロンドン証券取引所が100％出資する独立企業であ
り、世界最大の指数提供会社の一つで、世界77カ国の顧客にサービスを
提供している。

設立年 • 1995年

ビジョン

• ESG分野の取組について、「FTSE Russell ESG Philosophy」という4原
則を掲げる
サステナブル及び低炭素経済への移行が進む中で、資本市場（投資家、
発行体、その他仲介者）をサポート

金融市場、資本配分にサステナビリティを組み込むため、インベストメン
トチェーン全体での対話の推進、データ改善に取り組む

投資家がサステナビリティを運用に取込み、エンゲージメント/ スチュ
ワードシップに取組むことを可能にする

透明性を推進し、より多くの投資家に、より質の高いESGデータを提供

調査対象
（カバレッジ）

• 世界4,500社以上、約750社の日本企業を対象に評価を実施

ユーザー
• ESG情報のユーザー数は100以上、運用機関トップ100のうち97機関が
利用

直近動向

2001年：ESG指数「FTSE4Good」をローンチして以来、多数のインデックス
を開発・提供

2011年：ESG評価データ「FTSE ESG Ratings」の提供を開始
2018年12月、グリーン不動産インデックス新設。グリーンビルディング認証

やCO2排出量考慮
2018年12月、Sustainalyticsと新たなESGインデックス開発でパートナー

シップ締結
2017年7月、GPIFが当社インデックスを採用

備考

• 年1回の企業調査、年2回のESGレーティングを算出（6月、12月）
• 企業が活動する業種、地域等の特性に合わせた重点項目を特定
• 評価枠組・基準の説明のため、企業とのエンゲージメントにも注力
• 2018年12月、Sustainalyticsと新たなESGインデックス開発でパートナー
シップ締結

300以上の適用項目
各テーマの中には、
スコア算出のための
個別評価項目が10

～30存在しており、
事業活動との関連を
考慮し、適用項目が
決定され、情報確認
が実施される

14のテーマ
気候変動、腐敗防止
等、各テーマにおい
て潜在的なESGリス
ク等（テーマ・エクス
ポージャー）の測定と、
リスクに対する取り
組み達成度（テーマ・
スコア）の評価を実
施する

*1: 「エクスポージャー」とは、

3つのピラー
環境・社会・ガバナン
スの3つの領域に
各々属するテーマ・エ
クスポージャーと、
テーマ・スコアから、
リスク（ピラー・エクス
ポージャー）とリスク
に対する取り組み達
成度（ピラー・スコア）
が算出される

＊＊＊＊
ビラ―・エクスポー
ジャーとピラー・ス
コアにより、企業
のESGパフォーマ
ンスの総合評価が
算出される

300以上の評価項目 14のテーマ 3つのピラー ESGレーティング

テーマ
指標

テーマ
スコア

ピラー
スコア

テーマ
エクスポー
ジャー

ピラー
エクスポー
ジャー

ESGレーティング

エクスポー
ジャー

3 高
2 中
1 低
0 N/A

1

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査77

出典：FTSE Russell「FTSE Russell ESG Ratings」（2017）、その他2次資料等より作成

イギリス
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出典：Moody’s「環境・社会・ガバナンスリスク評価の一般原則」、UNPRI公式資料、その他
2次情報等より作成

概要 評価手法

Moody’sは、S&Pと並ぶ2大格付け会社の一つで、企業・債券等の信用格付サービスを提供している。同社は、ESGに関する課題を含む全ての信用評価要因を
格付に織り込み、そのリスクおよび緩和要因について予見可能な範囲で最大限、将来を見通すよう試みるとしており、一般的な企業の信用格付けにおいてもESG

情報が考慮され、評価対象である企業の事業活動に一定の影響があると想定される。

概要
• 企業、債券などの信用力を調査し格付業務を実施しているアメリカ
の民間企業である。

• スタンダード&プアーズ（S&P）と並ぶ2大格付会社の一つ

設立年 • 1909年

背景・経緯

• 格付は、インフラ会社の社債など償還期限の長い債券を対象とし
て誕生したといわれている

• 企業の資金調達方法が多様化し、 金融商品の種類もMMFやデリ
バティブ（金融派生商品）など続々と新しい商品が登場して以降、
格付けの対象も投資家のニーズに 対応して拡大

ユーザー • N/A

直近動向

2015年9月：ESGリスクの信用評価への統合に向けた取り組みに関
する報告書を公表。同報告書はMoody’sがESGリスクをどのよ
うに企業等の格付や評価手法、調査に組み込んでいるのか、
その具体的な手法を提示したもの

2015年：当社が格付け評価手法の中にESGを取り入れると発表。特
に低炭素社会への移行リスクの高いセクター（例;石炭、石油・
ガス、建材、鉄鋼、公益、航空等）である14業種に焦点を当て、
ESGを加味した包括的なクレジット・リスク評価を行うと説明

2017年5月：グリーンボンド業界基準策定の気候債券イニシアティブ
（CBI）の「Climate Bonds Partners Program」に参加。
同プログラムは、グリーンボンドの普及に向けた調査、啓蒙活
動などを展開。参加すると、CBIが保有するデータへのアクセス
が可能

2017年6月：TCFD賛同
2018年9月：業界横断でESGリスクを評価するための基本原則につ

いてパブリックコメントを募集していると発表。ただし、すでに重
大なESGリスクは当社の信用格付の中に織り込まれており、今
回の基本原則が導入される際の影響は小さいとみられている

 環境リスク評価
• 84業種について環境リスクに晒されている資産を評価し、ESG格付において考慮

信用分析

以下への潜在的影
響の評価：

• 製品への需要
• レピュテーション
• 製造原価
• 財務力

社会

ガバナンス

環境

格付手法スコアカード

格付手法スコアカード
における重要な影響
の評価：

• 収益性
• レバレッジ
• キャッシュフロー
• 事業プロファイル
• 財務プロファイル
• 規模（売上高／
資産）

その他の格付上
の考慮事項

以下への需要な
影響の評価：

• 格付手法スコア
カードで補足さ
れない他の考
慮事項

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

Ca

C

13

504
466

261

370

68

0

100

200

300

400

500

600

石炭採掘・

石炭ターミナル

規制のない

ユーティリティ・電力

自動車製造 採掘（金属、

石炭を含む非金属）

石油ガス

（独立採掘・生産）

石油ガス

（精製・販売）

（10億ドル）

主な
リスク
要因

大気汚染、
炭素規制、

土壌・水質汚染／
土地利用規制、
自然・人的災害

大気汚染、
炭素規制

大気汚染、
炭素規制

土壌・水質汚染／
土地利用規制、
水不足、

自然・人的災害

炭素規制、
自然・人的災害

大気汚染、
炭素規制、

自然・人的災害

格付・指標会社： Moody’s2

 ESGリスク評価の一般原則
• ESG要因は、社債格付への織り込みフローは以下の通り

アメリカ
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 ESG格付のメソドロジー
• 企業の開示情報に加え、政府・NGO等からのデータ、メディアモニタリングを情報源と
している。産業ごとに評価する項目（キーイシュー）を限定して評価する点が特徴

• 重み付けしたうえ総合スコアを算出する。

出典：MSCI「MSCI ESGリサーチ～ESG Ratingメソドロジーサマリー～」（2017）、その他2次情報等より作成

概要 ESG評価方法

概要

• アメリカに本拠を置く世界最大の指数提供会社の一つで、株価指
数の算出や、ポートフォリオ分析等のサービスを提供。

• 「MSCI ESG Indexes」は、MSCIが発表している数々のESG投資
インデックスの総称

設立年 • 1998年

背景・経緯

• 独立系ESG評価機関・指数会社の草分けであったKLD社（キン
ダー・ライデンバーグ・アンド・ドミニ社）やIRRC, Innovest社等の
ESG評価会社を買収してきたRiskMetrics社を2010年にMSCIが
買収、続いて2014年にGMIを買収し、ESG格付に係るノウハウを
獲得してきた。その結果、社内に強いESG評価ノウハウを有するこ
とができ、外部評価会社等と連携せず企業に対するアンケート調
査やインタビュー調査までを基本的にすべて自社で実施

調査対象
（カバレッジ）

• 世界6,400社以上の企業を調査対象

ユーザー
• ESG情報のユーザー数は約900

• 運用機関トップ100のうち99機関が利用

直近動向

2015年4月：当社の分析により化石燃料関連株が投資パフォーマン
スに悪影響を及ぼすことが判明

2017年7月：GPIFの選定した日本株ESGインデックス3つ（ESG総合
型2つ、社会テーマ1つ）のうち1つはMSCI

2018年12月：炭素依存度の高い業種の気候変動リスク発表

備考

• ESG関連の情報ソースの詳細は、企業の開示情報（年次報告書、
CSR報告書、株主総会書類、株主総会議案投票結果等々）、政
府・学術団体・NGO等によるマクロデータや地理的データ（例：
Transparency International, US Environmental Protection 

Agency, ILOなど）、1,600社以上のメディア等
• 企業とのコミュニケーションプロセスとして、インダストリーの格付
け更新分析開始時に、前年のESG格付けのレポートを企業に送
付し、格付け決定後にデータ検証プロセスレポートを提供し、企業
からのフィードバックを受け付けている

MSCIは、アメリカに本拠を置く世界最大の指数提供会社の一つで、株価指数の算出や、ポートフォリオ分析等のサービスを提供している。同社が提供するESG

評価データベース「MSCI ESG Ratings」では、世界6,400社以上の企業を評価対象として調査し、インデックスの開発・提供を実施している。GPIFをはじめとした
影響力を持つ機関投資家に、ESG指数が採用される等の実績を有する。

テ
ー
マ

キ
ー
イ
シ
ュ
ー

ESGデータ
1,000以上のデータ保有

エクスポージャー マネジメント

企業のリスクマ
ネジメントレベル

キーイシュースコア＆ウェイト

ESG格付け

情報源
100以上の政府、NGO等
からの専門データ
企業開示情報
1600以上のメディアモニ
タリング

モニタリング＆品質管理
日次不祥事モニタリング
と企業とのコミュニケー
ションによる格付品質管
理

インサイト
ESG専門アナリストチー
ムの分析によるインサイ
ト

アウトプット
350,000社発行体の格付、
ウェイト提供

環境評価 社会評価 ガバナンス評価

（例）
• CO2排出
• 水資源枯渇
• 有害物質と廃棄物管理
• クリーンテクノロジー
• グリーンビルディング
• 再セ可能エネルギー

• 人的資源
• 製品サービスの安全
• ステークホルダーマネジメント
• 社会市場機会

• コーポレートガバナンス
• 企業行動

• 地球温暖化
• 自然資源
• 廃棄物管理
• 環境市場機会

（例）
• 労使マネジメント
• 労働安全衛生
• 製品安全・品質
• 紛争メタル
• コミュニケーションへのアクセス

（例）
• 取締役会構成
• 報酬
• 企業倫理
• 公正な競争
• 汚職と政治不安

格付・指標会社： MSCI3 アメリカ



格付・指標会社：RobecoSAM

出典：RobecoSAM「MSA Methodology Gidebook」（2018）、その他2次資料等より作成

概要

概要 • ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

コンセプト、ミッ
ション

• ＊＊＊＊＊＊

設立年 • ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

背景

メンバー • 初期メンバーおよび現行メンバー

直近の動き • ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

課題など

影響を与えてくる
ステークホル
ダー

影響を与える政
策

評価手法

概要

• RobecoSAMは、スイスのサステナビリティ投資格付大手であり、
1990年代より、サステナビリティ分野に特化したサービス（資産運
用業務、各種インデックス、インパクト分析と投資、サステナビリティ
評価、ベンチマーク作成サービス）等を提供

設立年 • 1995年

ビジョン／ミッショ
ン

• 経済、環境、社会的資産を保護することは、健全な経済および将来
の魅力的な収益発生にとって前提条件である。投資業界における
焦点は、富の創造から富と幸福の創造へとシフトしている。我々は、
私たちは、一流の持続可能な資産運用会社であり、今後も改善と
革新を続ける

• 優れた投資収益とソリューションを提供することで、顧客が財務・持
続可能性双方の目標を達成できるようにする

調査対象
（カバレッジ）

• 世界3,900社超の企業を対象に評価を実施

ユーザー • N/A（非開示）

直近動向
2007年4月：UNPRI署名
2017年10月：TCFD賛同
2017年12月：Climate Action100+に参加

備考

• 世界でも代表的なESGインデックスである「DJSI（Dow Jones 

Sustainability Indices）」のESG評価を担当
• RobecoSAMは毎年世界大手企業にESGに関する調査票を送付
し、回答をもとに企業のESG評価「Corporate Sustainability 

Assessment（CSA）」を実施している。結果は「Sustainability 

Yearbook」で公表しており、DJSIのESG評価データに使用

RobecoSAM は、スイスのサステナビリティ投資格付大手であり、1990年代より、サステナビリティ分野に特化したサービス（資産運用業務、各種インデックス、イ
ンパクト分析と投資、サステナビリティ評価、ベンチマーク作成サービス等）を提供している。同社のESGインデックス（DJSI等）は、ESG投資に用いる代表的な指
数として認識されており、世界の投資家に活用されている。

 ESG格付のメソドロジー
• 機会とリスク課題の取組を評価している。メディアとNGO等の評価を加味
• 公開情報からの評価に加え、毎年世界大手企業に対して質問票を通して 評価対象
企業に情報提供を求めている。業界特性を反映した質問をし、企業からの回答と証
拠となる情報を基に得点を付け、さらにメディアとNGO等のステークホルダーによる
評価を加えて、各項目（クライテリア）毎に集計し、最後に3つの領域（経済・環境・社
会）で重み付けのうえ、スコア集計して、ESGレーティングを実施

業界特性を
反映した質問

メディアとNGO

等による評価
設定した

項目毎に集計
重み付け 総合スコア

総合スコア分野総合スコアMSAインパクト質問

最大総合
サステナ
ビリティ
スコア
=100

経済面
（38/100）

環境面
（27/100）

社会面
（3５/100）

各分野のウェイトは、
それぞれの分野内の
基準のウェイトの合計

各基準には、全質問票
から事前に定義された
ウェイトが割り当てられ
ている。各分野の基準
ウェイトは、分野ウェイト
の合計に組み込まれる

関連基準については、
MSAインパクト**は独自
の計算方法（MSA乗数

計算）を用して適用され
る

各質問には0から100ま

でのスコアが付けられ、
基準内で事前に定義さ
れたウェイトが割り当て
られる

MSAインパクト

MSAインパクト

MSAインパクト

MSAインパクト

質問1（33.3/100）*
質問2（33.3/100）
質問3（33.3/100）

質問1（50/100）
質問1（50/100）

質問1（70/100）
質問2（30/100）

質問1（25/100）
質問2（25/100）
質問3（25/100）
質問4（25/100）

基準1（7）***
基準2（10）
基準3（8）
基準4（5）
基準5（8）

基準1（9）
基準2（8）
基準3（6）
基準4（10）

基準1（15）
基準2（9）
基準3（10）

* 事前に定義された質問ウェイト
** メディアとステークホルダーに係る分析（MSA）
*** 事前に定義された基準ウェイト

4
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格付・指標会社：S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス

概要

• S&Pイ ンデックスとダウ・ジョーンズ・インデックスが経営統合し 設
立された合弁会社。世界最大級の独立した指数会社として、米国、
日本をはじめ、グローバルにビジネスを展開

• DJSI World Universeはダウジョーンズ・グローバル・インデックス
（DJSI World）に含まれる世界52ヶ国約2,500社が対象

コンセプト、
ミッション

• ESG投資における戦略的機会の発掘、見落とされがちなポートフォ
リオの盲点の特定、世界的なESG投資動向の理解等の局面に
おいて、投資戦略策定上の指針となる指針や、投資対象に対する
知見を広げ、サステナブルな資本配分に必要となる情報を提供

• 特徴として、炭素排出が気候変動に重大な影響を及ぼすことを考
慮し、S&PDJIは通常サステナビリティを2つのカテゴリー（ESGとグ
リーン（低炭素））に分類

設立年

• 1999年：
米国ダウジョーンズ社とスイスのSRI格付評価会社であるSAM

（※現在はRobecoSAM）が、1999年に世界で初めて経済、環境、
社会の3側面のベンチマークによるインデックス（DJSI）を開発
DJSIの提供を開始
（SAMは2007年に、オランダの資産運用会社Robeco社に買収さ
れ、2013年1月にRobecoSAMに社名変更）

• 2012年：
ダウ・ジョーンズ・インデックスとの経営統合によりS&P DJI設立

直近動向
2016年：自然資本会計を推進する英True Cost社買収
2018年：GPIFがカーボン・エフィシェント指数を採用

備考

• RobecoSAMやTrucostと連携
• RobecosSAM：1995年創業のサステナブル投資に特化したスイス
のSRI格付評価会社。当社と共同でDJSI（Dow Jones 

Sustainability Index）を算出・公表。3,900社超の上場企業のESG

に係る取組を分析する評価（CSA）を毎年実施
• Trucost：炭素排出量や環境リスク分析を手掛ける大手プロバイ
ダーとして投資家と企業に投資判断に資する情報を提供。世界の
時価総額の99%に相当する14,000社の企業の環境に係るパ
フォーマンスにつき詳細情報を網羅

出典：S&P Dow Jones Indicies公式資料、その他2次情報等より作成

概要

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）は、ESG指数のパイオニアとして1999年に「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）」の算出を開始
する等、今日ではESG指数の代表的企業として、市場動向の把握や投資判断等に役立つツールを提供している。 DJSIは機関投資家や企業に広く活用されおり、
企業選定のためのESGデータは、RobecoSAMが提供している。

＊＊＊＊＊＊＊代表的な指数の策定状況

1999年

2007年

2009年

2010年

2014年

2015年

2016年

2018年

 2018年にGPIFが採用

• S&P カーボン・エフィシェント指数

• S&P LTVC長期的価値形成指数
• S&P ESGファクター加重指数
• JPX/S&P 設備・人材投資指数

• S&P カーボン・プライス・リスク2030調整指数

• S&P グリーン・ボンド指数

• S&P ESG指数

• S&P グローバル・ウォーター指数
• S&P グローバル・グリーン・エナジー指数

• S&P 環境・社会責任指数
• S&P 石化燃料フリー指数
• S&P ESGソブリン債指数

 世界初の経済、環境、社会の3側面のベンチマークによるイ
ンデックス

• ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス

5 アメリカ
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 カーボン・エフィシェント指数

• 2018年にGPIFが採用
• 指数の主な特徴

① 同業種内で炭素効率性が高い（企業の温室効果ガス排出量を売上高
で除した値が小さい）企業と二酸化炭素排出量など温室効果ガス排出
に関する情報開示を行っている企業の投資ウエイト（比重）を高める

② 業種毎の環境負荷の大きさに応じて、①による投資ウエイトの格差を

調整し、環境負荷の大きい業種ほど、炭素効率性の改善や情報開示
のインセンティブが大きくなる仕組み

③ 東証１部上場企業全社を同指数の採用対象としており（一部の低流動
性銘柄等を除く）であり、一般的なESG指数に比べて、幅広い企業が
対象

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査82

格付・指標会社： S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス

出典：S&P Dow Jones Indicies資料より作成

• S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス は、＊＊＊＊＊＊＊＊＊

スクリーニング・評価項目

 事例：Dow Jones Sustainability Index

• 環境・社会・ガバナンスの基準から見た各業種トップクラスの企業に投資する

ベスト・イン・クラスアプローチを採用

• RobecoSAM社から企業に直接届くアンケートへの回答やメディア等の

公開情報をもとに評価

• 評価項目は、業種別の固有のクライテリアと全業種固有のクライテリアがあり、

その内訳は業種によって異なるが、少なくとも50％は業種別のクライテリア

• 全業種固有のクライテリアの経済側面の項目

• 「倫理規定、コンプライアンス」、「企業統治」、「リスクマネジメント」

• 全業種固有のクライテリアの環境側面の項目は、「環境方針、マネジメントシス

テム」、「環境レポーティング」

• 全業種固有のクライテリアの社会側面の項目は、「企業市民活動、慈善活動」

「人材開発」、「労働慣行指標」、「社会レポーティング」、「優秀な人材の獲得と

維持」

主なインデックス

 Dow Jones Sustainability index（DJSI）

• スイスの投資運用・アドバイス会社であるRobecoSAMが米国ダウ・ジョー
ンズと共同で1999年に開発した株式指数

• RobecoSAMの企業評価に基づき、年1回銘柄を入れ替え
• DJSIシリーズのうち、先進国・新興国双方が対象の「DJSI World」は最も
注目度の高いESG指数の一つであり、2018年は日本企業の採用は合計
34社で、昨年より2社増加。エネルギー関連企業としては、2017年に引き
続き丸紅が選定されたが、国際石油開発帝石（INPEX）は対象から外れた

評価手法として、 Dow Jones Sustainability Indexにおいては、ベスト・イン・クラスアプローチを採用しており、特定の業種やセクターを排除するのではなく、各
業種に関連する環境・社会・ガバナンス（ESG）基準を満たすために最も大きな努力をしている企業に投資が可能。

5 アメリカ
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格付・指標会社： Sustainalytics

概要 評価手法

Sustainalyticsは、企業や国家のサステナビリティ分野における実績の分析・評価を専門とする、独立したESG評価・情報サービス提供会社である。同社は、
STOXX （ストックス）グローバル・リーダーズ指数などの指標会社に調査結果を提供しており、有力なESGインデックスのバックデータとなっている。また、同社の
情報はBloomberg等のベンダーを通じても提供されている。

概要

• SustainalyticsはESG とコーポレート・ガバナンスのリサーチ及び
レーティングに関するグローバルな情報プロバイダー

• 1992年にカナダで設立されたESG 評価機関であるJanzi

Researchと、欧州を拠点としたSustainalyticsとが2009年に合併し、
現在に至る

設立年 • 1992年

ビジョン／
ミッション

• 投資家や企業がより公正で持続可能な世界経済をリードする、より
情報に基づいた決定を下すために必要な洞察を提供すること

調査対象
（カバレッジ）

• 世界9,000社以上の企業を対象に評価を実施

ユーザー

• アセットオーナー（年金基金や生命保険等）、企業、資産運用機関、
NGO, 研究機関など400以上

• 主要顧客は投資家で、世界トップ20の資産運用機関のうち16機関、
世界トップ20のアセットオーナーのうち7機関が同社を採用している。
顧客の98%は欧州・北米

• 日本では、現在、運用機関へ情報提供を行うほか、サステナビリ
ティ債発行の枠組みに関する意見書等を提供

直近動向

2008年4月：UNPRI署名
2014 年：BloombergにおいてESG評価情報70の提供を開始
2018年3月：インドのESG調査大手企業を買収
2018年5月：上場企業の炭素リスク格付開始
2018年12月：FTSE Russellと新たなESGインデックス開発で

パートナーシップ締結
2019年1月：スウェーデン議決権行使助言会社を買収

備考
（外部連携等）

• ドイツ証券取引所のグループ会社であるSTOXXが提供する
「STOXX Global ESG Leaders Index」の策定では、
Sustainalyticsによる調査結果を基にESG面で優れた企業を選定

 Sustainalyticsの評価プロセスと評価基準

• 評価プロセスは、①各業種のESG 項目の抽出とウェイト（得点配分）の付与、②各評価
項目に基づく企業調査とスコアの付与、③スコア算出の3ステップ

• 業種（42セクター）ごとにESG項目（Key ESG Issue）を設定。Key ESG Issue には、そ
れぞれの項目を評価する具体的な評価項目として、共通項目（Core）と業種固有項目
（sector-specific）からなる計70の指標（Indicator）がある

• 指標のタイプは以下の4つで、環境・社会・ガバナンスについてそれぞれ設定
準備（Preparedness）：企業の具体的なマネジメントシステムや方針を評価
開示（Disclosure）：企業の開示状況を評価
定量面の実績（Quantitative Performance）：定量データ等を基に評価
定性面の実績（Qualitative Performance）：企業の重大事件や事故等を評価

環境 社会 ガバナンス

• 環境関連の方針
• 環境マネジメントシステ
ムと認証

• 温室効果ガスの削減
• 再生可能エネルギー
• 生物多様性

• 結社の自由に係る方針
• 差別に関する方針、
ダイバーシティ（多様性
に関する対策）

• 人権
• 集団交渉の同意、人的
資本開発

• 健康・安全マネジメント
システムと認証、製品
の質と安全に関する方
針と認証

• 贈収賄への対応方針、
内部告発のプログラム、
取締役会の独立性、取
締役会のジェンダー・
ダイバーシティ、議長と
CEO の分離、ESGレ
ポーティングの基準

準備

開示

定量面
での実績

定性面
での実績

• 環境関連の訴訟と賠償、
炭素強度の傾向、排
出・排水・廃棄に関する
違反、持続可能な
製品・サービス

• 労働関連の事件、社会
的なサプライチェーンの
事件、従業員の死亡、
事故の比率

• 贈収賄に関する事件、
ビジネス倫理に関連し
た事件、会計や租税に
関する事件、反競争的
慣習による事件

出典：Sustainalyrics公式資料、その他2次情報等より作成

各業種のESG 項目の抽
出とウェイト（得点配分）の

付与

各評価項目に基づく企業
調査とスコア付与

スコア算出

6 オランダ
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ESG要素の（例）

格付・指標会社： VigeoEIRIS

出典：VigeoEiris公式資料、その他2次情報等より作成

概要 評価手法

 VigeoEIRISのESG評価基準

• 国際枠組みに基づく38の基準を設定し、分析のためリスクファクターにより6つの領
域に分類。さらに、各セクターとESG要素の関連性・重要度を鑑みて重みづけし、
300超の指標を通じて評価

VigeoEIRISは、企業や国家のサステナビリティ分野における実績の分析・評価を専門とする、独立したESG評価・情報サービス提供会社である。同社は、欧州取
引所であるユーロネクストと協働しEuronext-Vigeo World120等インデックスの提供も実施している。同社の格付けは金融機関をはじめ政府機関等幅広いアク
ターに利用されており、投資の意思決定等に利用されている。

概要
• 30年以上にわたる実績のある世界有数のESG独立調査機関
• 2016 年に仏 Vigeo と、英EIRISと合併により、VigeoEIRIS設立

設立年
• EIRIS 1983年、Vigeo 2002年
• 2016年に両社が合併

ビジョン
／ミッション

• ESGファクターを通して表出したリスクと機会の分析

調査対象
（カバレッジ）

• 世界約4,500社、日本企業約540社の日本企業を対象に評価を
実施

ユーザー

• 全世界で300社超（アセットオーナー、アセットマネージャー、銀行、
株式仲介人、慈善団体、政府機関、インデックス提供者等）

• 投資家向けには、格付、データベース、セクター分析、ポートフォリ
オ分析、ストラクチャード商品、インデックス等を提供し、企業・組織
向けには、持続可能な債券、企業格付、CSR評価等を展開

• 仏年金基金のERAFPは投資の意思決定等に際し、VigeoEirisの
調査・格付を活用

直近動向

2006年4月：UNPRI署名
2018年5月：日本郵船による外航海運業界初となるグリーンボンド発

行にあたり、セカンドオピニオンを提供。資金使途にはLNG 燃
料船も含まれ、環境負荷低減に係る取組として評価受ける

2018年7月：日本学生支援機構による、第1号の国内公募債のソー
シャルボンド発行に当たり、ESG評価機関として参画

備考
（外部連携等）

• 欧州取引所であるユーロネクストと共同で設定するESGインデック
ス群の構成銘柄選定では、VigeoEirisによる調査結果を基にESG

面で優れた企業を組入

UN, ILO, UNEP, グローバルコンパ
クト、OECD、欧州委員会等の国際
枠組みを基にした38の基準を設定

国際枠組み

• 環境
• 地域社会への貢献
• 企業行動

リスクファクター

各セクターとESG要素の関連性・重要度を鑑みて重みづけをす
るため41のセクターサブフレームワークに分割、300超の指標を
通じて評価

セクター分析

E: 環境 S: 社会 G: ガバナンス

• 環境インパクト
• 環境方針
• 環境マネジメント
• 環境情報開示
• 環境パフォーマンス
• 生物多様性
• 気候変動
• 水資源リスク
• 水資源マネジメント対応

• 地域社会とのかかわり
• 人権への取組み全般
• 社会に有益な製品・サー
ビス

• 労働組合と従業員の経営
参加

• 雇用創出と維持
• 医療機関
• サプライチェーン労働基
準、労働方針

• 取締役会
• 倫理規定
• コンベンションウィッチ：腐
敗防止策

• ステークホルダーに対す
る責任

• ESGリスクマネジメント
• 規制機関
• 腐敗防止リスクエクス
ポージャー

• 人権
• ガバナンス
• 人的資源

7 フランス／イギリス
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番号 名称

1 AODP

2 Carbon  Tracker Initiative

3 CDP

4 Ceres

5 Climate Bonds Initiative

6 GRI

7 IIRC

8 SASB

9 IEEFA

10 WWF, Oxfam
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Asset Owners Disclosure Project （AODP）

概要

• AODPは、年金基金、保険会社、政府系ファンドおよび寄付金を原資とす
る機関投資家の気候変動リスクを調査・報告している国際NGO

• 元オーストラリア自由党党首で、ジョーン・ヒューソン氏が議長
• 理事は、金融出身者、労働組合幹部等

設立年 • 2008年

コンセプト、
ミッション

• レジリエントなオーストラリア、炭素排出なしでの世界経済の繁栄、国際的
な気候変動ソリューションへの全面的・公正な参加

直近動向

2005年：英NGOのShareAction（旧：Fair Pensions）設立
1990年代、英国の大学退職年金基金USSに責任ある投資方針の適
用などを求めた「Ethics for USS」キャンペーンから生まれた団体で、
年金業界における責任投資を推進する。同団体は、これまでにも化石
燃料を扱う企業に対するAiming for A イニシアティブの支持や、欧州
責任投資ネットワーク（ERIN）の設置および欧州年金基金指令の改
訂版にESG規定を組み入れる支援をしてきた実績あり

2008年：AODP設立
2017年6月：ShareActionがAODPを吸収合併。ShareActionとAODPは、2

つの組織の目標と手法は緊密に連携しており、気候変動リスクへの対
応を強化できるとの想定

2018年：AODP調査の構成・手法とTCFD提言との整合性をさらに強め、情
報開示状況を測るツールとしてより適切・有効なものとする方針
多くの企業は気候変動関連の情報開示に慣れていないとみられるた
め、AODPのアンケートがロードマップとしての役割を果たし、調査参
加者にとっても気候変動関連の報告書作成の負担軽減につながる期
待あり。セクター別に調査をすることで、AODPのアドボカシー能力が
向上、セクター内の明確な比較が可能になるだけでなく、調査参加者
は気候変動関連の開示内容と、他の報告プロジェクトや自社の年次
報告書との整合性向上が期待可能

備考
• 日本の機関投資家は、2018年の調査結果において、保険企業はCC以
上が5社となる等進展がみられたが、年金基金は最高位がGPIFの37位
（C）で改善の余地あり

出典：AODP公式資料、その他2次情報等より作成

概要 グローバル気候インデックス

AODPは、機関投資家の気候変動リスクを調査・報告している国際NGOである。機関投資家と協力し、世界の金融システムを活用することで気候変動に係る課題
に対処し、低炭素経済への移行を支援することを目的に掲げ、機関投資家の格付・ランク付等により、気候関連リスク・機会への対応を評価している。関連した動
きとして、主要投資家によるAODPの枠組みを使用した情報開示等が挙げられる。

 グローバル気候インデックス年金基金編（2018）

 グローバル気候500インデックス保険編（2018）

順位 格付 企業 国 業界
1 AAA アクサ フランス 総合保険
2 AAA AVIVA 英国 総合保険
3 AA アリアンツ ドイツ 総合保険
4 AA リーガル&ゼネラル 英国 総合保険
5 BBB エイゴン オランダ 生命保険
6 BBB CNP Assurances フランス 生命保険

7 BBB 東京海上ホールディングス 日本 総合保険

順位 格付 機関 国
1 AAA AP4 スウェーデン

2 AAA FRR（フランス年金準備基金） フランス

3 AA ニューヨーク州退職年金基金 米国

4 AA ABP オランダ

5 A Varma Mutual Pension Insurance Company フィンランド

6 A GPFG ノルウェー

37 C 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） 日本

 評価方法

• AODPは気候変動関連の取組を基に機関投資家の格付・ランキングを実施してい
る。2018年からは、保険編、年金基金編等と業種別でも発表しており、調査先は保
険編で80社、年金編では運用資産総額で世界上位100機関に入る年金基金が対
象

• 格付評価・ランキングは、公開情報と機関投資家に対するアンケート結果を点数化
し、5段階で格付を実施。質問項目には、TCFDガイドラインに関連する項目を含む

• 回答が得られなかった機関投資家についても調査から除外せず、公開情報や
ステークホルダーからの質問回答をもとに評価。年金編の調査では抗弁の機会あ
り

1
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Carbon Tracker Initiative

概要
• 金融専門の非営利シンクタンクで、気候変動の実情に合わせて資本市場
の動きを調整し、気候安全保障に資する世界エネルギー市場を実現するこ
とが目的

コンセプト、
ミッション

• 主なミッションは以下の通り
 投資家が化石燃料リスクを正確に評価できるよう、金融セクター内部か
らの働きかけ。気候変動と投資にもたらす影響について、最新かつ有
用な情報の提供

 政策立案者による気候および金融の安定性の基盤となる政策の策定
支援

 エネルギー企業と対話し、その資産が直面するリスクをより深く理解で
きるよう支援

 気候変動に対する活動が排出量削減目標を達成できるよう、 新たな
アプローチと道筋を開拓

 個人が、自らの年金を管理する投資家、政治家、寄付を行う慈善団体
といった意思決定者への影響力を行使するために必要な知識の提供
を通じた発言力の強化支援

設立年
• 2009年
• 英国のファンドマネジャーMark Campanaleが設立

直近動向

2015年9月：M・カーニー英中銀総裁が、気候変動と金融の安定に関するス
ピーチの中で、気候変動が金融の安定性に影響を与える3つのリスク
（物理的リスク、賠償リスク、移行リスク）について言及。その際に「座礁
資産」の概念に触れたことで、後に概念が広く普及

2018年2月：ブルームバーグ上で石油ガス事業に係る気候変動 リスク情報
をCTIから提供開始

2018年9月：:気候変動対応促進の国際的な機関投資家イニシアティブ
「Climate Action 100+」がデータパートナとして、Transition Pathway 

Initiative（TPI）、カーボントラッカー、Influence Map, 2°Investing 

Initiative（2°ii）の4つのNGOを選定
2018年9月：世界の化石燃料需要が2023年にピークになると発表
2018年3月：気候変動シナリオ次第では化石燃料設備投資1.6兆ドルがリス

クを負う可能性を示唆

出典：カーボントラッカーイニシアティブ公式サイト情報、各種2次情報より作成

カーボントラッカーイニシアティブは、金融を専門とする非営利シンクタンクで、気候変動の実情に合わせて資本市場の動きを調整することにより、気候安全保障に
資する世界エネルギー市場の実現を目的としている。2011年に「Unburnable Carbon（燃やせない炭素）」と題した報告書を公表し、「座礁資産（stranded 

assets）」という概念を世に広める等して影響を与えている。

概要 取組事項

 報告書「Unburnable Carbon」
• 「座礁資産」の概念や試算等について記載

 座礁資産

• 座礁資産とは、市場環境や社会環境が激変することにより、価値が大きく
毀損する可能性のある資産（石炭、石油、天然ガスなど）のことである。こ
の概念は、国際環境NGOのCarbon Tracker Initiativeが2011年に発表し
た報告書「Unburnable Carbon」の中で初めて提唱された後、英オックス
フォード大学のSmith School of Enterprise and the Environment（スミス
企業環境スクール）によってさらに普及拡大

• 2011年の報告書では、地球の年間平均気温の上昇を抑制するためには
排出できるCO2の量に限りがあり、地中に埋蔵したまま使用できない化石
燃料の価値を試算した。Carbon Tracker Initiativeは現在、座礁資産をも

たらす環境変化として、（１）法規制の変化、（２）市場価格の変化、（３）距
離・洪水・干魃など物理的な変化、の３つを提示

 世界の化石燃料需要予測（2018）
• 今後2030年にかけて、省エネ、電力業界の脱炭素化、自動車等の最終消

費者エネルギー消費の電化を主要因として、エネルギー需要は減少に転じ
ていく見込み。また、再生可能エネルギーの分野では、太陽光、風力、蓄
電池の3つの技術革新とコスト低下により、化石燃料から再生可能エネル
ギーへの転換も同時に進行。その結果、化石燃料需要は2023年にピーク
となると算出

 2025年までの化石燃料への投資に係る調査（2018）
• IEAが発表した3つのシナリオ（各国の導入済み・導入予定の気候変動政
策を踏まえたケース、気温上昇を50%の確率で2℃未満に留めるケース、
1.75℃未満に留めるケース）に基づき分析し、気温上昇を1.75℃未満に抑
えようとした場合、化石燃料分野への設備投資1.6兆米ドル（約170兆円）
がリスク資産（座礁資産）となると分析

2
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CDP（the Carbon Disclosure Project） 気候変動

形態

• 2000年に英国で設立したNGO。投資家・企業・都市・国家・地域が
環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営。

• 気候変動・水・森林に関する標準化された質問書を使用して、開示
状況を評価

策定主体 • CDP

設立年
• 環境に関する主要データを収集し、投資家・企業・政府に提供する
ことを目的に2000年に設立

主なプレイヤー

• CDP（国際的非営利団体）
• CDP質問書への回答者：7,000社以上の自動車、公益、化学、石
油・ガス、金属・鉱物、セメント、鉄鋼業界企業（2018年現在）

• 情報活用者：650以上（合計資産額87兆ドル）の機関投資家

背景

• 2000年（設立）当時は、多くの企業や機関投資家は、気候変動が
収益や事業活動に影響を与えうるファクターという認識なし

• 2002年時点では、35名の投資家と協働し、世界中の大企業500社
に対し初回の質問書を送付、うち245社から回答を受領

• 近年、需要の高まりにより、グローバル市場価値の約60%にあた
る企業がCDPを通じて気候変動、水リスク、森林伐採についての
情報を開示

直近動向

2014年：IIRC, GRI, ISO, SASBと共に、異なる企業報告フレーム
ワークの整合性や一貫性、比較しやすさの向上を目指す共
同イニシアティブを開始

2018年：TCFD提言の採用を明示
2018年：エネルギーセクター向けの質問改定

備考

• 石油・ガス、電力事業業界向けの設問例
-石油・天然ガス生産活動からのメタン排出削減努力
-炭化水素カテゴリーの単位あたりのスコープ1排出原単位
-御社の電力供給活動に関して、報告年における発電所規模、
発電量、排出量の内訳

-液体およびガス炭化水素の正味生産量
-電気公益事業活動における、水の生態系や人間の健康に及ぶ
潜在的水質汚染物質の悪影響への対策、など

出典：CDP公開情報、その他2次情報より作成

CDPは、環境に配慮した市場構築の目的のもと、上場企業に対し環境関連情報開示を促している国際NGOである。当該団体は、各社の回答に基づいて格付け
を行い、その結果を世界の機関投資家が投資判断の材料として活用している。2018年の新たな動きとして、TCFD提言の採用を表明している。

概要 投資家のCDPデータ利用/開示要請内容
 投資家のCDPデータ利用

投資家（買い手側）

1.セクターおよびポートフォリオ分析実施
2.指数を使用したリターンの最適化
3.ポートフォリオの気候変動についての感
度評価

4.企業のエンゲージメントをサポート
5.排除の指数として利用

インデックス・プロバイダー

1.CDPデータを利用した気候変動および
サステナビリティ指数の構築

データ&ESGリサーチプロバイダー

1.CDPデータへのアクセスの提供
2.CDPデータに基づいた指標の作成
3.企業・セクター・産業別の分析実施
4.投資リサーチの実施
5.新しい方法論や評価ツールの作成

投資家（売り手側）

1.ブローカーのレコメンデーション
2.投資リサーチの実施
3.同業他社やセクター別分析の実施
4.新規金融商品の開発：グリーンETF’s

5.融資しているポートフォリオの炭素強度
の評価

6.コーポレート・ファイナンスのデューデリ
ジェンス

CDP

データ

CDP気候変動
カーボン情報開示要請

（2002年）

サプライチェーン情報
開示

（2008年）

CDPウォーター
水の情報開示要請

（2010年）

CDPシティ
自治体の気候変動・水
の情報開示要請
（2011年）

CDPフォレスト
森林の情報開示要請

（2013年）

 開示要請内容

 石油・ガス大手24社の低炭素推進ランキング（2018）

• CDPが石油・ガス業界を対象に、TCFDを基に4つの評価項目「移行リスク」「物理的リ
スク」「移行機会」「気候変動ガバナンス&戦略」を設定しランク付け

• 1位から5位までは全て欧州企業。首位はノルウェーのエクイノール。オイルメジャーで
は、仏トタル2位、蘭ロイヤル・ダッチ・シェル3位、BP7位。下位には、中国、ロシア、米
国中堅企業が多い。日本からはINPEXが対象となり14位
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概要

米NGOのCeresは、企業の環境マネジメントシステムに関する取り組みを促進するために、環境問題に関する企業が遵守すべき事項（セリーズ原則）の設定や、

地球温暖化などの環境問題に関する企業の取り組みを推進するネットワークを世界で初めて構築するなど、企業によるISOなどの環境マネジメントシステムや環

境監査の仕組みづくりに大きな影響力を持つ非営利団体である。

環境に責任を持つ経済のための連合（Coalition for 

Environmentally Responsible Economies（CERES））

セリーズ原則 （旧バルディーズ原則）

• Commit to Climate （2016年）：気候・クリーンエネルギー・クリーン運用政策を含む気
候アクションに関する民間セクターのリーダーシップの構築、パリ協定に定められている
目標を達成するための民間企業からのコミットメントを確保する。Coca-Cola, Jet Blue, 

Rite Aid, UPSを含む大手企業65社がエネルギー効率の強化・再エネへの転換・温室
効果ガス排出量の削減にコミット

• We are Still in （2017年）：3500機関投資家・企業・市長・州知事を含む連立であり、ト
ランプ大統領のパリ協定離脱に反対する形で開始。Adobe, Gap Inc.,  Levi Strauss & 

Co., L’Oreal USA, Mars, Inc, VF Corporationが温暖化を2度以下に抑えるための目
標を設定

• Clean Trillion （2015年）：地球温暖化を2度未満に抑えるには毎年追加で10,000億ド
ルのクリーンエネルギー投資が必要であることをハイライトするイニシアティブ

CERESが実施してきた主な活動事例

出典：Ceres公式サイト情報、各種2次情報より作成

形態
• 投資専門家と環境保護団体を中心に結成されたNGO

• 地球温暖化などの環境問題に関する企業の取り組みを推進する
ネットワークを構築

主体
• Apple、Bank of Americaなど投資専門家や環境保護団体等を中心とし
た120以上の組織

設立年 • 1989年

主な
プレイヤー

• Ceres Investor Network on Climate Risk and Sustainability

→161機関投資家
• Ceres Company Network → Fortune 500企業と大手企業
• Ceres BICEP Network → 政府レベルと州レベルで気候・クリーン政策
の強化を求める影響力の強い企業を含む

• Ceres Nonprofit Network → サステナビリティにコミットしているNPO

が100以上加盟している

直近動向

1989年: 設立、バルディーズ原則（企業への環境配慮要求原則）発表
1992年: バルディーズ原則をセリーズ原則に改名（世界初の環境問題に

関する企業が遵守すべき事項を定め、企業に対して自発的に環境
保護に取り組むよう交渉した文書）

1997年: GRI発足
2010年：2020年までに持続可能な企業へ転換するために期待される要素

を定めた「Ceres Sustainability Roadmap2020」公表
2018年: 「転換期：Ceresサステナビリティロードマップに対する企業の取

り組み（Turning Point：Ceres Progress on the Ceres Roadmap 

for Sustainability）」発表
2018年10月: 国連責任投資原則(PRI)、Ceres、米環境NGO環境防衛基

金（EDF）が石油ガス業界向けのメタンガス排出ガイドラインを発行。
TCFDのガイドラインに基づき、温室効果ガスの一つであるメタンガ
ス排出による気候変動財務リスクの情報開示あり方をまとめ、メタン
ガス排出に関する「移行リスク」「省資源」「エネルギー資源」「製品・
サービス」についてリスクと機会およびそれによる財務影響を整理

①生物圏の保護

生物圏保護のための汚染物質の放
出削減

②天然資源の持続可能な利用

天然資源有効利用と野生動植物の
保護

③破棄物の削減と処分
適切な廃棄物処理促進と総量削減

④エネルギーの保全

安全、持続的なエネルギー源利用
促進

⑤ リスクの低減
安全な技術等の採用と危機対応

⑥安全な商品とサービス
安全な商品/サービスの提供と環境
に与える影響に関する情報発信

⑦環境の復元

環境破壊に対する損害賠償責任を
負う

⑧情報提供
情報の公開を行う

⑨経営陣の参加
環境問題を担当する取締役の設置

⑩評価と年次監査

環境問題への取組みを評価する独
自の年次監査報告の公表

4
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CERESは、GRIなど他のイニシアティブ等と連携し、企業が持続可能な経営を目指すために、経済的側面だけではなく 環境的、社会的側面に関する責任の順

守を求めている。

CERESとGRIとの関係性

環境に責任を持つ経済のための連合（Coalition for 

Environmentally Responsible Economies（CERES））

CERES

ガバナンス

①取締役による監視体制
②経営幹部層の説明責任
③取締役及び従業員報酬規程の整備
④方針及びマネージメントシステムにおける持続可能性の考慮
⑤透明性を確保した公共政策対応

ステークホルダー
エンゲージメント

情報公開

⑪GRI基準や業種に特化した目標を使用した情報開示
⑫財務報告でのサステナビリティ情報の開示
⑬サプライチェーンのデータを含めた情報開示
⑭複数の媒体を通じたサステナビリティ情報の開示
⑮サステナビリティデータの第三者認証

パフォーマンス

⑯GHG排出量・建物・エネルギーの効率化・水・廃棄物・人権にかかわるパフォーマンス
データの測定と改善
⑰社内方針のサプライヤーへの適用
⑱低炭素な輸送または移動手段の選択
⑲サステナビリティを考慮した製品およびサービスの提供
⑳ダイバーシティやサステナビリティを考慮した雇用および研修体制の強化

⑥社内外のステークホルダーの意見を考慮したマテリアリティ評価プロセス
⑦ステークホルダーエンゲージメントの実施と事業戦略への反映
⑧投資家との定期的なエンゲージメントの実施
⑨ステークホルダーエンゲージメントへの経営幹部層の関与
⑩戦略的な協業

Ceres Roadmap for Sustainability
2020年までに持続可能な企業へ転換するために期待される要素を策定し公表

1997年
GRI

プロジェクト

GRI

2002年
独立

UNEPと
協力

GRI

スタンダード
（G4）

企業
投資家
など

セリーズ原則

企業が環境問題への
対応で守るべき10原則

サステナビリティ
報告書
作成基準

出典：Ceres公式サイト情報、各種2次情報より作成
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 主な活動

1.市場動向把握、およびプロジェクトの実施

2.信頼できる基準の開発

3.政策モデル及び助言の提供

 Climate Bond Standard and Certification Scheme（2010年12月）設立

• Climate Bond Standard（CBS）に基づき第三者が、気候債の投資対象が低炭

素社会に貢献するものであることを審査

• 基準を満たした債券にCertification（認証）を付与

債券の信用力が高まり、資産運用会社や機関投資家（例：年金基金や保険会社）

による購入で低炭素投資が促進

 セクター別基準開発状況（2019年3月時点）

Climate Bonds Initiative（CBI）

出典：CBI公開情報、各種2次情報より作成

概要 基準（クライテリア、タクソノミー等）と認証の開発

概要

• Climate Bonds Initiative （CBI）はロンドンに拠点をおく低炭素経済
に向けた大規模投資を促進すNGO

• 低炭素・気候変動に適応するレジリエントな経済への迅速な移行の
ために必要なプロジェクトや資産（例：気候債の定義及び認証制度）
への投資を促進する活動を実施

コンセプト、
ミッション

• 気候変動対策のために、キャピタルマーケット（100兆ドルの債券
市場）の動員が目的

設立年 • 2009年

CEO・設立者 • Sean Kidney

戦略
• 先進国・新興国市場における気候プロジェクトの資本コスト削減を
支援。大規模・流動性のある気候債（グリーンボンドを含む）市場を
構築

主な財源

• CBIとClimate Bond Standards Scheme（CBSS）は、NPOや公的
機関のグラント（寄付）、公共案件契約による収益、Climate Bonds 

Partnershipプログラムの加盟費等
• グラント拠出者は、スイス政府、Bloomberg Philanthropies, NAB,

ロックフェラー財団、Bank of America, HSBC, 外務・英連邦省、
EU Horizon 2020, UNDP（GEF） 等

対象 • 投資家、発行体、政府、第三者評価機関等

直近動向

2015年以降：中国政府国務院と協力し、中国でのグリーンボンドに係
る取組促進方法を検討

2018年6月：EC Sustainable Finance TEG（技術専門委員会）のメン
バーに選出

2018年9月：世銀グループやアムンディ等と、地方政府や企業に よ
るグリーンボンド発行を促進するためのイニシアティブ「Global 

Green Bond Partnership（GGBP）」を発足
2018年11月：米州開発銀行（IDB）とCBIが中国人民銀行と共同で
「グリーンパンダ債・ハンドブック」を発表

2020年以降：ISO14030（グリーンボンド）規格発行予定。同規格は
CBIの基準等と調和する形で策定される見通し

CBIは気候変動対策投資を推進する国際NGOで、グリーンボンド原則 （GBP: Green Bond Principle）と並ぶ国際基準「気候債基準（CBS: Climate Bond 

Initiative）」を策定している。同基準は、世界の投資家から信用を得るための有効な手法として発行体に活用されている。
その他、国際開発金融機関と連携したイニシアティブの発足や政策提言等、基準策定以外の活動でも貢献がみられる。

認証基準策定済 認証基準開発中 テクニカルワーキング
グループ設置予定

エネルギー 風力、太陽光、地熱、
海洋

水力
バイオエナジー

送電網

運輸 鉄道、自動車、
バス・軌道輸送

水運

ユーティリティー 水道 リサイクル・再利用、
廃棄物処理

IT、通信

建物 居住用、商業用

自然資源 林業 農業、水産業

工業 セメント、鉄鋼、製造・
加工

5
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Global Reporting Initiative （GRI ）スタンダード

出典：GRI公開情報、Sustainable Japanウェブサイト（GRI箇所を抜粋）,その他2次情報より作成

GRIスタンダードは、UNEPの公認団体としてサステナビリティに関する国際基準の策定を使命とする非営利団体であるGRIが策定した、民間企業が経済、環境、
社会に及ぼす影響を開示する際に参考とすべき国際基準であり、「非財務情報・多様性情報についての開示に関する指令」に準拠する情報開示のフレームワー
クとして参照されている。

概要 環境関連項目詳細/事業別開示項目

【基準策定における連携先】

【事業別環境関連特設開示項目】

1. 電気公益事業：

原材料、水、生物多様性、
大気への排出、排水と廃棄物

形態
GRIによって作成された組織が経済、環境、社会に与えるインパクトを一般
に報告する際の規準

設立年 • 1997年

策定主体 • GRI

主な
プレーヤー

• 戦略的パートナーUNEP, CERES, OECD, ISO, CDP, IFC, UNCTAD, 

Global Compact, GRIガイドラインはIFC, UNCTADとも協力

主な活動

• 設立当初：「サステナビリティ」に関する国際基準の設定

• 現在：サステナビリティ報告を、財務報告に続く、企業開示の正当な位置
づけを持った開示に位置付けるための基準の設定。具体的には、義務と
しての制度開示にサステナビリティ報告が耐えるための確固たる開示基
準の作成を目指しており、報告書作成のためのガイドラインのみならず、
報告書作成の前段階から、作成された報告書へのアクセス、その活用方
法に至るまで、より広範囲でのサポートツールを発表する等、報告書の質
と信頼性を高めることを目的に多様な支援を展開

直近動向

1997年：CERESがUNEPなどの協力でGRIプログラムを開始
1999年：GRIガイドライン公開草案を発表
2000年：GRIガイドライン第1版を発行
2002年：独立機関としてのGRI設立のための理事会を発足

ステークホルダー協議会（SC：Stakeholder Council）設立
最初の業種別補足文書を発行
GRIガイドライン第2版発行

2006年：GRIガイドライン第3版発行
2011年：GRIガイドライン第3.1版発行
2013年：GRIガイドライン第4版発行（G4ガイドライン）
2016年：GRIスタンダード 2016発行
2018年：ガイドライン（G4）からGRIスタンダードへ移行

連携先
• 国連・国際機関関連：UNHCR, OECD, UN Global Compact

• 民間：CDP, Ceres, NCC, EICC, IIRC

GRI 305：大気への排出

305-1 直接的な温室効果ガス（GHG）排出
量（スコープ1）

305-2 間接的な温室効果ガス（GHG）排出
量（スコープ2）

305-3 その他の間接的な温室効果ガス
（GHG）排出量（スコープ3）

305-4 温室効果ガス（GHG）排出原単位

305-5 温室効果ガス（GHG）排出量の削減

305-6 オゾン層破壊物質（ODS）の排出量

305-7 窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物
（SOx）、およびその他の重大な大
気排出物

GRI 306：排水および廃棄物

306-1 排水の水質および排出先

306-2 種類別および処分方法別の廃棄物

306-3 重大な漏出

306-4 有害廃棄物の輸送

306-5 排水や表面流水によって影響を受
ける水域

GRI 307：環境コンプライアンス

307-1 環境法規制の違反

GRI 308：サプライヤーの環境面のアセスメ
ント

308-1 環境基準により選定した新規サプラ
イヤー

308-2 サプライチェーンにおけるマイナス
の環境インパクトと実施した措置

GRI 301：原材料

301-1 使用原材料の重量または体積

301-2 使用したリサイクル材料

301-3 再生利用された製品と梱包材

GRI 302：エネルギー

302-1 組織内のエネルギー消費量

302-2 組織外のエネルギー消費量

302-3 エネルギー原単位

302-4 エネルギー消費量の削減

302-5 製品およびサービスのエネルギー
必要量の削減

GRI 303：水

303-1 水源別の取水量

303-2 取水によって著しい影響を受ける水
源

303-3 リサイクル・リユースした水

GRI 304：生物多様性

304-1 保護地域および保護地域ではない
が生物多様性価値の高い地域、も
しくはそれらの隣接地域に所有、賃
借、管理している事業サイト

304-2 活動、製品、サービスが生物多様性
に与える著しいインパクト

304-3 生息地の保護・復元

304-4 事業の影響を受ける地域に生息す
るIUCNレッドリストならびに国内保
全種リスト対象の生物種

2. 石油・ガス事業：

原材料、水、生物多様性を含む
生態系サービス、大気への排出、
排水と廃棄物、製品とサービス
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国際統合報告フレームワーク（国際統合報告評議会（IIRC） ）

出典：IIRC,CRD公開情報、その他2次情報より作成

規制者、投資家、企業、基準設定主体、会計専門家及び NGO等から構成される国際的な連合組織である国際統合報告評議会（IIRC）による企業が統合報告書
を作成する際に考慮すべき原則や、開示すべき情報の内容を示した原則主義のガイダンスである。「国際統合報告フレームワーク（IIRCフレームワーク）」として
発表するとともに、財務および非財務の主要なフレームワーク設定主体をつなぐ場としてCorporate Reporting Dialogue（CRD）を設定し、TCFDの提言への支
持の表明やTCFDの提言の報告への組み込み等を目指すプロジェクトを主導している。

概要 IIRCと他組織との連携

IASB

GRI CDP

SASB

IIRCが覚書を
締結している機関

FASB
CDSB

ISO

IIRC
SEC

パートナーシップ、
アライアンス

【他の国際組織との連携】

【Corporate Reporting Dialogue（CRD）】

メンバー

CDP, Climate Disclosure Standard Board, 財務会計基準審議会（FASB）, 
Global reporting Initiative,、国際会計基準審議会, IIRC, 国際標準化機構, 

米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB） ※FASBはオブザーバー

目的
企業報告に重要かつ国際的な影響を及ぼすと考えられる、主要な基準・フ
レームワークの設定者による対話と一貫性の向上

今までの
成果

Corporate reporting landscape map（IIRCのフレームワークと他の基準の
マッピング）の発行、Statement of Common Principles of Materiality（全て
の基準や企業報告に共通の基盤となる原則）の発行

Better

Alignment

Project

CRDによる2018年11月から2年間のプロジェクト。最初の成果物（2019年
3Q）の内容は以下を予定している。① 各報告フレームワークとTCFD提言
との紐づけ（linkage）、② 各報告フレームワーク間の紐づけ、③非財務指
標と財務上の影響（outcome）との関連、④TCFD提言をどのようにメインス
トリームの報告書（アニュアルレポート等）に組み込むかの説明

形態
統合報告書を作成する際に考慮すべき原則や、開示すべき情報の内容な
ど、統合報告書の全体に関する包括的な留意点（「指導原則」）と、開示す
べき情報の要素を示す（「内容要素）を定める国際的なフレームワーク。

設立年 • 2010年

主な
プレーヤー

• Breakthroughパートナー：ACCA, CIMA, IFAC

• その他パートナー：CDP, GRI, IFRS Foundation, SASB, wbcsb

直近動向

• 2010年：IIRC設立

• 2011年：統合報告ディスカッション・ペーパー公表

• 2012年：統合報告フレームワーク・アウトライン公表

統合報告フレームワーク・プロトタイプ公表

バックグラウンド・ペーパー（3論点）公表

• 2013年：国際統合報告フレームワーク案公表

活動等

• 同フレームワークでは、各組織の価値創造のあり方を検討するための概
念として、財務資本、製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、
自然資本という「6つの資本」を提示している。

• 指導原則（報告書の内容及び情報の表示方法）：①戦略的焦点と将来志
向、②情報の結合性、③ステークホルダーとの関係性、④重要性、⑤簡
潔性、⑥信頼性と完全性、⑦一貫性と比較可能性

• 内容要素（統合報告書に含まれるべき8項目）：①組織概要と外部環境、
②ガバナンス、③ビジネスモデル、④リスクと機会、⑤戦略と資源配分、
⑥実績、⑦見通し、⑧作成と表示の基礎

• IIRCがメンバーを招集して設定したCorporate Reporting Dialogue

（CRD）のプロジェクトにおいて、Better Alignment Projectが2018年11月
から2年間の期間で実施される。最初の成果物は2019年の3Qに公表さ
れる予定。（CRDの詳細は右記）

• IIRCが設定したCRDのプロジェクトのメンバー（当ページ右参照）は、共
通して気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言を支持する
ことを既に明らかにしており、Better Alignment ProjectにおいてTCDFの
提言との紐づけ（Align）に取り組む

7
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■SASB基準に含まれる内容：

1. 開示項目：業界別に開示するべき重要性の高い項目、及び企業価値に影響す
る各項目のマネジメント方法

2. 会計指標：各項目のパフォーマンスを図る定量的・定性的な会計指標

3. テクニカルプロトコル：各会計指標について、指標のベース（例：定義、範囲等）
に関するガイダンス

4. 活動指標：企業の事業規模を定量化する指標

■SASB基準のカバー範囲：

11セクター79業種向けの基準を策定

（採取・鉱物加工セクターの中に、石油及びガス業種別（探査、中流、精製、小売）基
準が策定されており、CO2排出量や大気質に関する算定基準・範囲等が記載され
ている）

■TCFD提言との関係性

企業がSASB基準に沿って開示を行う場合、多くの業界においてTCFDが
推奨する開示要件と一致する

米国サステナビリティ会計基準審議会 （SASB）

業種
• Sustainability Accounting Standard Board (SASB) は、アメリカ
で設立した、企業に対しサステナビリティ関連情報の開示を奨励す
る非営利団体

設立・運営主体

• SASB財団（SASB財団取締役とSASB基準設定取締役を含む）
• グローバル企業、機関投資家、NGO等の関係者から成る諮問委
員会「Standards Advisory Group（SAG）」がSASBスタンダードの
運用について助言を実施

設立年 • 2011年

主なプレーヤー
• 企業
（2017年：米国SEC上場企業を含む国内外138社が開示報告書の
中でSASB参照 （注：SAB基準公表前のため暫定的な数値））

主な活動

• SASBは、企業が将来的にマテリアルな財務インパクトを及ぼす可
能性の高いESG要素を開示する際の、開示項目と手法を示した
SASB基準をセクター・業種ごとに策定し、投資家が投資判断しや
すい環境を整備
（注：マテルアルとは、その情報が開示されていた場合、投資家の
合理的な判断に著しく変更を及ぼした可能性が大きいものを指す）

SASBとGRIの特
徴の違い

• GRIのアプローチが「各社単位でのエンゲージメントによるマテリア
リティを特定」である一方、SASBのアプローチは、「セクター・業種
別のマテリアルを特定」する。比較可能な一貫性のある開示を可能
にすることにより、投資家が投資判断しやすくなる

TCFDとの関係

• TCFDは、（1）気候関連リスクと機会の情報開示にかかるハイレベ
ル原則、（2）実施ガイダンスを公表している。SASBは、SASB基準
を満たす企業がTCFDの提言も満たしていることとなることを理想と
しており、TCFD提言を企業が実施する際のツールを提供

その他

• 2012年から2017年の間に100万米ドル以上資金を提供したドナー
は、Deloitte, PWC,Bloomberg Philanthropies, 財団等

• SASBは、業種ごと3年おきにリサーチを行い、実際の財務インパク
トや企業の情報開示の実態を反映するためのスタンダードの見直
しを実施

出典：SASB公開情報、その他2次情報より作成
図：https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/12/SASB-SASB-Standards-TCFD-Recommendations-FAQ-14-Dec-2017.pdf を引用

SASBは、2018年11月に、 11セクター79業種ごとに、投資家が経営や財務に大きな影響を与えるとみなしている（＝マテリアルな）ESG要素を企業が開示する際の
サステナビリティ・アカウンティング・スタンダード（SASB基準）を発表。SASB基準は、自主的なガイドラインで法的拘束力はないものの、SASB基準に準拠して情報
開示する企業が増えた場合、市場ベースのグローバル基準として認知される可能性が高い。

概要 SASB基準の概要

TCFDフレームワーク

SASB基準通じて準
拠（すべての業種）

SASB基準通じて
準拠（79業種のう
ち72業種）

8
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セクター インダストリー

ヘルスケア （6 業種） バイオテクノロジー・ 医薬、薬品小売、 医療機器等, 医療提供, 医療機器等販売, 管理医療

金融 （7 業種） 商業銀行, 投資銀行・仲介, 資産運用・保管活動, 消費者金融,不動産金融,証券・コモディティ, 保険

テクノロジー・コミュニケーション （6 業種） 電子機器製造・ODM, ソフトウェア・ITサービス, ハードウェア, 半導体, 通信, インターネットメディア・サービス

採取・鉱物加工 （8 業種） 石油・ガス（探鉱・生産）, 石油・ガス（中流）, 石油・ガス（精製・販売）, 石油・ガス（サービス）, 石炭, 鉄・鉄鋼, 金属・鉱山, 建設資材

輸送 （9 業種） 自動車, 自動車部品, レンタカー・リース, 飛行機, 航空輸送・物流, クルーズ, 海上輸送,  鉄道輸送, 陸上輸送

サービス （7 業種） 教育, ホテル・宿泊施設, カジノ・ゲーム, 専門・商業サービスレジャー施設, クルーズ客船, 広告・マーケティング, メディア・娯楽

資源加工 （5 業種） 化学, 宇宙・防衛, 電気・電子製品, 産業用機械・工業製品, 梱包・包装

食品・飲料 （8 業種） 農作物, 肉類・乳製品, 加工食品, ノンアルコール飲料, アルコール飲料, たばこ, 食品小売・流通

消費財
（8 業種） 家庭・個人用品, 電化製品、複合種目・特殊小売・流通、 ドラッグストア・コンビニエンスストア, Eコマース, アパレル・ アクセサリー・
靴, 建材・家具, おもちゃ・スポーツ用品

再生資源・代替エネルギー （6 業種） バイオ燃料, 太陽光技術・プロジェクト開発, 風力技術・プロジェクト開発, 燃料電池・工業用バッテリー, 森林管理, 紙・パルプ製品

インフラストラクチャー （7 業種） 電力・発電機、, ガス供給・販売、水供給・販売, 廃棄物管理,エンジニアリング・ 建設サービス, 住宅, 不動産・ 不動産サービス

SASB基準は11のセクター、79業種を現在カバーしている。その中でエネルギーに関連する業種が含まれるセクターは、「採取・鉱物加工」、「再生資源・代替エネ
ルギー」、「インフラストラクチャー」である。

（参考） 米国サステナビリティ会計基準審議会 （SASB） アメリカ

出典：SASB公開情報より作成
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IEEFAは、環境・エネルギーに関連した金融・経済問題の研究を行っているシンクタンクで、各国のエネルギー戦略や化石燃料ダイベストメントの動向等に関する
調査・報告を発表している。丸紅の石炭火力発電所新設計画に懸念を表明する等、現政権の気候変動に対する取組姿勢とは異なり、民間では世界の気候変動に
かかる動きと足並みが揃った取組もみられる。

 組織概要
• 米エネルギー経済・財務分析研究所（IEEFA）は、環境・エネルギーに関連した金融・経済問題について研究を行っているシンクタンク。ヒューレット財団、ロックフェラー財団をはじめと
した慈善団体からの寄付金で運営。足元では各国のエネルギー戦略や化石燃料ダイベストメントの動向等に関する調査・報告を実施

 丸紅の発電事業に関する報告書（2018年7月）
• 丸紅を単独で報告書に取り上げ、石炭火力発電所新設計画を批判（※背景として、ドイツの環境NGOウルゲバルト（Urgewald）が公開した、石炭関連事業に従事する700社以上の企
業を網羅したデータベース「Global Coal Exit List（脱石炭リスト）」で、石炭火力発電所新設プロジェクトの設備容量で、丸紅が主要先進国の事業者として唯一上位にランクイン
（13.6GW、世界第11位）したことが挙げられ、単独で報告書に取り上げられた原因となったと推察される。）

• 日本の大手他社と比較しても、住友共同電力7.5GW、電源開発（J-Power）4.6GW、東京電力4.6GW、中国電力4.2GW、三菱商事1GW、三井物産ほぼゼロであり、丸紅が突出して
多く、IEEFAは懸念を示唆

•

 同報告書公表後の丸紅や本邦事業者の対応に関するNGOからの意見
• 国際環境NGO FoE Japan、「環境・持続社会」研究センター（JACSES）、気候ネットワーク等から批判

• 2018年9月、丸紅は脱石炭に向けた方針を発表したものの、例外規定等で抜け穴が見られ、NGOは依然方針強化の必要性を指摘し、世界各地で建設を予定している石炭火力プロ

ジェクト（約5,800MW）の計画への影響も不明と主張。

• 2012年12月、パリ協定との整合性の確保を求める共同要請書を提出。共同要請の作成にては、世界各地の環境NGO・団体が賛同しており、提出日時点で31団体からの署名を受領

• 石炭火力発電事業に関与する他の事業者（J-Power、住友商事等）からは、特段脱石炭に向けた方針表明はないが、丸紅と同様に脱石炭に向けた早期の方針策定を期待

IEEFA

出典：IEEFA,  Urgewald公開情報、その他2次情報より作成

IEEFA報告書におけるコメント

• 丸紅は石炭火力発電所新設プロジェクトを多く抱えていることで、投資
家からの大きなレピュテーションリスクに直面している。 地元NGO

等からも強い反発に遭っている
• 脱石炭に関する世界的な潮流に逆行することは、愚かなだけでなく、投
資家、市民社会、政府にとって害をもたらす結果となる

• 過去1年で、ヨーロッパの3大保険会社（アリアンツ、アクサ、ヘネラ）が
主要な石炭火力発電所のディベロッパーを投資ポートフォリオから除外
することを発表し、丸紅への投資を停止している

• 丸紅の再生可能エネルギー市場での実績については高く 評価し
ている。同社が欧州市場で築いた経験は、台湾や日本の洋上風力発電
市場でも活かせる

• 同社が地盤を築きつつある中東での太陽光発電事業も可能性が大き
い

ネガティブ ポジティブ

その他NGO・シンクタンク等9
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国際NGOであるWWFやOxfamは、世界に多くの拠点を置いて活動している。国際機関をはじめとした主要なアクター等と連携した気候変動分野における様々な
イニシアティブの設立・活動等を通して、社会・産業界へ影響を及ぼしている。

• WWFは、1961年にスイスで設立された国際NGOで、自然保護を目的とし
て100カ国以上に活動を展開している。気候変動分野に係る活動も活発に
実施しており、同分野における主要アクター等と連携した取り組みを実施

• 取組、連携状況事例は以下の通り

その他NGO・シンクタンク等

• Oxfamは、1942年にイギリスで設立された国際NGOで、世界18の国・地域に

拠点を置き、90カ国以上で活動している。貧困を克服を目指す人々を支援し、

貧困を生み出す状況を変革することを目的として活動を実施

• 2018年11月にフランスの主要6銀行の融資・投資実績（2016年～2017年）を

分析した報告書「Banques francaises, les fossiles raflent la mise」を発

表し、化石燃料への投融資が再生可能エネルギーへの投融資額よりも多く、

2017年は2016年と比較して化石燃料への融資額が増加していることを批判

（詳細は次ページ）

• 取組、連携状況事例は以下の通り

WWF Oxfam

取組概要 国・地域 時期 連携先

SBTイニシアティブ（科学的根拠

に基づく二酸化炭素排出量削減
目標）

世界 2014年 CDP、UN Global 
Compact、WRI

米国主要企業のCO2削減目標に
関する調査実施

アメリカ 2017年
5月

米カルバート・イン
ベストメント、CDP,

Ceres

欧州機関投資家の投資ポート
フォリオのパリ協定遵守度を 分
析・報告書発表

欧州 2017年
7月

-

日本の金融・保険の気候変動対
応ランキング公表（WWFジャパ
ン）

日本 2017年
11月

-

シンガポール国立銀行とASEAN

主要6カ国34銀行のESG評価レ
ポートを発表

シンガ
ポール

2018年
9月

シンガポール国立
銀行

アジア・サステナブルファイナン
ス・イニシアティブASFI発足
（WWFシンガポールが事務局）

シンガ
ポール

2019年
1月

ASFI

取組概要 国・地域 時期

GRIと連携し、ステークホルダーごとのサステナビ
リティデータ活用方法を策定・公表

世界 2014年

Oxfamを含む国際NGOがINGグループ気候変動
OCEDガイドライン違反の訴えを起こし、オランダ
NCPが受理

オランダ 2017年11月

食品業界のサステナビリティに係る調査・報告書
公表

世界 2017年11月

ICAO（国際民間航空機関）による民間航空バイオ
燃料活用の2050年数値目標設定にOxfamを含む
環境NGOが反対し、設定先送り

世界 2018年9月

10

出典：WWF, Oxfam 公開情報、その他2次情報より作成
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■BNPパリバに対するOXFAMコメント

• 2016年から2017年にわたり、BNPパリバは化石燃料に128億

ユーロ、再生可能エネルギーに33億ユーロを資金供与してい

る。これは、フランスの全銀行における化石燃料への資金供与

額の30%を占めている。

• 2016年1月から2017年12月までの期間中において、BNPパリ

バは引き続き石炭に資金供与しており、その額は17億ユーロ

に上る。

• エネルギーセクターへの融資割合は石炭が9%を占めており、

風力への融資割合（11％）とあまり差はみられないが太陽光

（4%）,地熱 (3%) と比較すると高い。

• BNPパリバは、新たに建設される石炭火力発電所や炭鉱への

直接融資を行わないとコミットしているが、今後石炭に関する新

たなプロジェクトを検討している企業に対する融資を停止する

方針はない。

（参考）OXFAM：フランスの主要銀行の化石燃料への投融資分析結果レポート
NGOのOXFAMは、2018年11月にフランスの主要6銀行の融資・投資実績（2016年～2017年）を分析した報告書「Banques francaises, les fossiles raflent 

la mise」を発表し、化石燃料への投融資が再生可能エネルギーへの投融資額よりも多く、2017年は2016年と比較して化石燃料への融資額が増加していることを
批判（*1）している。

「Banques francaises, les fossiles raflent la mise」（抜粋）

単位：百万ユーロ

(*1) 2017年以降に化石燃料からのダイベストメントを進めた金融機関あり
出典：OXFAM, “Banques francaises, les fossiles raflent la mise”, Nov 2018より抜粋

■フランスの銀行の化石燃料、再エネへの融資額の推移

■化石燃料（石炭・石油・ガス）及び再エネへの融資（銀行別）

10



© 2019. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.

3.  主要各国の関連政策

100 エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査



© 2019. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.101

番号 名称

1 欧州連合（EU）

2 フランス

3 ドイツ

4 イギリス

5 アメリカ

6 中国

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査
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【政策動向】 欧州連合（European Union: EU）

出典：欧州委員会公表資料等より作成

指
令 ※指令は、規則と異なり、EU加

盟国に直接適用されないため、
加盟国は、国内法への置き換
えが必要

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

非財務報告ガイド
ラインの採択
（2017年6月）

EU非財務情報開示
指令（NFR）
施行

(2014/95/EU) 

（2014年11月採択、
2017年1月施行）

規
則

2019年2017年以前

非財務報告ガイド
ラインの改正
（2019年2Qを予

定）

2018年

欧州では、現在EUサステイナブルファイナンスに関するハイレベル技術専門家グループ（TEG）が、タクソノミーに関する第一弾レポートに関して受け付けたパブ
リックコメントを確認しており、2019年6月にはファイナルレポートを公表、2019年末までには気候変動関連活動のタクソノミーに関する規制及び委任法令を採択予
定。合わせて、EUは、クリーンエネルギーへの転換に向けたエネルギー関連規則及び指令の改正を進めている。

主なエネルギー関
連規則・指令

• 電力規則：2009年に電力規則（714/2009）発効後、現在2016年にECの改正提案を受けて、改正案策定作業中
• 電力指令：2009年に第三次電力指令（2009/72/EC）発効後、現在2016年にECの改正提案を受けて、改正案策定作業中
• EU再生可能エネルギー利用促進指令 （2009/28/EC）： 2030年に向けて、2018年12月に改正指令発効（2018/2001) 

• EUエネルギー効率化指令（2012/27/EU）：2030年に向けて、2018年12月に改正指令発効（2018/2002 ）

気
候
変
動
関
連
情
報
開
示
に
か
か
る
動
き

反映

2019末までに気候変動関
連活動のタクソノミーに関
する規制及び委任法令を

採択（予定）

2019年1月
顧客のESG嗜好考慮義

務化のため、
第2次金融商品市場指令
（MiFID2）と保険販売業務
指令（IDD）の改正案公表

民
間
を
含
め
た
有
識
者
に
よ
る

検
討

2016年10月
サステイナブ
ルファイナン
スに関するハ
イレベル専門
家グループ

(HLEG) 設立

2018年1月
HLEG最終報
告書提出

（※報告書の
中でTCFD提
言の反映を提

案）

2018年3月
欧州委員会がサ
ステイナブルファ
イナンスに向けた
EU Action Plan

発表

2018年7月：サステイナブ
ルファイナンスに関するハ
イレベル技術専門家グ
ループ(TEG) 設立

検討事項（①タクソノミー、
②EUグリーンボンド基準、
③低炭素投資のベンチ
マーク、④気候関連の企
業情報開示改善のための

ガイダンス）

反映

2019年1月
TEG 

タクソノミー
（1st: 緩和活
動、有用
性）に関す
るレポート
公表

反映

反映

※従業員数500人以上の企業
（上場企業、金融機関、保険会
社等）に適用

※「エネルギー使用による環境影響」を開示。KPI

の事例として「エネルギーパフォーマンスと、その改
善」「非再生可能エネルギー由来のエネルギー使
用量と、原単位」「GHG排出総量と、原単位」等を
記載

2019年2Q

TEG 
タクソノミー
（2nd : 緩和・適
応・その他活
動）に関するレ
ポート公表
（予定）

2019年6月
15日
TEG 

タクソノミー
に関する
ファイナル
レポート公
表（予定）

反映

2019年2Q

TEG 
グリーンボンド
基準レポート
公表（予定）

2019年
タクソノミーを
基に健全性規
制に気候変動
リスク組み込
み、ベンチ―

マークへの反
映、エコラベル
の作成（予定）

反映
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欧州委員会（EC） 非財務報告ガイドライン、HLEG最終報告書

形態
• 非財務報告ガイドラインは、既に発効されている非財務情報開示
指令を補足するもの（2017年6月に発行）。

• ガイドラインに法的拘束力はなし

設立主体 • 欧州委員会(European Commission)が管轄

採択年 • 2017年6月27日

主なプレイヤー • 欧州域内の企業

背景

• 欧州委員会は、当ガイドラインに先立ち、非財務情報開示指令を
2014年12月に発効している。元々は、EUマルチステークホルダー
フォーラムにおいて、NGO（ECCJ）から提案された非財務情報開
示義務化について、欧州責任投資フォーラム（EUROSIF）などが
賛同し、欧州委員会がステークホルダーの意見を聴取して当指令
採択の流れとなった

• 非財務情報開示指令は、従業員500名以上のEU域内企業（主に
上場企業や金融機関）に対し、マネジメントレポートにおいて環境、
社会・従業員、人権、腐敗と贈収賄防止に関する方針、実績、主要
なリスク等、また取締役会の多様性についての開示を要求する

直近動向
• 非財務情報開示指令の対象企業は、2018年（2017年の事業年度
に関する開示）より、当指令を適用し、 関連する情報を開示する必
要あり

備考

• 当ガイドラインは国連SDGsやパリ協定、TCFDなどESGに関連す
る国際的な議論の観点を取り入れており、EU域内の一定規模以
上の企業に対し、関連する開示を推奨する役割を果たしている

• ガイドライン本文では、開示が期待される情報の例として、「エネル
ギー使用による環境影響」が、KPIの事例として「エネルギーパ
フォーマンスと、その改善」「非再生可能エネルギー由来のエネル
ギー使用量と、原単位」「GHG排出総量と、原単位」等が挙げられ
ている

出典：欧州委員会公開情報、その他2次情報より作成

欧州委員会は、非財務情報開示指令を補足する形で非財務報告ガイドラインを発行。非財務情報開示指令の対象となる欧州域内企業が、ガイドラインを活用す
ることが期待されている。改定後のガイドラインでは、HLEGの最終報告書を基礎とした欧州委員会のアクションプランが反映され、気候変動に関する情報開示が
より充実すると見込まれる。

概要 非財務報告ガイドライン改定の動きと、キープレイヤー

2018年3月 欧州委員会がHLEG最終報告書を受けてアクションプランを発表

• プランには、企業開示の透明性向上（非財務情報に関するガイドライン
を、よりTCFDの提言に沿った形で修正する）が含まれている。

2019年1月 TEGによる報告書「Report on Climate-related Disclosures」発行

2019年2Q 改定版の非財務報告ガイドラインが欧州委員会により採択予定

欧州委員会がHLEG（持続可能な金融についての
ハイレベル専門家グループ）を設置

2016年10月

• HLEGメンバー： 20団体（金融機関 12、 大学・研究機関 2、市民社会 6）
AXA, Luxembourg Stock Exchange, Alecta, WWF, 2゜Investing Initiative, 

ケンブリッジ大学, Polish Bank, London Stock Exchange Group, E3G, Novethic, 

Climate Bonds Initiative, Finance Finland, APG Asset Management, Trucost, 

AMC Strategy, Eurosif, Deka Investment Group, Somo, Aviva Investors, Mirova

2018年6月 アクションプラン実現のため欧州委員会がTEG（技術専門委員会）を設置

• TEGメンバー： 32団体（金融機関 10、情報ベンダー 3、 証券取引所 2、市民社会 10、
業界団体 4、事業会社 2、国際機関 1）
AIG Europe, Allianz Global Investors, Bloomberg, BNP Paribas asset 

management, Borsa Italiana, Carbone 4, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, 

Climate Bond Initiative, Climate KIC, EACB, EFFAS, EnBW AG, Eurelectric, 

Finance Watch, Green Finance Cluster Frankfurt, GRI, ICMA, KfW Bankengruppe, 

Luxembourg Stock Exchange, Miroba, MSCI, Nordea, PRI, RICS, SCOR, SEB, 

Swiss Re Ltd, Thomson Reuters, Unilever, WiseEuropa, WWF

2018年1月 HLEGが最終報告書を発表

• 提言に「気候変動リスク・機会を透明化するための開示ルール制定」
「非財務情報開示指令の中に気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）のフレームワークを導入する」を含む。

非財務報告ガイドラインの採択2017年6月
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 CDP (formerly the Carbon Disclosure Project)

 the Climate Disclosure Standards Board

 the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains 

from Conflict-Affected and High-Risk areas, and the supplements to 

it

 the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) and the related 

Sectoral Reference Documents

 the European Federation of Financial Analysts Societies' KPIs for 

Environmental, Social, Governance (ESG), a Guideline for the 

Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate Valuation

 Global Reporting Initiative

 Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains of FAO-OECD

 Guidance on the Strategic Report of the UK Financial Reporting 

Council

 Guidelines for Multinational Enterprises of the Organisation for 

Economic Cooperation and Development

 Guiding Principles Reporting Framework on Business and Human 

Rights

 ISO 26000 of the International Organisation for Standardisation

 the International Integrated Reporting Framework

 Model Guidance on reporting ESG information to investors of the UN 

Sustainable Stock Exchanges Initiative

 the Natural Capital Protocol

 Product and Organisation Environmental Footprint Guides;

 the Sustainability Accounting Standards Board

 the Sustainability Code of the German Council for Sustainable 

Development

 the Tripartite Declaration of principles concerning multinational 

enterprises and social policy of the International Labour Organisation

 the United Nations (UN) Global Compact

 UN Sustainable Development Goals, Resolution of 25 September 

2015 transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Developmen

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights implementing 

the UN ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework

非財務報告ガイドライン作成時に参照された主なフレームワーク

出典：欧州委員会公開情報、その他2次情報より作成

（参考）欧州委員会（EC） 非財務報告ガイドライン、HLEG最終報告書
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【政策動向】 フランス

フランスは、2001年の新経済規則において上場企業に対し環境・社会情報の開示を義務化している。2015年にはエネルギー移行法（173条）の制定により、気候
変動にかかる情報開示義務が上場企業、金融機関、機関投資家に課された。2017年に、EUの非財務情報開示指令を受け、非財務情報報告にかかる法的枠組み
である国内商法が改正され、2017年1月以降の事業年度から適用されている。

主なエネルギー
関連規制・法案

• 新経済規則（NouvellesRegulations Economiques(NRE)Act）：2001年5月制定。上場企業に対して環境・社会情報の開示を義務化
• エネルギー政策指針法：2005年制定。2050年までにGHGを75%削減する長期目標達成のための①省エネ、②再生可能エネルギー、③原子力発電にかかる削減
目標を設定

• 環境グルネル法：「グルネル第一法案（2009年）」2020年までに再生可能エネルギーの消費量を全体の23％に引き上げる。 「グルネル第二法案（2010年）」気候変
動にかかる非財務情報（ CO2排出量、気候変動への適応）に関する報告を上場企業に要求

• エネルギー移行法：2015年8月制定。化石燃料の消費量を2030年までに30%削減(対2012年)、再エネ比率を2030年までに32%に引き上げ、原子力発電比率を
2025年までに50%に低減。 173条施行により、企業、金融機関、投資家に気候変動リスク情報の開示を義務化

2019年2017年2001 年 2010年

規
制
／
監
督
当

局

政
策

新経済規則
（NRE法）
制定

（2001年）

エネルギー
政策指針法
制定

（2005年）

グルネル
第二法
制定

（2010年）

エネルギー
移行法173条

制定
（2015年制定、
2016年施行）

2017年12月
マクロン大統領主催
による気候変動

サミット（One Planet

Summit）開催

発足

2017年12月
フランス中央銀行、健全性破
綻処理機構を含む8の中央銀
行・規制／監督当局により、
気候変動リスクに係る金融当
局ネットワーク（NGFS 設立

国
際

EUNFR指令に
基づき、
商法

（Commercial 

Code）改正
（2017年8月）

2018年

反映

EU非財務情報開示
指令（NFR）

(2017年1月施行）

排
出
削
減

情
報
開
示

EU非財務情報
開示指令（NFR）

(2014年11月採択）

開示要求範囲拡大 対象範囲拡大

EU理事会
CSRのための

欧州枠組み推進
グリーンペーパー

(2001年発行）

※上場企業に対
して環境・社会情
報の開示義務

※上場企業に対して環
境・社会＋気候変動情
報の開示義務

※上場企業だけでなく、
金融機関、投資家に気候
変動リスク情報の開示を
義務化

気
候
変
動
関
連
情
報
開
示
に
か
か
る
動
き

2018年
10月

NGFS 

進捗
報告書
公表

2019年
4月

NGFS 

包括
レポート
公表

反映

出典：フランス政府公表資料等より作成
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【概要】

エネルギー移行法の中に記載されている主な目標

セクター別

【政策動向】 フランス

出典：フランス政府、UNEPFIの公表資料、その他2次情報より作成

107

フランスでは、2012年11月に議論が開始され、2015年8月に「エネルギー移行法」が制定した。第173条において、上場企業、金融・信用提供機関、機関投資家を
対象に気候変動関連情報開示義務を定めている。

GHG排出量を2030年までに2009年
比で40%削減

最終エネルギー消費を2050年までに
2012年比で50%削減

化石燃料消費を2030年までに2012

年比で30%削減
埋立廃棄物量を2025年までに50%

削減

最終エネルギー消費に占める再エネ
割合を2030年までに32%、電力に占
める再エネ割合を40%に引き上げ

電力生産の多角化、および電力に占
める原子力発電割合を2025年まで
に50%に削減

■不動産セクター（2012年時点でエネルギー消費の44％を占める）：

ビル・住宅のエネルギー効率向上（政府の支援例：個人所有物件のエネルギー
効率改善のための大規模改修については金利ゼロ融資）

■交通・輸送セクター（2011年時点でエネルギー消費の27％を占める）：
輸送手段のクリーン化推進（政府の支援例：2015年4月施行のEV購入補助金
（最高1万ユーロ）制度を増額し延長）

■廃棄物セクター：
廃棄物ゼロを目指す（導入される規制例：ビニール袋の使用を2016年1月から
禁止、プラスチック製のコップ・食器・皿の使用を2020年1月から禁止）

■電力セクター：

再エネ割合の増加（政府の支援例：風力、バイオガス、水力発電用の単一
許可証の利用拡大）

（*1）： 「Comply or Explain」原則において、企業は上記開示要件を遵守することが求められ、
遵守していない場合は、その理由の説明が求められる

【第173条】
173条において、一定規模以上の上場企業、金融・信用提供機関、機関投資
家に対して、「遵守または説明（Comply or Explain）」原則*¹に基づき、気候
変動リスクに関する情報をアニュアルレポートの中で開示することを義務化

■対応開始：2017年1月以降の事業年度から適用され、 2017年6月30日ま
でに開示対応する必要がある

■アニュアルレポートの中での開示義務の内容

上場企業
1.  気候変動に関する金融リスクの内容
2. リスク低減するための取り組み
3. 事業活動や商品・サービスが気候変動に与える影響
（※環境・社会影響への開示は既に義務化されおり、気候変動影響は
新規追加要求）

銀行・信用供与機関
1.  過剰なレバレッジリスク（CO2に限らない）
2. 通常行うストレステストによって明らかとなったリスク
（気候変動リスクを含む）

機関投資家
1. 投資判断において考慮されるESG評価基準
2. 自社のポリシーと、国が推進するエネルギー転換戦略との整合性

エネルギー移行法
（Loi sur la Transition. Énergétique pour la Croissance Verte ： LTECV）
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機関投資家向け開示義務化の詳細内容（抜粋）

■ ESG評価基準に関する情報
• 投資判断やリスク管理においてESG情報をどのように考慮しているか
• 資産運用会社に対して、ESG評価基準を組み込んだファンドのリストと
運用残高の割合

• ESG評価基準の分析手法とアプローチ採用理由
• 分析と取組実施結果に関する情報

■ 気候変動関連リスクに関する情報
• 物理的リスクと移行リスク
• 地球温暖化防止のための国際合意や「フランス低炭素戦略」での
目標達成に向けた貢献度評価

※リスク分析及びポートフォリオの転換の際には、「気候変動や異常気象がも
たらす影響、天然資源の利用可能性と価格変化、国家・国際目標等の政策が
もたらす影響（リスク）、エネルギー移行に貢献する資産への投資額、投資
ポートフォリオに含まれる投資先の間接・直接的なGHG排出（過去、現在、
未来）への取り組み」を考慮することを推奨

■ 国内・国際的な脱炭素化目標に向けた自主的取組に関する情報
• 脱炭素化に向け自主的に定めた目標
• 自社の方針が、国が推進するエネルギー転換戦略とどのように整合してい
るか

• 自主的目標を達成するための投資方針の変更、ダイベストメント、
エンゲージメント等の取り組み（※セクター別定量目標の設定を推奨）

機関投資家へのデクレ履行による影響度
デクレ要件について、総資産が5億ユーロ未満の小規模投資家、投資ファンドが5億

ユーロ未満の資産運用会社は、緩和条件として、ESGについてのみ、開示が求められ

ている。実際に気候変動報告まで求められる機関投資家の割合は、以下の通り

（補足）エネルギー移行法における非財務情報報告の位置づけ

エネルギー移行法 173条における機関投資家に対する気候変動関連情報の開示義務化の詳細内容については、関係者との協議が重ねられ、2016年1月1日に
大統領および首相が行う行政命令である「デクレ（Décret）」により詳細ルールが公表された。

【政策動向】 フランス

0 200 400 600 800 1000

機関投資家数（2016年）

ESG報告

（5億ユーロ未満）

ESG+気候変動報告

（5億ユーロ以上）

企業

エネルギー
移行法適用
による報告

投資家

CSR

資産総額5億ユーロ以上の企
業に適用

（元々適用されていた法律）
・グルネル第二法225条
・新経済規則

ESG

-環境
-社会
-ガバナンス

SRI（社会責任投資）
ESG基準を組み込
んで管理される金融
商品（特定のファンド
／資産）

エネルギー移行法173条履行のためのデクレ

出典：フランス政府、UNEPFIの公表資料、その他2次情報より作成
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連保金融監督庁（BaFin）

【政策動向】 ドイツ

ドイツは、EU 非財務報告指令に基づきドイツ商法を2017年に改正、非財務情報開示にかかる国内法制度が整備された。エネルギー政策としては、2011年に
発生した福島第一原子力発電所の事故を受けてメルケル首相が脱原発に政策を転換、2022年までにすべての原子力発電所の閉鎖を決め、2018年にはドイツ
連邦内閣が「成長・構造改革・雇用委員会（脱石炭委員会）」を発足、2019年3月に2038年までに石炭火力発電所を全廃する答申を公表している。

主なエネルギー
関連規制・法案

• 長期エネルギー戦略「エネルギーコンセプト（Energiekonzept）」： 2010 年9 月策定、2011 年6 月に法案パッケージ可決、2012 年11 月はモニタリング報告書発表
• 脱原子力：2011年7月にメルケル首相により、2022 年までに段階的に原子力発電所の閉鎖が決定
• 気候変動アクションプラン2050：2016年に計画策定。2030年までに1990年比で二酸化炭素排出量を55%以上削減、CO2排出量が最も大きい電力セクターを削減
対象分野と位置付け

2018年2010年 2014年

2002年5月
銀行・保険・証券の
各分野を各々監督し
ていた3機関が統合、
連邦金融監督庁
（BaFin）発足。

証
券
取
引
所
・民
間

規
制
／
監
督
当
局

政
策

2017年

2016年9月
ドイツの投資コンサル
ティング企業SD-M、
ドイツ政府、米国の

SASBと協働して「SD-

KPI STANDARD 2016-

2021」を発表

2009年
投資コンサルティング
企業SD-Mがドイツ政
府と協働して「SD-KPI 

STANDARD 2010-

2025」（政府公認の非
財務情報開示ガイドラ

イン）を発表

国
際

2010年
ドイツ証
券取引所、

GRIの
主要支援
メンバー
に選定

2006年
ドイツ証券取
引所、上場
企業に対する
サステナビリ
ティ報告の
推奨開始

2006年以前

2011年
持続可能な
発展のため
のドイツ審議
会が「ドイツ
持続可能性
規範」を政府
に提出

影響

気
候
変
動
関
連
情
報
開
示
・
石
炭
政
策
に
か
か
る
動
き

EU非財務情報開示
指令（NFR）

(2017年1月施行）

EU非財務情報開示
指令（NFR）

(2014年11月採択）

EU非財務情報開示
指令（NFR）案

(2013年4月公表）

反映

出典：ドイツ政府、その他2資料等より作成

2019年

2018年6月
ドイツ連邦内閣、
「成長・構造改革・
雇用委員会（脱石
炭委員会）」設立

2019年2月
脱石炭委員会2038

年までに石炭火力
発電所を全廃する

答申公表

2016年3月
EUNFR指令に基づき、
ドイツ商法改正法案
（CSR-Richtlinien-

Umsetzungsgesetz）作成、
2014年成立

答申概要）
ドイツ政府及び16の地方自治体が対象。
石炭炭鉱が主な地方へ400億ユーロを補
償。段階的措置として、2022年までに電力
事業者に約12.7GW（12か所）の停止を求
める。電力料金上昇にへの補償として、企
業・消費者に年間20億ユーロ支給。
業界団体は本答申内容に概ね合意。
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【政策動向】 イギリス

出典：イギリス政府公表資料、その他2資料等より作成

イギリスは、EUを離脱する場合においても、欧州委員会の非財務情報開示にかかる動きに沿って国内での非開示情報開示にかかる法整備が進むことが想定され
る。 EU離脱後の産業競争力の維持が課題となっており、グリーンファイナンスを促進し世界で中心的なマーケットとなることを目指し、中国等と協働、ISO等の国際
枠組み策定においても積極的に関与している。

主なエネルギー
関連規制・法案

• 気候変動法：2008年制定
• エネルギー法(2016)：2016年5月成立。石油・ガス機構（OGA)に北海開発支援に関する権限を付与、石油ガス業界にかかる大臣の権限について一部を除きOGA

に移管、 大規模陸上風力開発にかかる大臣の同意を不要とし地域コミュニティの決定による開発計画を認める等、政府のエネルギー目標達成に向けた内容を盛り
込む

2019年2018年2014年

政
策

2016年

2016年12月
2006年会社法改正
上場企業にESG

情報を含む「戦略報
告書」作成義務化

国
際

※義務適用対象は、上場企業
だけでなく、アセットオーナーに
も拡大するよう提言

2016年
英政府とシティ・
オブ・ロンドン・

コーポレーションが
Green Finance 

Initiative（GFI）発足

2018年10月
英労働年金省、職域年金
に対しESGリスク分析・報
告を義務化する規則案
発表（2019年1月施行）

気
候
変
動
関
連
情
報
開
示
に
か
か
る
動
き

EU非財務情報
開示指令（NFR）
(2017年1月施行）

EU非財務情報
開示指令（NFR）

(2014年11月採択）

規
制
／
監
督
当
局

官
民
／
民
間

2017年9月
London 証券取引
所が、ESG報告
ガイダンス発行
（TCFD賛同表明）

2017年9月
ビジネス・エネルギー・
産業戦略省、GFIに

Green Finance 

Taskforce設置要請

2018年3月
GFT, 政府に対し

「グリーンファイナンス
加速化」レポート提出、
TCFD提言組込み提案

2019年1月
英国財務報告評議
会（FRC）、スチュ
ワードシップ・コー
ドの改定案を公表

2018年6月
英国下院環境監査委員会
が、政府に対し、2022年ま
でに「遵守または説明」に
基づきTCFDに沿った報告

義務化を提言

2019年1月
英投資運用業界
団体が運用会社に
対し、サステナブル
投資に関するルー

ル案提示

2018年10月：
イングランド銀行健全性監督
機構（PRA）と金融行為規制
機構（FCA）が各々気候変動
関連財務リスクコントロールの

ための新規制案発表

2019年3月
政府、EUからの「合意
なき離脱」の場合の気
候変動関連制度

（ETS, 炭素税、CCS）
への影響・対応を発表

2019年2月：
PRA, EU離脱
後の報告・開示
要件及び規則
の移行に関する
解釈を公表

関連
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公表日：2019年3月11日

名称：合意なき離脱の場合に適用する気候変動要件をみなすためのガイダンス

（Guidance: Meeting climate change requirements if there’s no Brexit deal ）

概要：

• 本ガイダンスの対象：発電所や石油精製所等の設備を保有する事業者（英）や、EU

排出権取引制度に参加している航空会社（英）、その他EU登録簿連結システムのイ

ギリスセクションに口座を保有する組織・個人

• EU-ETSについては、離脱後は参加者（英）は活用できなくなる。ただし、設備保有

者（英）や航空会社（英）等の事業者は、引き続き排出量の算定・報告・検証（MRV）

がイギリス政府より求められる

• 炭素税の導入（2019年は、設備保有者に対し、16ポンド／トンCO2）

• 炭素貯蔵ライセンスが無効となるため、石油・ガス当局（英）管轄エリアについてはラ

イセンス効力維持を予定

• エコデザイン及びエネルギーラベルについては、EU規則を国内法に反映することで

整合性維持

【政策動向】 イギリス

イギリス政府は、職域年金基金に対し、投資判断の際にESGをどのように考慮しているかについての情報を開示するよう改正規則を制定している。また、EUを合
意なき離脱した場合においても、イギリス国内でEU指令適用下で履行されていた、また今後適用される気候変動関連規則と同等の規制が運用され、該当する企業
が問題なく新規制・ルールを履行できるよう、制度環境を整備している。

職域年金基金改正規則（2018年） イギリス政府：合意なき離脱による気候変動制度への影響

改正規則策定：2018年10月22日

施行日：2019年1月13日～

概要：

• 2004年年金法 Section 249A(3)の見出し及び内容に関して、「内部統制」から「内部

統制を含む効果的なガバナンス」に変更

• 2004年年金法 Section 90(2)に含まれる実施規則（Code of Practice）の中で環境・

気候変動関連で求められている義務内容は、以下の通り

 効果的なガバナンス体制として、「投資決定の際に、投資資産にかかるESG要素

をどのように考慮するかについての検討」を含めること

 職域年金基金の受託者／管理者によるガバナンスシステムの自己リスク評価の

実施及び文書化の中に、「投資決定においてESG要素が考慮される場合、（１）気

候変動、資源利用、環境にかかるリスク、（２）社会的リスク、（３）規則変更に伴う

資産の減価償却関連リスク」を含めること

PRA, FCAの気候変動関連リスクにかかる規制案

■イングランド銀行健全性監督機構（PRA）

公表時期：2018年10月15日

対象：イギリスの保険会社、銀行、不動産企業、PRA認可投資会社

公表内容：企業の気候変動による財務リスク管理アプローチ（分野：ガバナンス、リスク管

理、シナリオ分析、開示）に関するPRAとしての規制案を監督声明（supervisory 

statement）として発表

コンサルテーション：2019年1月15日に受付終了。現在、コメント確認中

■金融行為規制機構（FCA）

公表時期：2018年10月15日

公表内容：気候変動及びグリーンファイナンスにかかるディスカッションペーパー。新規制

には、①年金基金等の投資家の気候変動要素の投資判断への組み込み、②グリーンファ

イナンスの競争・市場成長、③投資家への十分な気候変動関連情報の開示、④金融サー

ビス事業者に気候変動リスク管理に関する開示

フィードバック：2019年1月31日に受付終了。現在、コメント確認中

出典：イギリス政府, PRA, FCA, IA 公表資料、その他2資料等より作成

2019年1月25日：250の会員（資産合計額7兆7,000億ポンド）を有する英投資運用業界団
体Investment Association（IA）が、業界初となるサステナブル・責任投資にかかるコンサル
テーションを実施

コンサルテーションで議論された主なトピックは以下の3つ：
• 定義の標準化：「ESGインテグレーション」、「インパクト投資」、「ネガティブスクリーニン
グ」等を含むサステナブル投資アプローチにかかる定義の標準化

• イギリス商品ラベルの開発：個人投資家及びアドバイザーが、サステナブル投資アプ
ローチを採用したファンドを識別しやすくすることを目的としたラベルの開発

• レポーティング・フレームワークの導入：資産運用会社がESG要素を投資プロセスにど
のように組み込んでいるか、投資がより広範囲なサステナブル指標に与える影響に関す
る開示のためのレポーティング・フレームワークのレビュー

コンサルテーションは、2019年3月1日に終了しており、現在ルールの最終化段階

英投資運用業界団体（IA）によるサステナブル投資定義の統一化
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米国証券取引委員会

【政策動向】 アメリカ

出典：アメリカ政府公表資料、その他2次情報より作成

2010年に米国証券取引委員会（SEC）が、発行体が提出する年次報告書への気候変動リスク情報開示に関する指針を発表しているが、NGO, 機関投資家, 一部
の政治家からのさらなる開示厳格化を求める声が高まっている。一方で、SECは発行体への気候変動関連情報開示にかかる負担増を抑制する方向に動いている。

主なエネルギー
関連規制・法案

• Clean Power Plan (CPP): 2015年10月発効。既設火力発電設備を対象としたCO2排出規制案（2017年3月にトランプ大統領、米国環境保護庁（EPA）に対し
CPPの見直しを指示、2018年12月に111条に定める化石燃料火力発電所のCO2排出について「新規汚染源排出基準（NSPS）」を改定する方針を発表、
炭素回収・貯蔵（CCS）設備の導入を促した前政権時代の基準を撤廃

• 気候リスク開示法案： 2018年9月にエリザベス・ウォーレン連邦上院議員が提案。法案の内容は、米上場企業に対し気候変動リスク情報の開示を義務化するもの
（SECが、発行体（企業）に対し、GHG排出量（直接・間接）、化石燃料関連資産総額、気候変動の資産評価への影響、リスク管理戦略にかかる情報開示を要求）

2019年2018年2010 年 2015年

2010年1月
米国証券取引
委員会（SEC）が
年次報告書への
気候変動リスク
情報開示に

関する指針発表

2011年
米国サステナ
ブル会計基
準審議会
（SASB）
設立

民
間

規
制
／
監
督
当
局

政
策

2017年

2018年11月
SASB

11セクター77業種向け
のSASB基準（財務イ
ンパクトの点から重要
なサステナビリティ関連
情報開示にかかる基

準）を公表

非財務情報に関する
国レベルの既存制度なし

要望

提案

2015年5月
Ceres（NGO）と
機関投資家が
SECに対し、石
油・ガス会社の気
候変動リスク情報
開示強化の要望
書を提出

SECと議論、基
準採用要望

2018年10月
企業が株主提
案を除外できる
アジェンダにつ
いての法律意見
（Staff Legal 

Bulletin）を発表

例）二酸化炭素排出量ネットゼロ
を2030年までに達成する計画策
定」という株主提案は、」「特定の
時間軸（Time-frames）の要求」
にあたるため、企業は株主提案
を拒否可能

2017年10月
SASB

TCFDの内容を
踏まえた新基準
初版原案を公表

12月末まで
パブリックコメント

募集

気
候
変
動
関
連
情
報
開
示
・
気
候
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
か
か
る
動
き

2018年9月
エリザベス・ウォーレン連邦
上院議員が「気候リスク
開示法案（Climate Risk 

Disclosure Act ）」 を発表

2017年6月
Apple Inc.（民
間）が再エネ事
業等を対象にし
たグリーンボン
ド発行により10

億米ドル調達

2015年10月
カリフォルニア州、州
年金基金への石炭関
連ダイベストメント条
件を定めた州法制定

SECがSASB基準を採用した場
合、Form 10-K（年次報告書）、
Form 20-F（海外企業の年次報
告書）への、SASB基準に基づく
非財務情報の開示が義務付けら
れる

2018年5月
カリフォルニア州保険
庁、保険会社に対し
気候変動財務リスク・
ストレステスト実施
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【政策動向】 中国

出典：中国政府公表資料、その他2資料等より作成

先行する欧州の動きと連動して、中国は環境保護と経済成長の両立を掲げた政策推進の動きを強めている。G20杭州サミットではグリーンファイナンスを持続可能
な発展のためのキーファクターと位置付けており、イギリスを含めグリーンファイナンス推進に向けた諸外国との協力強化を進めている。国内では、これまで各管轄
組織が公表していたタクソノミーやグリーンボンドに関するガイダンス／ガイドラインを一つに共通化する作業を進めている。

主なエネルギー
関連規制・法案

• 第13次国民経済・社会発展5ヵ年計画（2016～2020年）
• エネルギー発展第13次5ヵ年計画：2017年発表。総エネルギー消費に占める石炭比率を64%（2015年）から58%（2020年）まで減少、総エネルギー消費に占める
天然ガス比率を5.9%（2015年）から10%（2020年）に増加、非化石燃料消費率を12％（2015年）から15%（2020年）に増加を計画

• エネルギー生産と消費革命戦略2016～2030：2017年発表。2030年までにエネルギー消費量を標準炭換算60億トン以内に抑える等の目標を設定
• 再生可能エネルギー発展第13次5ヵ年計画：2017年発表。2020年までの再生可能エネルギー開発計画を策定

2019年

監
督
当
局

政
策

2017年

国
内
グ
リ
ー
ン
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
推
進

国
際

2015年

2012年8月
香港証券取引
所、環境情報
開示ガイドライ
ンを発行

2008年5月
上海証券取引
所、環境情報を
含めた情報開示
のためのガイド
ラインを発行

証
券
取
引
所

金
融
機
関

2008年

2015年12月
中国人民銀行

（PBoC）, 国家発展
改革委員会（NDRC）
が各々グリーンボンド
発行ガイドライン公表

2016年8月
中国人民銀行主導
によるグリーンファ
イナンスシステムの
設立に向けた政府
ガイドラインを発行

2017年3月
中国証券監督管理
委員会（CSRC）

グリーンボンドガイド
ライン発行

協働
例）グリーンではない発行
体（石油会社等）によるグ
リーンボンド発行の原則
的な禁止

※（管轄）
PBOC：金融機関
NDRC：未上場企業
CSRC：それ以外
（上場企業等）

2015年12月
G20杭州サミットを前
に中国人民銀行・イ
ングランド銀行（共同
議長）がGreen 

Finance Study 

Group (GFSG)発足

2016年
香港証券取引所

すべての環境情報開
示に関して「推奨され
る慣行」から「遵守また
は説明」にア厳格化

2018年2月
GFSGから対象範
囲拡大を目的に

Sustainable 

Finance Study 

Group(SFSG)に
名称変更

2018年1月
英ロンドン市と中
国人民銀行,PRIと
共同で、TCFDに
基づく報告に関す
るパイロットグルー

プ発足

2013年3月
中国銀行業監督管理委員会

(CBRC)

銀行に対しグリーンクレジット
ポートフォリオの報告要請

2017年12月
PBoCとCSRC共同
でグリーンボンド認
定機関にかかるガイ

ドライン公表

2012年
英ロンドン市と中
国人民銀行、英
中グリーンファイ
ナンス・タスク
フォース設立

2018年11月
中国証券投資基金
業協会(AMAC)が
ESG研究報告書と
グリーンファイナン
ス・ガイドライン発表

気
候
変
動
関
連
情
報
開
示
に
か
か
る
動
き

2019年2月
PBoC,NDRC,

省庁を含めた
7公的機関が
「グリーン産業

ガイダンスカタログ
（※タクソノミー）」

公表

2019年以降
新グリーンボンド
ガイドライン策定

（予定）相互補完

共通化・
標準化

反映

CSRC

2020年を目途に全
ての上場企業に環
境に関する情報開示
を義務化（予定）
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2019年2月に、７つの公的機関（中国人民銀行（PBoC）, 国家発展改革委員会

（NDRC）、国家能源（エネルギー）局（NEA）、中華人民共和国生態環境部（MEE)、中

華人民共和国住宅都市農村建設部（MHURD）、中華人民共和国工業情報化部（MIIT）、

中華人民共和国自然資源部（MNR））が、グリーンファイナンスの対象となる共通の「グ

リーン産業ガイダンス・カタログ（Guiding Catalogue for the Green Industry 

(2019)）」を公表

グリーンボンドの発行

中国は、政策レベルでグリーンインフラ推進のためのグリーンボンド発行を奨励しており、

2017年度は世界で3番目

ただし、Climate Bonds Initiative （CBI）は、2017年度の発行額のうちの約1/3は、国際的

なグリーンボンドガイドラインの基準に則った発行ではないとの分析結果を「China Green 

Bond Market 2017」に公表

0

100

200

300

400

500

600

アメリカ フランス 中国 ドイツ スペイン

出典：中国政府公表資料、その他2資料等より作成
左図：Environment Finance, “Green bonds Review 2017”, 左表CBI, “China Green Bond Market 

2017”より当社作成

グリーンボンド発行国ランキング（2017年）
単位：億ドル

CBIが指摘する不準拠の理由 件数 発行金額

グリーン適格要件の定義の違い 31 87億米ドル

運転資金としての活用5％未満 18 40億米ドル

開示不十分 15 15億米ドル

グリーンボンド発行額で見ると、中国はアメリカに次いで２番目となっているが、GBP等の国際基準と比較して、中国のグリーンボンドの認定基準においては、より
広範囲の投資やプロジェクトを認める内容となっており、諸外国からグリーンウォッシングの批判が出ている。右状況を受け、中国政府はISO規格においても積極的
な動きを見せており、国内の基準の厳格化、国際基準との平仄化の流れに動いている。

【政策動向】 中国

グリーン産業ガイダンス・カタログ

グリーン産業ガイダンス・カタログ

利用対象 地方自治体

利用方法
地方自治体は、カタログと既存のグリーン産業支援政策との関連性を
強化し、資金とプロジェクトを適切に処理し、カタログに従って政策支
援の内容を調整することが求められる

カタログ内容
（概要）

対象産業
 法エネ及び環境保護産業 （省エネ機器、先進機器、資源循環装
置、新エネルギー自動車・グリーン船、省エネ改修、公害防止、
資源リサイクル）

 クリーン生産産業 （工業団地グリーンアップグレード、代替用途
および有害廃棄物処理のための無毒・無害原料、製造工程に
おける排ガス処理、処分および資源利用、節水および廃水処理、
製造工程における処分および資源利用、生産工程における廃水
処理・処理と資源の総合的利用）

 クリーンエネルギー産業（新エネルギーおよびクリーンエネルギー
機器、クリーンエネルギー施設の建設・運営、伝統的なエネルギー
源のクリーンかつ効率的利用（※クリーンな石炭利用・生産を含
む）、エネルギーシステムの効率的利用）

 自然環境産業（自然農業、自然保護、生態回復）
 インフラグリーンアップグレード（ビルのエネルギー効率・グリーン
ビル、グリーン交通、環境インフラ、都市エネルギーインフラ）

 グリーンサービス（コンサル、プロジェクト運営管理・評価・監査・
検証、モニタリング、認証）
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ESG投資のインベストメントチェーン（エコシステム）における各アクターの位置づけ・相互関係

機関投資家

（アセットオーナー、
アセットマネジャー）

企業 ESG評価機関

自家運用部門・エンゲージメント

ESG評価機能のある運用機関

情報提供情報取得

情報提供

情報取得

情報提供情報ベンダー
（指標作成会社）

運用機関 運用委託

•開示情報
•アンケート
• ヒアリング等

コーポレート
ガバナンス・
コード

各国・地域

消費者
取引先
従業員
個人投資家
地域社会

個人投資家
等の受益者

スチュワード
シップ・コード

ガイドライン策定、ツール開発、
優良事例、有識者会議、調査・研究国際枠組み策定主体 学術研究機関

国際枠組み・基準等の開発、
有識者会議、調査研究

法規制、標準等法規制、標準等

出典：経済産業省資料より作成

中央銀行 金融監督当局

関連省庁 証券取引所

エネルギー関連事業者をはじめとした企業は、国際枠組み策定主体、プレイヤー（機関投資家、ESG評価機関、情報ベンダー（指標作成会
社））、その他ステークホルダーと、インベストメントチェーンを通して相互に影響を及ぼし合っている。

4.1 インベストメントチェーン【再掲】
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国
際
会
議
／
国
際
機
関

One Planet 

Summit

2017.9

G20アンタルヤ・
サミット
2015.11

モントリオール
カーボンプレッジ

2014.9

Green Finance 

Working Group

(G20杭州サミット)

2016.9

国連
グローバル
コンパクト
1999.1

民
間

Global Investor 

Coalition on 

Climate Change
2012後半

年20192015 2017

設立

保
険

投
融
資

非
財
務

情
報
開
示

金
融

保
険

投
融
資

非
財
務

情
報
開
示

参照

2014

参照

参照

G20大阪サミット
（議長国：日本）

2019.6

ISO14100

グリーンファイナンス
検討開始
2017.6

ISO14097

気候変動ファイナンス
規格開発開始

2017.1

発足

影響

発足

始動

GRI (1997)

スタンダード
2016.10

発足

IIRC

(2010)

開示フレー
ムワーク
2013.12

参照

SBTi

(2014)

承認基準
改定

2019.4

NGFS

2017.9

OECD

Centre on Green

Finance and

Investment 2016.10

出典：各組織資料等より当社見解に基づき作成

Climate Action

100+

2017.9

各ガイドラ
イン整合の
ための
Better 

Alignment 

Project

成果物公
表
予定

2019.3Q

2020

環
境
全
般

／S
D

G
s

保
険

投
融
資

非
財
務

情
報
開

示

支援

国
／
地
域

金
融

関連

2018

金
融

NGFS

進捗レポート
公表
2019.3

ISO

サステナブル
ファイナンス専
門委員会
2018.6

補完

UNPRI

(UNGC, UNEP FI)

2006.4

気候変動
関連活動
のタクソノ
ミー規則
制定予定

2019

EU

サステナブルファイナ
ンスTEG

2018.6

参照

SASB

(2011)

11セクター
向けスタン
ダード発表
2018.11

CDP

(2000)

質問書を
TCFD提言に
沿って改定

2018.2

支援

赤道原則
（世銀・IFC）

2003.6

ポジティブ・インパク
ト金融原則

( UNEP FI) 2017.1

世銀
石油・天然ガス事業
への資金提供打切

2019

エクエーター原則
第4版公表予定

2019

環境・社会フレー
ムワーク
（世銀・IFC）

(1998) 2018.10

OECD

環境コモン
アプローチ
2001.11

SDGs

2015.9

COP21 

パリ協定
2015.12

グリーンローン原則
2018.3

Investor Agenda

発足
(UNEPFI, PRI, CDP等)

2018.9

TCFD

第1回進捗レポート
2018.9

TCFD

開示フレームワークに
かかる提言

2017.6

ISO14030

グリーンボンド
規格開発開始

2017.7

関連

参照参照

図形説明 色説明

：組織 ：規則・原則 ：基準／フレームワーク ：影響力大 ：金融／保険機関に適用 ：機関投資家に適用 ：企業が活用可能なツール
／レポート等

：強制力あり ：エネルギー事業者主導

石油・ガス気候変
動イニシアティブ

(OGCI)発足
2014.9

WEF

ダボス会議
2014.1

SSE

2008.11

持続可能な保険原則
( UNEP FI) 2012.6

OECD輸出信用
アレンジメント

1978.4

EU非財務情報開
示指令（NFR）

2014.12

FSB

M.カーニー議長

による金融リスク
に関するスピーチ

2015. 9

CDSB

(2007)

開示フレーム
ワークTCFD

提言に沿って
改定 2018.4

CRD立ち上げ
(IIRC)

2014.8

EIOPA

2011.1

EFRAG (2001)

気候変動関連報告
プロジェクトタスク
フォース発足

2019.3

TCFD

第2回進捗レポート
2019.6TCFD発足

2015.12

グリーンボンド原則
(2014)(ICMA)

2018.6

Climate Bond 

Standard

(CBI)

2017.1

WBCSD (2015)

TCFD 石油・ガス準
備フォーラム設立

2017.10

国連責任銀行原則
( PRB, UNEPFI)

2019

2016

IPIECA(1974)

シナリオ分析に関するレ
ポート発表 2019.3

参照

4.2 エネルギーファイナンスに関係する国際枠組み等の相関図
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• 気候関連のリスクと機会がもたらす事業、戦略、財務計画
への現在及び潜在的な影響を予測、その際にシナリオ分析
を実施を推奨

• 企業の事業活動で用いる電力をすべて再生可能
エネルギー由来の電力にすることを推進する取り組み

• 低炭素社会に向けた、政策・法制度、技術、市場等の移行
に伴うリスク

• 産業革命時期比の気温上昇を「2℃未満」にするために、
企業がIPCCに基づく削減シナリオと整合した削減目標を
設定

• 環境や社会要因等の非財務情報を
財務報告書に組み込むための 基
準となるサステナブル会計基準
（セクター、業種別）

• 温暖化や災害の激甚化等、将来の気候変動の物理的な
影響が企業のビジネスにもたらすリスクに係るシナリオ

• 世界の課題解決のため、経済、社
会、環境の調和を目指し国連が提
示した17の目標へ貢献する
（例：クリーンエネルギーの提供）

• 途上国を含む全ての主要排出国
が、自ら温室効果ガス排出削減の
目標を設定し、削減を推進する枠
組み

• 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
保つとともに、1.5℃に抑える努力
を追求する

• 証券取引所に発行体のESG情報
開示促進を推進。賛同する証券
取引所に上場する発行体は、証券
取引所の規則に従う必要あり

• 環境分野に使途を限定する融資に
関する国際的な原則

• 環境の持続可能性向上を図る、グ
リーンプロジェクトへ使用する資金
を調達するための国際的な自主
ガイドライン

• 気候関連のリスクと機会に係る
ガバナンス、戦略、リスク管理、
指標と目標に関する推奨開示内容
を設定

• 世界初のサステナビリティ報告書
規準。経済、社会、環境のトリプル
ボトムラインを骨格に、組織が報告
すべき指標や報告にあたっての
原則を規定

スタンス表明 事業戦略作成 活動実行・連携 非財務情報開示

気候変動へのスタンス決定 実行事業戦略への気候変動課題の取り込み 開示

物理的リスク（例：IPCCシナリオ）

TCFDフレームワーク
【TCFD】

GRIスタンダード
【GRI】

グリーンボンド原則（GBP）

SSEイニシアティブ

グリーンローン原則（GLP）

TCFDSDGs

RE100

パリ協定

エネルギー事業者に関連する気候変動関連の国際枠組みの整理

国
際
枠
組
み
／
ア
ク
タ
ー
（
例

）

企
業
活
動

SBT

移行リスク（例：IEAシナリオ）

サステナビリティ会計基準
【SASB】

投資家等ステークホルダーに
対し、気候変動に対する自社の
スタンスを明示する

低炭素事業戦略の策定：

気候変動に関連するリスクと機会を事業活動に反映
させる

 ビジネスモデルへの反映
（例：エネルギー転換への対応）

 削減目標設定
 社内カーボンプライシングの導入

取組実績

• これまでどのような取り組み
を進めてきたのか

将来

エネルギー需給見通し、今後
の戦略（リスク・機会）・方針、
削減目標・指標等

スコアリング・指標化

格付・インデックス策定時に、
企業の開示情報・エンゲー
ジメント結果を反映
（投資家等が活用）

FTSE

Sustainalytics

CDP

評価

ESG格付

MSCI

Oekom

Vigeo Eiris

DJSI (RobecoSAM)

信用格付

Fitch Ratings

Moody’s

S&P

資金調達

※TCFDはシナリオ分析を「推奨」としており、実施は任意
※一部のエネルギー事業者（例：Shell, Total）は、独自に
シナリオを策定済み

• 統合報告書の全般的な内容を統
括する指導原則及び内容要素を規
定し、それらの基礎となる概念を説
明することを目的に、フレームワー
クの利用、基礎概念、指導原則、
内容要素を規定

国際統合報告フレームワーク
【IIRC】

報告書等での情報開示世界共通目標 戦略への気候変動課題の組み込み

低炭素事業戦略・計画に基づ
き、事業活動を実施
（投資、研究、オペレーション等）

シナリオ分析

目標設定（CO2削減、再エネ割合等）

• 米国（及びその他の国に拡大）に対し、炭素税を導入し
税収を国民に還元する「炭素の配当」の導入を提言

Climate Leadership Council

事業活動

研究開発（R&D)

• 加盟企業に対して、パリ協定で
合意した目標達成や情報開示、
OGCIが設定したファンドへの出資
を求める。協働内容は、メタンガス
流出の削減、CO2排出の削減、
CCUSの促進等

石油・ガス気候変動イニシアティ
ブ（OGCI）

エネルギー事業者は、将来的なエネルギー需給を独自シナリオを策定または外部シナリオを参照することで予測し、把握した気候変動リスクと機会を自らの戦略に組み込んでいる。また、CDPか

らの質問書への回答やTCFD提言に沿った非財務情報の開示を通じて、投資家等のステークホルダーに対し気候変動対策・検討を実施していることを示している。

4.3 企業活動に影響を及ぼす国際枠組み

エネルギー関連ファイナンスを巡る情勢調査

出典：各組織資料等より当社見解に基づき作成
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投資判断を行う

ポリシー導入目的

国・セクターをカバー

非財務(ESG)情報開示

投資決定プロセスへのESGの組み込み

ESG投資ポリシー導入 ポートフォリオ構築 開示（対投資家、個人等）メソドロジーの活用

資産運用会社にESG

ポリシーの適用を求める

格付機関による契約履
行内容確認の際に活用

ポートフォリオを
構築する

（投資先銘柄を
決定）

規制／任意にもとづき、非財務情
報を開示する

開示内容：
投資判断にどのようにESG要素
を組み込んだのかについて説明

（注記） 上記のフロー図は、投資決定プロセスの1例であり、投資・運用手法についてはこの限りでない

受益者
（投資信託、年金基金等）

資産運用会社
（ESGに配慮した投資判断）

受益者
（投資信託、年金基金等）

報告ESGポリシー
共有・

モニタリング

ESGの組み込み方法

ESGポリシー策定

（システマティック・リスク
の把握、ESG関連の規

制要件の反映、解釈の
違い関する決定等）

• リサーチ・ユニバース（組み入れ候補の銘柄群）を整理
 投資不可能な企業（例：兵器製造・販売、タバコ、グローバルコンパクトへの
違反企業等）を除く

• 投資可能ユニバースの確定
 ESG評価と財務評価の総合レーティング結果に基づき、低いものを除外

• 財務分析
• 運用戦略：戦略的なアセット分配（地域、規模、産業セクター）
• ベストインクラス手法（パッシブ運用）

スクリーニング

スクリーニング

開示情報活用
• 財務情報、非財務情報

アナリスト・エンゲージメント

• 財務情報（例：中期経営計
画）

• 非財務情報（例：競合戦略）

ESG 評価
• ESGスコア（内部データ、外
部格付機関）

収益予測

（例：成長、収益、資
産効率、資本効率）

中～長期リスク評価
（例：事業継続性、
情報の信頼性・透明
性）

ESG評価と財

務評価の総合
評価

• TCFDガイダンスに基づき、炭

素関連資産への与信の程度、
融資対象事業の気候変動リス
クの管理方法、短～長期リスク
評価の際に使用する指標等に
関する情報を開示

• 開示を行う際にSASB基準の
則って開示する

• 署名企業は、毎年投資ポート
フォリオの二酸化炭素排出量を
測定し、アニュアルレポート、サ
ステナビリティ報告書、責任投
資報告書、ホームページなどで
公開することが義務

TCFD（任意）

SASB（任意）

モントリオールカーボンプレッジ

FSTE

MSCI

Robeco SAM

Sustainalytics

Vegeoeiris

GMI

【外部調査機関（例）】
• 投資家／資産運用会社の代わりにESGにかかるデータを収集

投資決定プロセス全体にかかる国際枠組み－責任投資原則 (PRI: Principles for Responsible Investment)

PRIへの賛同と原則の遵守 ＜PRI6原則＞
• 投資分析と意思決定プロセスへのESG課題の組み入れ
• 所有方針と所有習慣に ESG課題を組入れ
• 投資対象の企業に対してESG課題についての適切な開示を要求

• 資産運用業界における本原則に関する働きかけ
• 協働
• 活動状況や進捗状況の報告

ESG運用・責任投資の経営責任者：Chief Responsible Investment Officer 

受益者である年金基金等の機関投資家は、一般的に資産運用会社に運用を委託しており、その運用手法へのESG要素の組み込みを求めており、ESG格付機関・指標会社がESG関連情報を資産運用

会社に提供、必要に応じて機関投資家のESGポリシー策定の際にも協力している。受益者は、投資家等に対し、ESGをどのように考慮したのかについて開示する。

開
示
に
か
か
る
国
際
枠
組
み
（
例
）

4.4 機関投資家に影響を及ぼす国際枠組み

出典：各組織資料等より当社見解に基づき作成
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4.5 資金調達手法と国際枠組み

エネルギー事業者の主な資金調達手法と関連した国際枠組み

手
法

形
態

ファイナンスに関連した
主な国際枠組み

※【 】内は枠組みの適用対象

備考

デ
ッ
ト

間

接

金

融

融
資

• グリーンローン原則（GLP） 【借り手、債務者】
• 国連責任銀行原則 【金融機関】
• エクエーター原則(*1) 【金融機関】

• 世銀セーフガードポリシー【＊＊】
• OECD公的輸出信用アレンジメント【＊＊】
• OECD環境コモンアプローチ【＊＊】
• ISO【＊＊】
• TCFD【＊＊】
• EU Sustainable Finance【＊＊】
• NGFS【＊＊】

• 世銀等の国際開発金融機関が、途上国の大規模
開発における環境社会配慮基準を策定したことで、
民間金融機関へも同様の対応を迫る声が高まり
「エクエーター原則」が誕生。

• 主に大規模開発の際のプロジェクトファイナンスで
原則が適用されてきたが、プロジェクト紐づきの
コーポレートローンにも適用されることとなり、範囲
拡大・運用厳格化の流れにある。

• ESGに配慮したファイナンスは直接金融を中心に

国際枠組みの策定をはじめとした取組がなされて
きたが、UNPRBのような間接金融のESGに係る

統一的基準が登場したことにより、その取り組み
が加速するとみられる。この流れは、日本のように
間接金融中心の金融構造を有する国には、取組
拡大等においてより影響があるものと想定される。

直

接

金

融

債
券

• グリーンボンド原則（GBP） 【発行体】
• 気候ボンド基準（CBS） 【発行体】
• 国連責任投資原則（UNPRI） 【投資家】
• ISO【＊＊】

• 仏エネルギー転換法173条
• EU Sustainable Finance【＊＊】
• EIOPA【＊＊】
• SBT【＊＊】

• グリーンボンド原則、グリーンローン原則ともに資
金の調達サイド（発行体、借り手）が枠組みの適用
対象とされているが、ISOのグリーンローンに係る

認証策定プロセスにおいて、資金提供サイドである
金融機関・投資家への遵守責任についても議論が
なされている。

エ
ク
イ
テ
ィ

出
資

• 国連責任投資原則（UNPRI） 【投資家】
• SSEイニシアティブ策定の上場基準【上場企業】
• ISO【＊＊】

• 仏エネルギー転換法173条【＊＊】
• EU Sustainable Finance【＊＊】
• EIOPA【＊＊】
• SBT【＊＊】

• 機関投資家を中心に、投資対象選定の際にESG

を指標の一つとして重視する動きが拡大しており、
上場企業がESG活動に関する情報開示の積極化

が進む。通常の決算説明会と別途、企業のサステ
ナビリティ、ESGに関する説明化を実施する動きも
みられる。

資産 負債

純資産

資本金

利益剰余金

融
資

出
資

債
券

エネルギー事業者

出典：各団体資料等より当社作成
(*1) 「エクエーター原則」は、当初はプロジェクトファイナンスのみを適用対象としていたが、2013年の改訂でプロジェクト紐付きコーポレートローン等へ対象が拡大された。

金融機関
• グリーン投資へのコミット
• 審査・信用評価における環境ファクター
の考慮

• グリーン投資に関するファイナンス

借入主体
• グリーンな事業に関する資金調達
• 環境に関する情報開示

ステークホルダー／スタンス

投資家
• グリーン投資へのコミットメント
• 環境ファクターの投資判断への統合
• グリーン投資へのアセットアロケーション
• エンゲージメント、ダイベストメント

発行体
• グリーンな事業に関する資金調達
• 環境に関する情報開示

投資家
• グリーン投資へのコミットメント
• 環境ファクターの投資判断への統合
• グリーン投資へのアセットアロケーション
• エンゲージメント、ダイベストメント

事業者
• グリーンな事業に関する資金調達
• 環境に関する情報開示

• 国連責任投資原則
（UNPRI） 【投資家】

• NGFS 【全て】
• ISO14097 【TBD】
• ISO14100 【TBD】
• ISO TC322 【TBD】
• TCFD 【全て】

• 仏エネルギー転換法
173条 【全て】

• EU Sustainable 

Finance 【全て】
• EIOPA 【保険・機関投
資家】

• SBT 【全て】

• ISO14030【発行体】

• グリーンボンド原則
（GBP） 【発行体】

• 気候ボンド基準（CBS）
【発行体】

• SSEイニシアティブ策定

の上場基準 【上場企
業】

• 世銀セーフガードポリシー 【金融機関、事業者】
• OECD公的輸出信用アレンジメント 【金融機関、事業者】
• OECD環境コモンアプローチ 【金融機関、事業者】
• エクエーター原則(*1) 【金融機関】
• 国連責任銀行原則（UNPRB） 【金融機関】

• NGFS 【全て】
• ISO14097 【TBD】
• ISO14100 【TBD】
• ISO TC322 【TBD】
• TCFD 【全て】
• EU Sustainable Finance 【全て】

• グリーンローン原則（GLP） 【借り手、債務者】

エネルギー事業者の資金調達手法としては、以下のようなデット／エクイティファイナンスが存在し、これらの調達手法に関連するステークホルダーの動向や国際
枠組みから、企業が一定の影響を受けることが想定される。
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Exxon Mobil

E.ON SE

Total SA

Chevron

Equinor

Shell 

Enel SpA

BP p.l.c

Engie

EDF

電力、再エネ事業拡大、
新燃料（水素等）やCCS

研究開発

気候変動やエネルギー
移行への明確な対応方
法を示すべき

2050年に向けた事業の
低炭素化のため石油と比
較してガスの割合を増加

2018年OGCI加盟、CCS

技術の開発、バイオ燃料
の推進

低炭素事業（バイオ燃
料、AI, 太陽光発電）投
資拡大、CCS推進

北欧での低炭素製品販
売、メキシコ小売燃料市
場進出

強みのある石油・ガスを
維持しつつも、低炭素・再
エネ事業拡大

低炭素電力（再エネ／ガ
ス）事業進出、バイオ燃
料、CCS技術開発

気候変動等の十分な報
告・開示による透明性確
保が投資家に重要

天然ガス増加、2040年に
はポートフォリオの20%

が電力事業

2016年石炭事業停止

2018年OGCI加盟、CCS

技術の開発、再エネ事業
実施

※賛同は表明していない
がTCFD提言に沿った年
次報告書公表

エネルギー転換に必要な
電力事業のデジタル化、
自動化、低炭素化技術

2121年まで再エネ投資
の7割は北米・南米、ブラ
ジル電力会社買収

気候変動への影響を低
減するようなビジネスモ
デル推進

グリーンガス、洋上風力
事業

ゼロカーボンへの転換に
かかるサービス分野での
リーダーとなる

2019年2月に今後20カ国
からの戦略的撤退表明

2030年までにフランス国
外での事業を3倍に拡大
（国内原子力比率低下）

気候変動に関する公正、
透明性高い、一貫した報
告は、低炭素経済に良い

2018年石油火力完全廃
止、石炭火力は将来的に
廃止予定・新規建設なし

新エネ（洋上風力、CCS, 

天然ガスからの水素製
造）投資増

年次報告書、CSR報告
書での開示は、TCFD勧
告に既に則っている

2019年1月賛同表明（※
プレスリリースなし、賛同
理由不明）

総合システムプロバイ
ダーとして送配電と小売
に特化

2018年再エネ事業の他
社への譲渡による撤退表
明

5.1 主要欧米資源・エネルギー会社の事業戦略分析 （1/2）

事業戦略の特徴

欧米の資源・エネルギー事業会社の事業戦略を分析した結果、低炭素社会への移行スピード（エネルギー需給予測を含む）に合わせ、各社が機会とリスクを勘案し
た事業戦略を策定していることが確認できた。事業戦略にかかる特徴5つへの各社の該当結果は、以下の通り。

事業の多角化／
新規事業開拓

国外への新規進出・
事業拡大

TCFD賛同表明
（賛同理由）

事業ポートフォリオ再編
事業モデルの転換／
特定事業からの撤退

$1,500

億以上

$1,500 ~

$1,000 

億

$1,000 

億以下

収益規模

水色：石油・ガス事業会社、 緑色：電力会社

出典： 各組織資料等より当社の見解に基づき作成
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5.1 主要欧米資源・エネルギー会社の事業戦略分析 （2/2）
スーパーメジャーを筆頭に欧米の石油・ガス会社は、短期的には既存のスケールメリットを生かし、石油・ガス事業を維持するが、長期的には天然ガス等より低炭素
なエネルギーへ軸足を徐々に移す模様。欧州と比較して米国では気候変動関連情報の開示にかかる積極的な動きは見られない。

共通

石油・ガス会社

事
業
戦
略
の
方
向
性

事業の特徴

 グローバルな石油・ガス市場において、スケールメリッ
トを保有

 石油・ガスが中核事業

事業環境
 ステークホルダー（金融機関、機関投資家、NGO等）

からの事業全体の低炭素化、気候変動リスクの事業
への影響に関する情報開示要求圧力強まる

 欧州：気候変動関連情報の開示に向けた政策・規制
の厳格化が進行

 アメリカ：トランプ政権下における気候変動・環境関連
政策・規制の一部緩和

共通
 短～中期（2030年頃）：既存中核事業（石油・ガス）の維持
 事業ポートフォリオの低炭素化（高効率化、CCS技術開発、フレア
リングゼロ、天然ガスの比重増等）

 新規開事業開拓（低炭素社会でのニーズが高いエネルギー：バイ
オ燃料、水素、再生可能エネルギー発電等）

事業者

現在の事業の特徴・事業環境 今後の事業戦略

Exxon 

Mobil

Total SA

Chevron

Equinor

Shell

BP p.l.c

地域

：気候変動関連情報開示に積極的な姿勢

：気候変動関連情報開示に保守的な姿勢

欧州企業

アメリカ企業

長期的にはエネルギー転換（石油からガス／
ガス以外のエネルギーにシフト）の方針

Total SA

Shell

BP p.l.c

Exxon Mobil

Chevron

Equinor

2030年以降は不明。

世界的に見ると将来エネルギー需要は増加、
それに伴う石油・ガス需要も高いことから中期
的には上流事業を強化の方針

電力会社
事業の特徴
 化石燃料由来の電力の全体に占める割合小
 発電／送電／配電／小売が中核事業

 再生可能エネルギーのようなエネルギー転換の潮流
に合う事業を実施

事業環境

 電力事業の規制緩和、再エネ事業への参入増加によ
る競争激化に伴い、収益低下

事業者

Enel SpA

EDF

E.ON SE

Engie

地政学的な多角化

国内市場の縮小等を踏まえ、さらなる収益拡
大を求め積極的に海外市場に進出、市場の拡
大及び新規事業を開拓

Enel SpA

EDF

E.ON SE

Engie
事業ポートフォリの再編・撤退

低炭素社会の潮流に沿った事業モデルを見
直し、競争力のある事業に集中（（例：再エネ
事業からの撤退、配電・小売／サービス事業
への集中）

出典： 各組織資料等より当社の見解に基づき作成
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国際枠組み・イニシアティブ（策定主体）

5.2 エネルギーファイナンス関連の国際枠組（まとめ）

1. 気候変動関連ファイナンス（エネルギーファイナンスを含む）の国際枠組み策定の変遷

• 2006年に責任投資原則（PRI）が策定され、投資家や金融市場への環境、社会、ガバナンス（ESG）課題の認識が提起された
• 2015年のSDGsの設定、 FSB議長マーク・カーニー氏のスピーチ、パリ協定の締結が大きな契機となり、サステナブルファイナンスの推進及び
気候変動関連リスクが財務インパクトに影響することが、金融機関、投資家、事業者、政策当局の間で共通認識となり、危機意識が高まった

• EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance （HLEG）が2016年に発足し、2017年にNGFS（気候変動リスクに係る金融当局
ネットワーク）が発足、2019年には責任銀行原則が策定される予定で、今後ともサステナブルファイナンスを巡る動きを注視していく必要がある

2. 特に影響力のある国際枠組みの今後の動向

• EU Sustainable Finance：
2014年にEU非財務情報開示指令が成立し、2019年3月時点においてTechnical Expert Group on Sustainable Finance（TEG） が
タクソノミーを含む4項目について議論を行っている。2019年末までには、EUは、タクソノミーに関する規制及び委任法令を採択予定である。
タクソノミーの定義が確定すると、欧州金融機関のストレステスト、保険会社の欧州ソルベンシー規制、グリーンボンド及びグリーンローンの定
義に反映されるため、エネルギー企業を含めた事業者の事業や資金調達に大きな影響を及ぼすことが予想される

• TCFD：

2017年にTCFD提言が公表され、2019年3月時点で全世界で611組織がTCFD提言への賛同を表明している。TCFD提言に沿った非財務情報
開示をどのような方法で行うかについて、現在様々な国際枠組み等が議論しており、今後開示にかかる既存のフレームワークがTCFDの下に
集約されていくことが想定される

3.  国際枠組みにかかる課題

• 現状、非財務情報開示にかかるフレームワーク、シナリオ分析手法、タクソノミーの分類、グリーンボンドの定義に関して、様々な国際枠組みが
混在しており、企業からの標準化や簡素化を求める声が上がっている

• タクソノミーの分類に関して、機関投資家等はグリーンウォッシュの問題、事業者はグリーンに分類されない既存事業への悪影響、金融機関は
すべての融資等の明確な分類化（グリーンか否か）の難しさに関する懸念が聞かれる

• シナリオ分析については、事業者からの2030年／2040年以降の将来予測にかかる不確実性の高さから、詳細なシナリオ分析を実施すること
への疑問やステークホルダーに対する詳細な開示の有益性に関して疑問視する声もある

出典： 各組織資料、インタビュー等より当社の見解に基づき作成
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エネルギー事業者

5.2 エネルギーファイナンス関連の国際枠組（まとめ）

1. エネルギーファイナンス関連の国際枠組みへの対応状況

• 欧州の主要な資源・エネルギー事業者は、WEF,TCFD, EU等の国際枠組みが開催するコンサルテーションへの策定初期段階からの積極的な
参加や、公表レポートドラフト段階でのパブリックオピニオン提出を通じて、議論の内容や動向を把握し、枠組み策定主体に対し、エネルギー産
業界の意見や自社の意見を反映させている

• TCFD提言に対し、欧州の主要なエネルギー事業者は賛同を表明しているが、米国のスーパーメジャーは公式には賛同を表明していない

• 欧州のエネルギー事業者が賛同している背景には、投資家等からの圧力に加え、提言レポート公表前のドラフト内容に対して、エネルギー業界
団体（IPIECA等）がコメントを提出、TCFDがそのコメントをレポートに反映し公表したことを受け、賛同に転じた経緯がある

• エネルギー事業者により設立された、気候変動関連情報の開示やシナリオ分析、CCS等の技術開発等について協働・エンゲージメントを行うた
めのイニシアティブであるOGCIは、2014年発足当初は米国事業者が参加していなかったものの、2018年9月にエクソンモービル、シェブロン、
オクシデンタル・ペトロリウムが参加を表明し、現在の参加企業数は13社である（日本企業は不参加）

2. 事業戦略への国際枠組みの影響

• SDGsやパリ協定の削減目標達成のため、天然ガスのポートフォリオ全体に占める割合増やし、低炭素エネルギー技術（グリーンガス、水素、
CCS等）の研究開発を行っており、各国の低炭素社会への移行スピード（エネルギー需給予測を含む）を勘案しながら、エネルギー転換に向け
た事業戦略を立てている

• IEAやShellが策定する2030／2040年までのエネルギー需要シナリオを基に、社内でシナリオ分析を行い、事業戦略策定のための気候変動
関連リスクと機会の把握を進めている

3.  国際枠組みにかかる課題

• 非財務情報開示については、開示自体については賛同しているものの、シナリオ分析の前提条件等までの詳細な開示については否定的な意
見がある。また、石油・ガス事業者はエネルギー需要予測のため、TCFD提言以前から独自にシナリオ分析を実施しており他の事業者と比較し
て既に一定程度の知見があるため、シナリオの一律な標準化については反対の意見も聞かれる

特に影響力のある国際枠組み
【世界】 TCFD, EU Sustainable Finance, IEA, 世界経済フォーラム（WEF）
【エネルギー事業者のみ】 石油・ガス気候変動イニシアティブ（OGCI）,国際石油産業環境保全連盟（IPIECA)

出典： 各組織資料、インタビュー等より当社の見解に基づき作成
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金融機関

5.2 エネルギーファイナンス関連の国際枠組（まとめ）

1. 気候変動関連ファイナンス（エネルギーファイナンスを含む）の国際枠組みへの関与の変遷

• 2003年に赤道原則が策定され、大規模インフラ・資源開発等へのプロジェクトファイナンスの際の、環境負荷低減及び融資後のモニタリングが
求められるようになった

• 2008年に策定された気候原則は、プロジェクトファイナンスだけでなく、気候変動問題に対する金融機関の事業活動全般に関する行動原則を
策定し、気候変動問題に対して金融機関が取るべき環境経営の方向性をより包括的に示している

• 直接金融から広がったESG投資を間接金融にも拡大していく動きを受け、サステナブルファイナンスの分野で遅れを取っていた金融機関が、
2019年に初めて銀行業務をSDGsとパリ協定が定める社会的ゴールに整合するよう変えていくことを目標とした責任投資原則の銀行版である
国連責任銀行原則を策定予定。現時点で世界28銀行が参加しているが、日本からの創設機関としての参加はなし

• 2018年に、グリーンボンド原則（改訂版）、グリーンローン原則が策定されている
• 赤道原則は、パリ協定やTCFD提言を踏まえて第4版の改定作業が現在進められており2019年に公表予定

2. 投融資方針への国際枠組みの影響

• 欧州を中心とした大手金融機関の一部が、座礁資産リスクを想定し、石炭関連事業（炭鉱、石炭火力発電）ダイベストメントを行っている。ただし、
最貧国等代替エネルギー手段が乏しい国については例外を設けている

• 石炭から、今後環境負荷が高い非在来型化石燃料（シェールオイル／ガス、オイルサンドからの石油）へ投融資・保険停止範囲が拡大する方
向である。ただし、シェールガスについて、社会のエネルギー転換に貢献するエネルギーとして支援する金融機関もある

3. 特に影響力のある国際枠組

• ストレステストに適用されるメソドロジー（シナリオ分析、投資家や企業が保有する金融資産の中で市場の価格変動リスクにさらされている資産
の割合を示すエクスポージャー等）に関して、NGFSの今後の動向を注視している

• 2019年に策定予定のPRBが、銀行セクターのサステナブルファイナンスにかかる影響力のある国際枠組みになる可能性がある。PRIは、2019

年2月に署名機関に対しTCFD提言による開示の義務化を求める方針を示しており、PRBが同様の方針を今後採用するかについて、その動向
を注視する必要がある

特に影響力のある国際枠組み
【銀行セクター】 赤道原則、NGFS, 国連責任銀行原則 (PRB), TCFD, EU Sustainable Finance

【保険セクター】 欧州保険・企業年金監督局（EIOPA）, 持続可能な保険原則（PSI）, EU Sustainable Finance

出典： 各組織資料、インタビュー等より当社の見解に基づき作成
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機関投資家／資産運用会社

5.2 エネルギーファイナンス関連の国際枠組（まとめ）

1. 気候変動関連ファイナンス（エネルギーファイナンスを含む）の国際枠組みへの関与の変遷

• 2010年に英国で金融機関を中心とした機関投資家のあるべき姿を規定するスチュワードシップを策定され、その規定の一部としてESGが取り
入れる流れの中、2006年に責任投資原則が策定された

• 責任投資原則が策定されたことで資産運用会社等のサステイナビリティへの認識が生まれ、2015年のSDGsやパリ協定の策定によりサステナ
ビリティ推進の動きが強まった

• 2018年秋以降、大手資産運用会社（例：Amundi, AXA）が、ESG運用・責任投資の経営責任者（Chief Responsible Investment Officer）
のポジションを設置し、ステークホルダーに対してさらなるESG推進の姿勢を打ち出している

2. 投資・資産運用方針への国際枠組みの影響

• 石炭等の化石燃料のダイベストメントを表明する機関投資家・資産運用会社がいる中、直接金融における株については、ダイベストメントからイ
ンデックスを活用した投資へのシフトの動きもみられる

• ダイベストメントの手法を取らない年金基金等の機関投資家は、ダイベストメントによる企業の排除ではなく、気候変動課題に伴うパラダイムシ
フト／エネルギー転換を企業としてどのようにビジネスに生かすかという視点から前向きなエンゲージメントを資産運用会社に期待している

3. 特に影響力のある国際枠組

• 欧州連合の独立専門機関の一つであるEIOPAは、保険業界の業務にかかる「欧州ソルベンシーⅡ」規制を策定しており、EU Sustainable 

Financeが策定するタクソノミーが、保険会社の資産にかかるリスクへの引当方法に重大な影響を及ぼす。そのため、EIOPAは、タクソノミーの

活用に関するコンサルテーションを開始、グリーンの分類に基づく保有資産の資本コスト（キャピタルチャージ）の変更に関して議論しており、保
険会社はEIOPAの動向を注視している

• 2019年2月に責任投資原則が発表した、署名企業に対する2020年以降の年次報告でのTCFDガイドラインに沿った設問への回答義務化によ
り、現在TCFDに賛同していない機関投資家・資産運用会社も対象となるため、影響は大きい

• EU非財務情報開示指令やフランスエネルギー移行法第173条により義務化された企業への情報開示は、企業に対しピアプレッシャーを与えて
いるものの、透明性については現状企業の認識よりも投資家等は十分と感じていないという課題がある

特に影響力のある国際枠組み
責任投資原則、フランスエネルギー移行法第173条、EU Sustainable Finance, 欧州保険・企業年金監督局（EIOPA）, Science Based Targets 

（SBT）

出典： 各組織資料、インタビュー等より当社の見解に基づき作成
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ESG関連指標・格付会社

5.2 エネルギーファイナンス関連の国際枠組（まとめ）

1. ESG指標・格付会社のサステナブルファイナンス（エネルギーファイナンスを含む）にかかる役割

• 2015年のSDGsが設定され、機関投資家や資産運用会社等が投資判断の際にESG要素を組み込み始めている
• クライアント（資産運用会社、機関投資家、金融機関等）の企業のESG関連情報ニーズに対応し、さまざまなESGデータ・スコアやインデックス
を提供している

• ESG評価基準の作成の際には、ISO等の国際基準を踏まえている。国際枠組みやルール策定への関与方法としては、策定された基準を活用
し事業者を評価する立場であるため、オブザーバーとしての関与方法を取っている

2. ESG指標・格付会社の今後の動向

• これまでの格付にESGの要素を取り込む動きが進むことが想定される
• そのため、既存の格付会社（例：S&P, Moody’s, Fitch等）とESG格付会社による協働体制構築や、ESG格付会社買収による取り込み等の可
能性が考えられる

• フランス政府が提案したガソリン税の増税に対する抗議活動である「イエローベスト運動」が起きる等、最近では、環境（E）だけでなく社会（S）の
リスク評価の重要性も高まっている。ただし社会（S）については、メディアによる報道等で問題が明るみになるケースが多く、情報開示の方法に
統一性が無いことを課題として認識している

3. 資源・エネルギー事業者の格付方針への国際枠組みの影響

• 主要な格付会社では、化石燃料事業がコア事業であることを理由に資源・エネルギー事業者の格付を下げる手法は取られていない。ただし、
指標の一つとしてCO2排出量が含まれており、石炭関連事業の排出量が高い場合、スコアリングにマイナスに影響する

• 各指標・格付会社の方針にもよるが、事業者のCCSをはじめとした新技術への挑戦や、再生可能エネルギー・省エネ事業等の低炭素化への移
行に係る取組は、気候変動対策への積極的な姿勢と評価している

• EU Sustainable Financeが策定するグリーン分野にかかるタクソノミーは、グリーンボンドの格付やグリーンに分類されない事業を実施してい
る企業の株価に直接的に影響を及ぼすことが予想されるため、影響力は大きい。欧州以外の日本企業に対しても、一定の影響が出る可能性
がある

特に影響力のある国際枠組み
SDGs, Green Bond 原則, EU Sustainable Finance, ISO

出典： 各組織資料、インタビュー等より当社の見解に基づき作成
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NGO／シンクタンク等

5.2 エネルギーファイナンス関連の国際枠組（まとめ）

1. 影響力のあるNGO／シンクタンク（例）

WWF, Climate Action100+, OXFAM, SBT

2. NGO・シンクタンク等のサステナブルファイナンス（エネルギーファイナンスを含む）にかかる役割

• パリ協定の目標達成に向けて、企業に対し化石燃料への支援・使用停止を求めている
• 機関投資家や資産運用会社の投資／運用方針、金融機関の投融資の情報に関するレポートを公表している
• エネルギー事業者に対しては、気候変動関連情報のより詳細な開示や事業戦略の見直しを求め、株主総会に向けた株主提案を行う

• 上記のようなアドボカシーやキャンペーン以外に、科学的根拠に基づいた削減目標の設定支援をはじめ、メソドロジーの提供等、ステークホル
ダーが課題解決に取り組みやすいような仕組みを提供する組織もある

• SBT, RE100 等のイニシアティブは、実績を有する国際NGOが多数集結して発足されており、国際機関等の他アクターと連携することで、強い
活動基盤を形成しながら、取組を推進している

• 欧州では、機関投資家、金融機関、格付会社等と積極的に意見交換を行い、評価に関する考え方についてエンゲージメントを行っている
• 環境系NGOのみならず、気候変動は貧困・食料問題等に深刻な影響をもたらすとされていることから、貧困・開発課題に取り組むNGOも、
ステークホルダーの取組促進に向けた活動を実施している

3. 国際枠組みへの影響

• イニシアティブを発足し、機関投資家等と協働することで、化石燃料使用ゼロに向けた働きかけを推進
• NGO／シンクタンクの中には、CO2削減目標設定にかかるメソドロジーの提供等、ステークホルダーの課題解決への取組を促すような支援も
行っており、気候変動に関連したリスクと機会の測定等に関してより重要なアクターとして影響力を及ぼす可能性がある

特に影響力のある国際枠組み
SDGs, パリ協定

出典： 各組織資料、インタビュー等より当社の見解に基づき作成
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