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1 はじめに 

2015 年 11 月にフランス・パリにおいて、国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）

が開催され、新たな法的枠組みとなる「パリ協定（Paris Agreement）」が採択された。パリ協定で

は、世界共通の長期目標として２℃目標の設定や、すべての国による削減目標の５年ごとの提出・

更新、各国の適応計画プロセスと行動の実施、先進国が引き続き資金を提供することと並んで途上

国も自主的に資金を提供すること等が位置付けられている。 

日本においても、パリ協定を受け地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画で

ある「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、長期的目標として３条件・３原則1に基づいて 2050

年までに 80%の温室効果ガスの排出削減を目指すことが位置付けられた。 

並行して、20 年来、気候変動対応を「社会的責任」としてではなく、「リスクや機会」として捉える

動きがあり、関連するイニシアティブ等が発展している。大気汚染を受けた規制強化要請の高まり

や、異常気象によるビジネスへの実害の健在化などにより、金融機関や投資家が、気候変動によ

るリスクをビジネスへの影響要因として投資基準に組み込む動きが見られるようになった。そのよう

な中、2015 年にパリ協定が採択され、気候変動に対応して投融資を行う動きやそれに伴って環境

面に関する企業の情報開示を求める動きが活発化している。企業と投資家の責任という観点から

は、環境・社会・ガバナンスの視点を投資判断に組み込む ESG 投資の考え方が進展し、国連責任

投資原則（PRI）の署名機関数・規模は大きく増加している。また、G20 からの要請を受けて金融安

定理事会（FSB）が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）が、2017 年 6 月に気

候関連のリスク・機会に対する企業の任意情報開示フレームワークを提示した。 

その後、TCFD の署名企業は増加しており、47 ヵ国の金融、非金融企業 534 社、政府・国際機

関・民間団体等 67 団体が、TCFD への賛同を表明（2019 年 3 月 12 日時点）している。 

並行して、Climate Action 100+といった世界で排出量の多い事業者に対して投資家のエンゲ

ージメントや事業者の開示を促すイニシアティブに見られるように、気候変動に関する情報開示を

求める動きが活発化している。これまで多様に存在していた開示のルール等が TCFD 提言の内容

を踏まえて改定されつつあることも考慮すると、投資家・事業者等がグローバルなルールに則った

対応を求められる状況が今後より一層強まっていく可能性がある。 

 上記を踏まえ、本事業では、気候変動をめぐる投資・金融に関する国内外の最新動向、各国にお

ける情報開示の実態、日本企業の取組状況・課題等を調査・分析した上で、中長期的に日本企業

の価値を高め、国際的な競争力を向上させていくために政府や企業が講ずべき施策について検討

する。特に、気候変動関連のリスクや機会をどのように評価して経営戦略に組み込み将来のビジョ

ンを描くべきか、どのような方法・媒体でどういった内容の開示を行うべきか、社内の意思決定をど

のように行えばよいか、自社の強みをどのように発信すればライバル企業との差別化につながるか

といった論点について、産業界、金融業界、有識者と広く議論を行い、現在の我が国の企業開示制

度の中で日本企業の強みが国際的にアピールできるような情報開示の在り方について検討をおこ

なった。 

                                            
1 【３条件】①全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みの中で取り組むこと、②主要排出国がその能力に応じた排出削

減に取り組むよう国際社会を主導すること、③地球温暖化対策と経済成長を両立させること 

 【３原則】①抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発・普及などイノベーションによる解決を最大限に追求する、②国内投資を促

し、国際競争力を高める、③国民に広く知恵を求める 
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2 気候変動をめぐる投資・金融に関する国内外の最新動向 

近年、金融業界において気候変動をはじめとする環境への影響・取組を重視する動きや、それに

伴って環境・気候変動に関する企業の情報開示を求める動きが活発化している。企業の気候関連

情報の開示が推進されると同時に、金融機関の ESG への取組、付随して格付け機関の動きも変

化しつつある（図 1）。 

 

 

図 1 気候変動をめぐる投資・金融の全体像 

 

2.1 気候変動をめぐる投資・金融の国際的な動き 

IEA（International Energy Agency、国際エネルギー機関）によれば、持続可能な経済・社会

に向けた目標の達成のためには、約 12 兆ドルという追加投資2が必要であると予測されており、公

的資金を補うためにも民間資本をサステナブルな投資に向ける必要がある。そのためには、金融シ

ステムにおける安定性や透明性の確保や、長期的視点の育成が重要である。 

こうした問題意識から、EU や G20 において気候関連のファイナンスの議論が活発化している。

以下、その概要を説明する。 

 

（１）EU 

EU では、サステナブル・ファイナンスを、投資意思決定における環境面、社会面を考慮し、長期

的かつ持続可能な活動への投資を増加させるプロセスとしている。現在の投資水準は環境的、社

会的に持続可能な経済システムを支えるには不十分であり、欧州委員会によれば、2030 年までに

                                            
2 IEA ”Energy Technology Perspectives 2016” （2016 年） 

エネルギー転換法173条
One Planet Summit

会社法で義務付け

英国 フランスEU サステナブルファイナンス
タクソノミー、NFRD(NBG)

ベンチマーク

中国
2020年上場企業開示義務
（2019年には環境情報を任意開示）

連携（パイロットプラン、SFSG共同議長）

各国政策は気候変動情報の開示を推進

G20

企業の開示のイニシアティブはTCFDへ集約

格付け機関はカーボン指数を公表

S&P

カーボン・エフィシェント指数の開発

テーマ型指数も増加（再エネ、水・・・）

企業

投資家のESG投資の高まりと変化

国内でのESG投資の増加（GPIFの動き含む）

PRI加盟の増加
TCFD関連設問の回答義務化（2020年より）

グローバルな、エンゲージメント・ダイベストメントの動き

ESGにαを追求する動き

投資家の意見を反映
各フレームワークを反映

SEC・Form10-k
米国

年金基金、自治体の独自の動向
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EU の気候変動目標を達成するためには、気候及びエネルギー分野だけでも年間約 1,800 億ユー

ロの追加投資が必要と想定されている3。 

そこで、欧州委員会は 2016 年に「サステナブル・ファイナンスに関するハイレベル専門家グルー

プ(EU HLEG)」を設立し、民間資本をサステナブル・ファイナンスに向けるべく必要な議論を実施し

た。HLEG は、2018 年 1 月 31 日に最終提言書4にてサステナブル・ファイナンスに関する８つの

提言を欧州委員会に向けて発表した。提言では気候変動の緩和と持続可能な経済成長に金融が

より貢献すること、並びに ESG（環境、社会、ガバナンス）を投資の意思決定に組み込み、金融シス

テムの安定化を強化することを緊急課題としている。これを受け、欧州委員会は、持続可能な開発

のためのアクションプラン5を作成し、2018 年 3 月 8 日に発表した（図 2、表 1、図 3）。 

 

 

図 2 欧州委員会の Action Plan: Financing Sustainable Growth の概要6,7 

 

                                            
3 EC(欧州委員会)（http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097）（2019 年 3 月 7 日アクセス） 
4 EC（欧州委員会）”Final Report 2018 by the High-Level Expoert Group on Sustainable Finance”（2018 年） 
5 EC（欧州委員会）”Action Plan : Financing Sustainable Growth”(2018 年) 
6 EC（欧州委員会）”Final Report 2018 by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance”（2018 年）  
7 EC（欧州委員会）”Action Plan: Financing Sustainable Growth”（2018 年） 

Action Plan: Financing Sustainable Growth 概要

持続可能な活動におけるEU分類システムの構築

グリーンファイナンス商品の基準およびラベルの作成

持続可能なプロジェクトへの投資の促進

投資アドバイスにおける持続可能性の組み入れ

1

2

3

4

背景・EU HLEG提言内容

サステナビリティ・ベンチマークの開発5

格付けおよびリサーチにおけるよりよいサステナビリティの組み込み6

 パリ協定の持続可能な経済・社会に向けた目標達成のためには民間資本を
サステナブルな投資に向ける必要があり、そのためには金融システムの安定
化確保や経済における透明性・長期的視点の育成が重要であると考えられた

 欧州委員会は2016年に「サステ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(EU HLEG)」を設立。2018年1月31日には最終提言書にてサステ
ナブルファイナンスに関する８つの提言を欧州委員会に向けて発表した。

EU HLEG Final Reportにおける提言内容

1. 市場と整合し、明確である共通のサステナブルファイナンスのタクソノミーの
導入。

2. 時間枠を伸ばして（長期的な）投資家の義務を明確にし、ESGの要素をより
重視するようにする

3. 気候変動のリスクと機会が十分開示されるように、欧州の開示規則を改訂す
る

4. 欧州市民がサステナブルファイナンスの課題に対応できるようにする

5. 正式な欧州のサステナブルファイナンスの基準を開発する。グリーンボンドに
関するものからはじめる

6. EUパイプラインの持続可能な資産の規模と質を拡大する “Sustainable 

Infrastructure Europe”機関 の設立

7. 持続可能なファイナンスの能力を構築するために、企業のガバナンスとリー
ダーシップを改革する

8. ESA（欧州監督当局）の委任の一環として持続可能なファイナンスを促進す
るために、ESAの役割と能力を拡大する

機関投資家およびアセットマネージャーの義務の明確化7

プルデンシャル（健全性）要件へのサステナビリティの組み込み8

持続可能なコーポレートガバナンスの促進と
資本市場における短期的な投資の減衰

10

持続可能な開示と会計ルールの強化9

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
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表 1 欧州委員会の Action Plan: Financing Sustainable Growth 詳細（１）8 

 

 

                                            
8 EC（欧州委員会）”Action Plan: Financing Sustainable Growth”（2018 年） 

項目 法制度化 完了予定

1. 持続可能な活動におけるEU分類システムの構築

• 気候変動・環境・社会の持続可能な活動のためのEUの分類開発に関する法律の制定 立法提案 Q2 2018

• 技術専門家グループによる気候変動緩和活動のタクソノミーに関する報告 非立法 Q1 2019

• 技術専門家グループによる気候変動適用その他環境活動のタクソノミーに関する報告 非立法 Q2 2019

1

項目 法制度化 完了予定

2. グリーンファイナンシャル商品の基準及びラベルの作成

• 技術専門家グループによるグリーンボンド基準に関する報告 非立法 Q2 2019

• グリーンボンド発行の目論見書の内容についての委任法令 レベル2 Q2 2019

• EUエコラベルの金融商品への適用に関する評価の実施 非立法
As of Q2

2018

2

項目

3. 持続可能なプロジェクトへの投資の促進

• 持続可能なインフラプロジェクトの開発等のアドバイザリー能力強化のため、EUおよびパートナー諸国における持続可能な投資支援を目的とした商品
の改善措置

3

項目 法制度化 完了予定

4. 投資アドバイスにおける持続可能性の組み入れ

• 適合性評価に関する行為（MiFID及びIDD）の委任法令 レベル2 Q2 2018

• 欧州証券市場監督局（ESMA)の適正評価に関するガイドラインへのサステナビリティの観点の含有 非立法 Q4 2018

4

項目 法制度化 完了予定

5. サステナビリティベンチマークの開発

• ベンチマークの方法論と特徴における透明性に関する委任法令 レベル2 Q2 2018

• 低炭素を考慮した発行体からなるベンチマーク専用のカテゴリの作成
立法提案／

非立法
Q2 2018

• 委員会技術専門家グループによる低炭素ベンチマークの設計と方法論に関する報告 非立法 Q2 2019

5

項目 法制度化 完了予定

6. 格付けおよびリサーチにおけるよりよいサステナビリティの組み込み

• 信用格付け機関を巻き込んだアクションの進捗状況の報告 非立法 Q3 2019

• ESMAによる信用格付け機関の開示ガイドラインを含めた、信用格付け市場における慣行の評価 非立法 Q2 2019

• サステナビリティ格付け及びリサーチにおける学習 非立法 Q2 2019

6

項目 法制度化 完了予定

7. 機関投資家及びアセットマネージャーの義務の明確化

• サステナビリティに関する機関投資家・アセットマネージャーの義務を明確にし、戦略や気候関連のエクスポージャー
を含む投資家の透明性を高めるための立法提案

立法提案 Q2 2018

7

項目 法制度化 完了予定

8. プルデンシャル（健全性）要件へのサステナビリティの組込み

• 財務の安定性、EUタクソノミーと一貫性を確保しながら気候関連リスクを考慮するために、気候リスクを機関のリスク
マネジメント、資本要件規制及び指令における銀行の資本要件の潜在的な目盛りへの組込み

議論中 2018-2019

• 欧州保険庁及び労働職業保険庁による、サステナブル投資におけるプルデンシャル・ルールの保険会社へのインパ
クト評価

非立法 Q3 2018

8
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図 3 欧州委員会の Action Plan: Financing Sustainable Growth 詳細（2）9 

 

その後、欧州委員会は 2018 年 5 月の欧州議会による承認を経て10、同年 6 月にアクションプラ

ンの実行の支援を目的とした TEG（Technical Expert Group、サステナブル・ファイナンスに関す

                                            
9 EC（欧州委員会）”Action Plan: Financing Sustainable Growth”（2018 年） 
10 EC（欧州委員会）（https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en）（2019 年 3 月 7 日アク

セス） 

項目 法制度化 完了予定

9. 持続可能な開示と会計ルールの強化

• 公的企業のレポーティングに関する適切性チェック結果の公表（これにより委員会の将来の立法装置が通知される） 非立法 Q2 2019

• 気候関連情報に関する非財務情報のガイドラインの改訂 非立法 Q2 2019

• アセットマネージャー及び機関投資家に対して投資の意思決定プロセスにおいてサステナビリティ要素をどう考慮して
いるかの開示要請

立法提案 Q2 2018

• EFRAG（European Financial Reporting Advisory Group： 欧州財務報告諮問グループ）の一部として
欧州レポーティングラボを設立

非立法 Q3 2018

• EFRAGに対して持続可能な投資における新規／改訂版のIFRS基準の潜在的インパクトの評価 非立法 Q1 2018

• EFRAGに対して株式及び株式型商品の長期投資ポートフォリオの公正価値測定に対する健全な大体会計処理の調
査の依頼

非立法 Q2 2018

• 長期投資におけるIFRS 9 のインパクトに関するレポート 非立法 Q4 2018

9

項目 法制度化 完了予定

10. 持続可能なコーポレートガバナンスの促進と資本市場における短期的な投資の減衰

• サステナブルファイナンスをより助長するコーポレートガバナンスを促進するための方法の評価 非立法 Q2 2019

• ESAによる、企業に対する資本市場からの過度の短期的プレッシャーの証拠の収集。その後さらなるステップを検討 非立法 Q1 2019

10

立法提案

レベル2（委任法令、指令・規則の専門的要素を補完・修正する段階）

非立法

#2 基準とラベル

#4 ESGを組み入れた
投資アドバイス

#6 ESGを組み入れた
信用格付け

#7 ESGを組み入れた
投資家の義務、開示の増加

#5 サステナビリティベ
ンチマークの開発

#8 プルデンシャル要件への
サステナビリティの組み込み

#1 EU

サステナビリティ
タクソノミー

#9 サステナビリティの
企業開示の強化

#10 サステナビリティコー
ポレートガバナンスの強化

#3 サステナブルインフラプロジェ
クトの投資の促進

サステナブル投資に資本
フローの向きを変える

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
サステナビリティをリスク
管理において主流化する

透明性と長期的視点
の促進

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
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る技術専門家グループ）を設立した。TEG は 35 人の市民社会、学界、事業会社、金融市場関係

者により構成されており、①EU タクソノミ―、②EU グリーンボンド基準、③ベンチマーク、④気候関

連情報開示の４つのテーマに分類されたサブグループにおいてアクションプラン実行のための議

論・検討がおこなわれた。TEG の各サブグループのテーマとアクションの概要は以下の通りである

（図 4）。 

 

図 4  EU TEG サブグループのテーマ及びアクション概要11 

 

 

2019 年 3 月現在、各サブグループは既に最終成果物に関するレポートを公表しており、2018

年 12 月に EU タクソノミ―に関するフィードバックパッケージ”Taxonomy pack of feedback and 

workshops invitations”12を、2019 年 3 月に気候関連情報開示に関するガイドライン案のアップ

デート”Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-

Financial Reporting”13を、同年 3 月に EU グリーンボンド基準に関するグリーンボンド基準

案”Proposal for an EU Green Bond Standard”14を公表している。今後はオープンフィードバッ

ク、専門家によるフィードバック及びワークショップを通じて精緻化をおこない、2019 年 6 月、あるい

は 2019 年第二四半期に最終成果物を公表する予定である（図 5）。 

                                            
11 EC（欧州委員会）（https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en）（2019 年 3 月 7 日

アクセス） 
12 EC（欧州委員会）

（https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-

taxonomy-feedback-and-workshops_en.pdf）（2019 年 3 月 7 日アクセス） 
13 EC（欧州委員会）

（https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190110-sustainable-

finance-teg-report-climate-related-disclosures_en.pdf）（2019 年 3 月 7 日アクセス） 
14 EC（欧州委員会）

（https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190306-sustainable-

finance-teg-interim-report-green-bond-standard-annex_en.pdf）（2019 年 3 月 7 日アクセス） 

 

タクソノミ―

ベンチマーク

EUグリーンボンド基準

気候関連情報開示

1

2

3

4

 下記の4つの要件に沿い、持続可能な経済活動の枠組みを
作成
 EUの6つの環境目的の1つに貢献する活動
 残りの5つの環境目的に悪影響を及ぼさない活動
 最低限の社会保障措置を遵守する活動
 技術的なスクリーニング基準に準拠している活動

 下記に関する3種のレポートを作成
 低炭素ベンチマークの手法に関する最低基準
 ポジティブカーボンインパクトベンチマークの手法に関する

最低基準
 ESGの目的を考慮に入れ、ESGファクターを考慮に入れ

たベンチマークの手法に関する最低限の開示内容

 グリーンボンド基準に関する主要な構成要素（関連セクター、
ステップ、活動、グリーンボンドの発展に対する影響）に関す
るレポートを2019年2Qに公表予定。

 新EUタクソノミ―ともリンクする予定

 2017年に欧州委員会により採択された、NFRD（非財務情報

開示指令）によって要求される開示に関するガイドラインを、
気候変動関連の情報開示に関して改訂

 TCFD、GRI、CDP、CDSB、SASB、IIRC等の既存の開示フ
レームワークも参照

タクソノミ―レポートの公表
（2019年6月中旬）

テクニカルレポートの公表
（2019年6月）

EUグリーンボンド基準の公表
（2019年2Q）

非財務情報ガイドラインの公表
（2019年2Q）

テーマ アクション概要 最終アウトプット

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-feedback-and-workshops_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-feedback-and-workshops_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-disclosures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-disclosures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190306-sustainable-finance-teg-interim-report-green-bond-standard-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190306-sustainable-finance-teg-interim-report-green-bond-standard-annex_en.pdf
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図 5  EU TEG 各テーマの作業計画15 

 

2018 年 5 月に欧州議会に提案がなされた低炭素ベンチマーク（Proposal for a regulation 

amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and positive carbon 

impact benchmarks）16は、2019 年 2 月 25 日に欧州各国とベンチマーク規制に関する概念の合

意17がなされた。 

また、2018 年 5 月時点で、低炭素ベンチマークやポジティブ・カーボン・インパクト・ベンチマーク

が定義されており、低炭素ベンチマークには、削減貢献量に係る記載も見受けられた（表 2）。自社

の温室効果ガス排出量のみでなく、自社製品の温室効果ガスの排出削減も重要視していることが

見て取れ、この削減貢献量の算定においてはサステナビリティの定義を表すタクソノミーとの連携も

想定される。 

その後、2018 年 12 月時点で、TEG より、BENCHMARKS Progress Report が発行され、低

炭素ベンチマークやポジティブ・カーボン・インパクト・ベンチマークについての進捗報告がなされ、

ESG ベンチマークの方法論に関する開示要件などが記載された18（表 3）。なお、開示要件について

                                            
15 EC（欧州委員会）（https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en）（2019 年 3 月 7 日

アクセス） 
16 EU,” Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting ”

（ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-

reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf） （2019 年 3 月 19 日アクセス） 
17 EU,”Commission legislative proposals on sustainable finance”（ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-

1418_en.htm?locale=en）（2019/2/25） 
18 TEG” TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE SUBGROUP: BENCHMARKS Progress Report“ 

（https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-

subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf ）（2019 年 3 月 27 日アクセス） 

2018年3月

2018年5月

2018月11月

2018年12月

2019年1月

2018年6月

2018年10月

タクソノミー グリーンボンド基準 ベンチマーク 気候関連情報開示

2019年2月

2019年3月

2019年4月

2019年5月

サステナブルファイナンスに向けた”EU Action Plan for Sustainable Finance”を公表

欧州議会に対してLegislative proposal提出

TEG設立・始動

アセットオーナー向けのラウンド
テーブル開催

Open Stakeholder meeting開催

Asset Managerとデータプロバイ
ダーとのラウンドテーブル開催

データプロバイダーに対する質問
書の送付

緩和行動、タクソ
ノミー有用性に
関するオープン
フィードバック
(2月8日まで）

グリーンボンド発行者・外部評価者、
投資家等に対するコンサルテー
ションの実施

中間レポートに対するオープン
フィードバック（4月3日まで）

中間レポートに対するオープン
フィードバック（3月予定）

ステークホルダーミーティングを通
じたインプットの実施

最終レポートに対するオープン
フィードバック（2月1日まで）

1 2 3 4

緩和・適応行動
に関する専門家
対象のワーク
ショップ開催
（3月30日まで）

タクソノミ―レポートの公表
（6月中旬）

2019年6月

フィードバックパッケージの公表

改訂版ガイドラインの公表
（2019年2Q）

ガイドライン（案）の公表

EU Green Bond Standard

の公表（2019年2Q）
テクニカルレポートの公表

（6月中旬）

中間レポート・ドラフトの公表

専門家に中間レポートを送付

専門家によるフィードバック
最終レポートに対するオープン
フィードバック（3月20日まで）

ガイドライン（案改訂版）の公表

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1418_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1418_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf
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は、2021 年 3 月 31 日までは、将来の市場や技術、政策状を踏またうえで、ESG に関するベンチマ

ークがどの程度開示されたかについてレビューを行うこととしている19。 

 

表 2 低炭素ベンチマークの要件（TEG Progress Report）20 

 

 

表 3  ESG ベンチマークの開示の要件（TEG Progress Report）21 

 

 

                                            
19 Council of the European Union“Interinstitutional File: 2018/0180 (COD)”

（http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15550-2018-ADD-1/en/pdf） 
20 TEG” TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE SUBGROUP: BENCHMARKS Progress Report“ 

（https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-

subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf ）（2019 年 3 月 27 日アクセス） 
21 TEG” TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE SUBGROUP: BENCHMARKS Progress Report“ 

（https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-

subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf ）（2019 年 3 月 27 日アクセス） 

項目 内容

Carbon 

Footprint

Scope1

Scope2

Scope3

• データプロバイダ―は完全性と一貫性を保証する必要がある
• データを開示していない、回答で取得できない場合において、推計値を用いるべき
• Scope3は、気候変動リスクが高いセクターでは特に重要である（オイル＆ガス、鉄鋼、輸送、建築物）
• Scope3は、世界共通のコンセンサスがある標準が無い。よって、ベンチマークプロバイダーより、透明性

が高い推計メソドロジーが求められるべき

Carbon

Intensity
排出原単位

• 総排出原単位（Scope1,2,3）：親指数の50%以上削減のレベル
• 排出原単位（Scope毎）：親指数の30％以上削減のレベル
• 排出原単位での比較に向けた標準化された指標の活用を提言：売上、現在の企業価値 等

Sector and 

activities

allocation 

constraints

セクターや
活動の比率

• 親指数と比較して、気候変動リスクに伴う限界効果が大きいセクターが過度に占めるべきではない。
• 親指数と比較して、低炭素への移行に対して鍵となるセクターのエクスポージャーとグリーン活動に対する

エクスポージャーについては、同等もしくは大きい

Tracking 

Error

リターンの
ベンチマー
クとの差分

• 親指数と比較して最小0.3~0.5%(30 or 50 basis points)の差分 （※これより近いと不可）

Trailing

Error

リターンの
ベンチマー
クとの差分

• 親指数と比較して最大4~5%（400 or 500 bps）の差分
• 投資家の保護と、受託者責任を満たす

Sector 

Exclusion
除外セク

ター
• セクターの除外は推奨していない
• ただしレピュテーションリスクを考慮し、石炭から50％以上の収益を上げている企業は除外

項目 内容

Overall ESG rating 

disclosure
（ベンチマークの平均、加重平均、ベンチマークの構成要素）
• ESGレーティングのメソドロジー記載とのリンク
• ESGレーティングの分布帯（0-100,D-A 等）
• ESGレーティング企業の、カバレッジ（親指数との比較）
• SDGsの支援を言及したインデックスについては、ポジティブ、ネガティブの影響に関わらず、SDGsの番号

を記載

KPIs
（ベンチマークの平均、加重平均）
• GHG disclosure：Scope1,2,3。実績値と推計値との比率、削減貢献量、親指数におけるカバレッジ
• 使ったベンチマークや、メソドロジーとの整合

Social KPIs （ベンチマークの平均、加重平均）
• 人権に関する最低限のコンプライアンス
• 論争となりうるビジネス要素（武器、核、石炭等）

Governance KPIs
（ベンチマークの平均、加重平均）
• ガバナンスに関する最低限の標準への準拠（取締役の独立性（％）、CEOの議長の分離（％）、1株1票、外

部監督者との独立性、役員報酬等）

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15550-2018-ADD-1/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-teg-subgroup-benchmarks-progress-report_en.pdf
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（２）G20 

2015 年 4 月、G20 財務相・中央銀行総裁会議において、G20 首脳会議の下に設けられた金融

安定理事会（Financial Stability Board、FSB）に対して「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」を検討するように要請がなされた、その結果、気候関連のリスク及び機会

を適切に評価し、価格付けするために投資家が必要とする情報を明らかにするため、TCFD（気候

関連情報財務開示タスクフォース）が設立された。TCFD は創設者兼議長であるマイケル・ブルー

ムバーグ氏（前ニューヨーク市長）をはじめとした、G20 各国の経済・金融市場を代表する金融機

関・事業会社の 31 人のメンバーで構成されており、開示情報の利用する側（金融機関）と開示を実

施する側（事業会社）双方の観点を踏まえた議論がされている（表 4）。 

 

表 4 TCFD 構成メンバー（2019 年 3 月時点）22 

 

 

また、2015 年 12 月に開催された G20 財務次官・中央銀行副総裁会議（中国三亜）の採択を受

け、2016 年 G20 の杭州サミットでは持続可能な成長を世界的に支えることを目的としたグリーンフ

ァイナンス・スタディグループ（GFSG、Green Finance Study Group）が、英中共同議長（英国は

イングランド銀行、中国は中国人民銀行が主導）で設置された。 

その後、GFSG は 2018 年の G20 ブエノスアイレス・サミットにおいて、より広範な概念に適応さ

せるべく名称をサステナブルファイナンス・スタディグループ（SFSG、Sustainable Finance Study 

Group）と変更し、資金導入の支援のための選択肢の開発・評価を実施した。SFSG が 2018 年 6

                                            
22 TCFD Web サイト（https://www.fsb-tcfd.org/about/# ）（2019 年 3 月 7 日アクセス） 

https://www.fsb-tcfd.org/about/
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月に発行したレポート”SUSTAINABLE FINANCE SYNTHESIS REPORT23”では、現状調査・

分析の結果、持続可能性に関連する課題領域として以下３つについて述べている（表 5）。 

表 5 SFSG が特定した３つの課題領域24 

 

 

次項以降で、ESG 投資及び ESG に関する開示制度・フレームワークについて説明していく。 

  

                                            
23 G20 ARGENTINA PRESIDENCY 2018 “SUSTAINABLE FINANCE SYNTHESIS REPORT EXECUTIVE 

SUMMARY”(2018 年 6 月)（http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_Synthesis_Report_Summary_EN.pdf）

（2019 年 3 月 8 日アクセス） 
24 G20 ARGENTINA PRESIDENCY 2018 “SUSTAINABLE FINANCE SYNTHESIS REPORT EXECUTIVE 

SUMMARY”(2018 年 6 月)（http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_Synthesis_Report_Summary_EN.pdf）

（2019 年 3 月 8 日アクセス）を基にデロイト仮訳 

1. 資本市場のためのサステナブル資産の創出

2. サステナブルなプライベートエクイティとベンチャーキャピタルの開発

3. サステナブル・ファイナンスへのデジタル技術の潜在用途の探求

 コミュニケーションとイニシアティブを通じたサステナブルな債務商品のメリットに関する意識の向上
 （国・地域の状況・優先順位・ニーズを考慮した）サステナブル・タクソノミ―の質と透明性の改善に向けた対話の奨励
 サステナブル投資に関する分析、サステナブルな債務商品を引き受ける機関投資家の内部能力の向上、サステナブ

ルな資産のポートフォリオ管理における資産運用会社の能力開発に関する技術トレーニングの促進
 サステナブルな資産と投資家を結び付けるデジタルプラットフォームの開発の奨励
 サステナブルな資産の、財務安定性、リスク調整後利益に与える影響に関する予期せぬ結果の特定

 サステナブルなスタートアップ企業のためのインキュベーター／アクセレーターの設立、既存のインキュベーターにお
けるサステナビリティの統合の促進

 投資義務におけるサステナブルの解釈に取り組むためのマルチステークホルダー間の対話の促進
 デモンストレーションプロジェクトの立ち上げ、グッドプラクティス・経験の普及の支援
 国内・地域の状況を考慮しながら、PE/VCによるサステナブルな投資を管理するための基準の明確化の奨励
 幅広いプライベートエクイティ投資家に適した、サステナブルな商品・資金構造の開発の促進

 デジタル技術をサステナブル・ファイナンスに適用することへの潜在的な機会・リスクに関する意識の向上
 デジタル技術をサステナブル・ファイナンスに適用するための管理上の取り決めについて調査
 関連する評価・データの有効性向上等、サステナブル・ファイナンスの発展に寄与するデジタル技術への投資の促進

スタートアップ企業や、環境・社会・経済にプラスの影響を与える中小企業はサステナブルな成長を推進するために不可
欠であるが、これらの企業が適切な投資資本を得ることは困難である。また、PE/VCファンドのサステナブルな投資戦略
の普及はサステナブルなビジネスモデル・技術に対する資金不足に対処する可能性があるが、発展段階にある

サステナブル・ファイナンスへデジタル技術を適用することで、より広範囲で、正確かつ関連性のあるデータの利用、より
低コストでの環境リスク・機会の価格設定の向上、研究コストの削減、サステナブルクライテリアの調査、追跡、検証の改
善などが可能となり、新しい投資構造とビジネスモデルの構築・促進が可能となる

サステナブルなプロジェクトに対する民間部門の資金調達は銀行貸付によるものが多く、銀行がサステナブルな資産を保
有する正当な理由を示すことで、機関投資家がサステナブルな債務を融資・借り換えするための道筋を示すことができる

課題概要

対応アクション例

課題概要

対応アクション例

課題概要

対応アクション例

http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_Synthesis_Report_Summary_EN.pdf
http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_Synthesis_Report_Summary_EN.pdf
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2.2 ESG 投資 

2.2.1 ESG 投資とは 

ESG 投資とは、「ポートフォリオの選別や運用の際に環境、社会、ガバナンスの要素を考慮する

投資手法」である25。 こうした投資手法を明確に示したのは、国連責任投資原則（Principles for 

Responsible Investment、PRI）26である。PRI は、2006 年当時のアナン国連事務総長による、

世界の持続可能な発展に向けた投資の果たすべき役割への問題提起に応えて、世界の投資家が

形成したイニシアティブである。その目的は「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」27であり、以下の６つの原則からなる28。 

 

 私たちは、投資分析と意思決定のプロセスに ESG 課題を組み込みます 

 私たちは、活動的な所有者となり、所有方針と所有習慣に ESG 問題を組入れます 

 私たちは、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求めます 

 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働きかけ

を行います 

 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 

 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 

 

また、PRI 署名機関の運用資産額も 2006 年の PRI 発足当初の 6.5 兆米ドルから、2018 年に

は 81.7 兆米ドルまで増加した。PRI の署名機関も 2006 年当初の 100 機関から 2018 年では

1,961 機関に増えた29。日本では、例えば年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が 2015 年

に PRI への署名を行っている。 

下記図表は PRI への署名機関数と資産運用額の 2006 年から 2018 年までの推移を示してい

る（図 6）。 

また、PRI は、2018 年 5 月に、アセットオーナー向けに TCFD 提言の実施ガイダンスを発行し

30、署名機関の TCFD 対応を促している。加えて、2019 年の署名機関の年次報告より任意の回答

項目に TCFD に沿った設問が追加された。また、2020 年の署名機関の年次報告より、TCFD に

沿った設問の回答を義務化する31。そこでは、TCFD への賛同の有無や、シナリオ分析の実施につ

いての設問が追加される（図 7、図 8）。  

                                            
25 “Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in 

portfolio selection and management.”[Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)、2016 Global Sustainable 

Investment Review、P.6]を仮訳 
26 国連のアナン事務総長（当時）が機関投資家に対して提唱。ESG を投資プロセスに組み入れる。国連環境計画（UNEP）と国連グロ

ーバル・コンパクト（UNGC）が推進しているイニシアティブで、年金基金などのアセットオーナーや運用会社が ESG 投資を推進していく

ことを自主的に署名し参加を表明していく 
27 PRI アウェアネスワーキンググループ「ESG 投資基準の導入」（2013 年） 
28 「国連責任投資原則」（日本語版）4 頁 
29 2019 年 3 月７日時点、2,343 機関 
30 PRI,” An asset owner's guide to the TCFD recommendations”(https://www.unpri.org/climate-change/an-asset-owners-

guide-to-the-tcfd-recommendations/3109.article) （2019/3/13 アクセス） 
31 PRI,” TCFD-based reporting to become mandatory for PRI signatories in 2020” (https://www.unpri.org/news-and-

press/tcfd-based-reporting-to-become-mandatory-for-pri-signatories-in-2020/4116.article)（2019/3/13 アクセス） 

https://www.unpri.org/climate-change/an-asset-owners-guide-to-the-tcfd-recommendations/3109.article
https://www.unpri.org/climate-change/an-asset-owners-guide-to-the-tcfd-recommendations/3109.article
https://www.unpri.org/news-and-press/tcfd-based-reporting-to-become-mandatory-for-pri-signatories-in-2020/4116.article
https://www.unpri.org/news-and-press/tcfd-based-reporting-to-become-mandatory-for-pri-signatories-in-2020/4116.article
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図 6 PRI 署名企業数と運用資産総額の推移32 

 

図 7 PRI の年次報告における設問（TCFD 対応）33 

                                            
32 PRI, “https://www.unpri.org/about-the-pri”(2019/3/13 アクセス) 

 
33 PRI,” TCFD-based reporting to become mandatory for PRI signatories in 2020” (https://www.unpri.org/news-and-

press/tcfd-based-reporting-to-become-mandatory-for-pri-signatories-in-2020/4116.article)（2019/3/13 アクセス） 
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図 8 PRI の年次報告における設問（シナリオ分析について）34 

2.2.2 ESG 投資の手法 

ESG 投資の手法は、以下の７つに分類される35,36。 

 ネガティブ／排除・スクリーニング（negative/exclusionary screening）：特定の業界の株式

や債券を投資対象から除外する投資手法。ダイベストメント含む 

 国際規範スクリーニング（norms-based screening）：商慣行における国際規範（環境保全

や人権など）を最低限満たしているかどうかを基準に投資をスクリーニングする手法 

                                            
34 同上 
35 GSIA ”2016 Global Sustainable Investment Review”（2016 年）、P.6 
36 GSIA(Global Sustainable Investment Alliance) ホームページ （http://www.gsi-alliance.org/）（2019 年 3 月 9 日アクセス） 

http://www.gsi-alliance.org/
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 ポジティブ／ベスト・イン・クラス・スクリーニング（positive/best-in-class screening）：同業

他社と比較して ESG のパフォーマンスがよい企業、プロジェクトを選んで投資する手法 

 サステナビリティ・テーマ投資（sustainability themed investing）：サステナビリティに関連

する明確なテーマ又は資産（例．クリーンエネルギー、グリーンテクノロジー、持続可能な農

業）に投資する手法 

 インパクト／コミュニティ投資（impact/community investing）：社会又は環境問題を解決

することを目指した目標に向けた投資手法。財務パフォーマンスを犠牲にしても社会や環境

へのインパクトを重視するタイプのものと、社会や環境へのインパクトと財務パフォーマンス

も双方とも追求するタイプのものの 2 つ存在  

 ESG インテグレーション（ESG integration）：ポートフォリオマネージャーが財務分析に加

えて環境、社会、ガバナンスの要素を投資判断に含める手法 

 エンゲージメント及び株主行動（corporate engagement and shareholder action）：直接

的な企業へのエンゲージメント（経営陣／取締役会との対話）を通じて、株主が企業の行動

に影響を及ぼす投資手法 

 

2.2.3 ESG 投資額の推移 

世界持続可能投資連合（GSIA：Global Sustainable Investment Alliance）37は隔年で ESG

投資についての報告書（Global Sustainable Investment Review）を公表している38。当該報告

書の 2016 年版によると、2016 年の世界の ESG 投資が前回（2014 年）調査時の 18.28 兆米ドル

から 22.89 兆米ドルと 25％増加した（図 9）。そのうち、日本の ESG 投資は 4,700 億米ドルと金

額自体は小さいが、前回調査時からの伸び率が 67 倍と、日本においても ESG 投資が拡大してい

る（図 10）。 

 

                                            
37 世界持続可能性投資アライアンス（Global Sustainable Investment Alliance：GSIA）は、各国の社会的責任投資フォーラムが形

成 
38 GSIA 報告書では、「ポートフォリオ選択・運用において ESG 要素を考慮する投資（SRI）市場」のデータとして記載している 
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図 9 諸外国の ESG 投資39の割合、成長率40 

                                            
39 GSIA ではレポートでは責任投資、社会的責任投資、ESG 投資などの関連用語を統一せず、包括的に持続可能な投資として SRI と

いう文言を使用している 
40 GSIA(Global Sustainable Investment Alliance) ”2016 Global Sustainable Investment Review”（2016 年） 
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図 10 日本における SRI 投資額の変化41 

  

また、米国に着目すると、ESG 投資は継続的に増加しており、過去２年間で 38％増え、2018 年

には 12 兆米ドルに至っている（図 11）。米国においては、日本の確定給付企業年金法に当たる 

ERISA 法において ESG 投資は受託者責任（Fiduciary Duty）に反するというのが通説であっ

た。しかしながら、2015 年に同法を管轄する米労働省が IB（Interpretive Bulletin：解釈通達）

2015－01 を発行し、ESG 投資を選択する動きが加速している。IB2015-01 では、同様のリスクを

有する他の投資手法と同様のリターンを持つのであれば、ESG 投資を選択しても受託者責任に反

しない旨を通達している（図 12）。 

 

 

 

                                            
41 GSIA(Global Sustainable Investment Alliance) ”2016 Global Sustainable Investment Review” （2016 年） 
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図 11 米国の ESG 投資（SRI 投資）の増加42 

 

図 12 米国における ESG 投資の企業年金法での考え方43 

 

米国では、公的年金基金において気候変動リスクを考慮する動きも拡大している。米国最大の年

金基金 CalPERS（California Public Employees’ Retirement System、カリフォルニア州職員

退職年金基金）では、2008 年から気候変動をリスク要因に含めている。これは投資する企業に影

響を与えることで、投資家側の気候変動リスクを回避する戦略である。更に CalPERS は、2016 年

3 月に、投資先の企業取締役会に求めるスキルセットについて、金融・国際市場・ガバナンス・危機

対応等に加え、気候変動リスクの管理戦略に関する経験・知見を含めるようにグローバルガバナン

ス原則を更新した44。 

また、ニューヨーク市もポートフォリオにおける気候変動のリスクを受ける資産を把握している。 

2018 年 1 月、ニューヨーク市の 1,890 億ドル相当を運用する年金基金は、保有する 190 以上の

化石燃料関連企業の証券約 50 億ドルを 5 年間以内に売却するという目標を公表した45。 

                                            
42 US SIF Foundation “US Sustainable, Responsible And Impact Investing Trends”（2018 年） 

43 日興リサーチセンター「⽶国 ERISA 法にみる ESG 投資の位置付けの変遷〜近年注⽬されるフィデューシャリー・デューティーの

視点から〜」（2016 年） 
44 CalPERS “ GLOBAL GOVERNANCE PRINCIPLES”（2018 年） 
45 New York City’s website News “Climate Action: Mayor, Comptroller, Trustees Announce First-In-The-Nation Goal to 

Divest From Fossil Fuels”（2018 年） 

38％増加

1994年

2008年
IB2008-1

1998年

2015年10月

⽶国労働省から出された
IB（Interpretive Bulletin：解釈通達）

概要

• リスク・リターンにおいて通常の投資⼿段と同等であれば受託者責任
に反しない、という⾒解

• 確定拠出型年⾦において社会や環境要因を考慮に⼊れた銘柄選択を
実施するファンド、SRI ファンドを選択肢とすることは、リスク・リターン
において通常の投資⼿段と同等であれば許容されるとの見解

• 受託者責任を負う者が環境要因を考慮することは稀であるべきであ
り、もし実施する場合には、受託者責任に反していないことを明⽂化し
なければならない旨通達

IB2015-01
• 同様のリスクを有する他の投資⼿法と同様のリターンをもつのであれ

ば、ESG 投資を選択しても受託者責任に反しない旨通達

IB94-112
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 日本においても、ESG 投資は年々増加している。日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）が行

ったアンケート調査によるサステナブル投資残高合計は、2018 年において前年比約 1.7 倍の約

232 兆円と大幅に増加している（表 6）。 

 

表 6 日本のサステナブル投資残高46 

 2017 年 2018 年 前年比 

サステナブル投資残高（百万円） 136,595,941  231,952,250  ＋69.8% 

機関数 32 42  

総運用資産残高に占める割合 35.0% 41.7%  

 

2.2.4 ESG 投資の動き 

特定の業界の株式や債券を投資対象から除外する手法であるネガティブ・スクリーニングの一つ

として、ダイベストメント（投資の撤退）があげられる。特に気候変動のリスクに関連して、石炭を中

心に化石燃料産業からのダイベストメントの動きが一部の機関投資家・金融機関の間で生じてい

る。 

近年ダイベストメントの動きが増加している一方で、受託者責任との関係性が取り沙汰されてい

る企業も出てきている。例えば、CalPERS は 2017 年に保有していた 14 の石炭関連企業の株を

売却している。ESG の運用による収益の低下に伴い、2018 年初頭より ESG 投資に対してα（アク

ティブ運用による収益）を求める戦略を実行している47。また、ボードメンバーの選挙において ESG

投資反対派が賛成派を破るなどの動きが 2018 年に見られている。このように、ESG 投資と受託

者責任の考え方は地域や受益者で異なり、今後は ESG 投資でリターンの追求の動きが拡大する

ことが予想される。 

 

2017 年 12 月に行われた One Planet Summit では、世界銀行が原油及びガスの探鉱、開

発、生産までの上流事業への投融資を 2019 年から停止することについても言及している（図 

13）。ただし、もともと原油・ガスの上流事業は民間主導で動いているものが多く、世界銀行の融資

額は大きくないことに留意する必要がある。また、途上国におけるパリ協定の目標達成に紐づくプ

ロジェクトについてはその限りとしておらず、引き続き石油やガスを含むエネルギーセクターの透明

性、ガバナンス、制度対応、規制対応を強化するための技術支援を提供するとしている48。 

 

また、One Planet Summit では、金融機関を中心に CO2 排出量が大きい企業に対してエンゲ

ージメントを行うイニシアティブである、Climate Action 100+が設立された。同イニシアティブは、

CDP の Scope1、2、3 の情報を基に低炭素化に向けたエンゲージメントを行っており、日本企業も

                                            
46 NPO 法人 日本サステナブル投資フォーラム「第 4 回サステナブル投資残高アンケート調査結果」（2018 年 12 月 27 日） 
47 https://www.ai-cio.com/news/calpers-makes-esg-changes/ 
48 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planet-summit 

 （2018 年 3 月 16 日 アクセス） 

https://www.ai-cio.com/news/calpers-makes-esg-changes/
https://www.ai-cio.com/news/calpers-makes-esg-changes/
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planet-summit
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複数該当している（図 14）。2018 年 7 月 3 日には、パリ協定達成に向け戦略的に重要性の高い

企業 61 社を追加し、エンゲージメント対象は合計 161 社となった。日本企業は、当初 100 社の際

に選定された 10 社のみであり、61 社の追加の際には日本企業は追加されていない。なお、当初

の 100 社は Scope1,2,3 のみを基準として選定されており、追加された 61 社は移行リスク・機会と

物理的リスクの二つを基準として選定されている。Climate Action 100+が設立され、エンゲージメ

ントの結果、パリ協定に沿った目標設定を行う企業も出てきており、例えば Glencore は Climate 

Action 100+のエンゲージメントの結果、パリ協定に沿ったアクションプランを公表している49（図 

15）。 

 

図 13 One Planet Summit の概要50 

 

                                            
49 https://www.churchofengland.org/more/media-centre/news/church-commissioners-england-and-leading-institutional-

funds-welcome 
50 One Planet Summit ホームページ（https://www.oneplanetsummit.fr/en/ ）（2019 年 3 月 13 日 アクセス） 

活動内容

公的資金及び民間資金のグリーン化に向けた合意形成をするためのプラットフォームの提供
• 世界銀行は、2019年以降、石油や天然ガス探査に融資を行わないことを表明
• UN EnvironmentとBNP Paribasは、2025年までに開発途上国に累計100億ドルの資金提供を行うことを発表
• AXAは石炭会社・新しい石炭プラント建設への保険ビジネスの廃止、2020年までにｸﾞﾘｰﾝﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを4倍の140億ドルまで引き上げることを表明
• Hewlett財団は、研究・政策分析・情報共有の支援を目的に、5年間で6億ドル以上の資金を排出量の大きい米・中・印・欧州に提供することを表明

機関投資家主導によるイニシアティブ発足
• GHG排出量が多い企業（以下参考）に対して、気候変動のガバナンス・排出量削減やTCFDに準拠する形での情報開示を要求するイニシアチブ

である”Climate Action 100+”が機関投資家主導で設立。総運用資産26.3兆ドル以上となる225の投資家が参加。
• 今後各企業の活動のモニタリングや評価を実施予定

• 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※”の内容を受けて、仏政府などが主導して発足
※各国の環境法を統合・調整することで、国際的に法的拘束力のある環境法を制定することを目的として提唱された計画

• 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が合意形成する目的で設立

関連
アクター

背景／目的

（主催者） （資金提供者）

A.P. Moller – Maersk
Airbus Group

American Electric Power Company, Inc.

Anglo American

Anhui Conch Cement

ArcelorMittal
BASF SE

Bayer AG

Berkshire Hathaway

BHP Billiton

Boeing Company
BP

Canadian Natural Resources Limited

Caterpillar Inc.

Centrica

Chevron Corporation
China Petroleum & Chemical 

Corporation

China Shenhua Energy

CNOOC

Coal India

ConocoPhillips
Cummins Inc.

Daikin Industries, Ltd.

Duke Energy Corporation

E.ON SE

Ecopetrol Sa
EDF

ENEL SpA

ENGIE

Eni SpA

Exelon Corporation
Exxon Mobil Corporation

Fiat Chrysler Automobiles NV

Ford Motor Company

Formosa Petrochemical

Gas Natural SDG SA
General Electric Company

General Motors Company

Glencore plc

Hitachi, Ltd.

Hon Hai Precision Industry

Honda Motor Company
Imperial Oil

Ingersoll-Rand Co. Ltd.

International Paper Company

JX Holdings, Inc

Koninklijke Philips NV
Korea Electric Power Corp

LafargeHolcim Ltd

Lockheed Martin Corporation

Lukoil OAO

LyondellBasell Industries Cl A
Marathon Petroleum

Martin Marietta Materials, Inc.

MMC Norilsk Nickel OSJC

Nestlé

Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation

Nissan Motor Co., Ltd.

NTPC Ltd

Oil & Natural Gas

OMV AG

PACCAR Inc
Panasonic Corporation

PepsiCo, Inc.

PETROCHINA Company Limited

Petróleo Brasileiro SA – Petrobras

Phillips 66
PJSC Gazprom

POSCO

Procter & Gamble Company

PTT

Reliance Industries
Repsol

Rio Tinto

Rolls-Royce

Rosneft Oil Company

Royal Dutch Shell
Saic Motor Corporation

Sasol Limited

Siemens AG

SK Innovation Co Ltd

Southern Copper Corporation

Statoil ASA

Suncor Energy Inc.

Suzuki Motor Corporation
Teck Resources Limited

Tesoro Corporation

The Dow Chemical Company

The Southern Company

thyssenkrupp AG
Toray Industries, Inc.

Total

Toyota Motor Corporation

United Technologies Corporation

Vale
Valero Energy Corporation

Vedanta Ltd

Volkswagen AG

Volvo

Wesfarmers

※HSBC以外は全てフランス系

https://www.oneplanetsummit.fr/en/
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図 14 Climate Action 100+概要51 

 

 

図 15 Climate Action 100+のエンゲージメントを受け公表された Glencore のアクションプラン52 

                                            
51 Climate Action 100+ ホームページ（http://www.climateaction100.org/） （2019 年 3 月 28 日アクセス） 
52 Glencore ホームページ（https://www.glencore.com/media-and-insights/news/Furthering-our-commitment-to-the-

transition-to-a-low-carbon-economy）（2019 年 3 月 25 日アクセス）を基にデロイト作成 

狙い

気候変動のリスクと機会を踏まえたビジネスを促進する

 “機関投資家として、受益者に対する信託義務と一貫して、リスク
を最小限に抑えて開示し、気候変動と気候政策によってもたらさ
れる機会を最大にするために投資する企業と協力する”と発表

 ボードメンバーは、以下5社
• Australian Super（豪）
• California Public Employees’ Retirement System

(CalPERS)（米）
• HSBC Global Asset Management（英）
• Ircantec（仏）
• Manulife Asset Management（カナダ）

 ３つのアクションを求める
• ガバナンスフレームワーク実装
• バリューチェーンを通じた温室効果ガスの削減
• TCFDを通じた開示の実施

エンゲージメントの対象

エネルギー（71社）、運輸（26社）が主な対象

日本企業も10社が対象となっている

企業名 分野

Daikin Industries, Ltd. 製造業

Hitachi, Ltd. 製造業

Honda Motor Company 輸送

JX Holdings, Inc 石油・ガス

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 鉱業・金属

Nissan Motor Co., Ltd. 輸送

Panasonic Corporation 製造業

Suzuki Motor Corporation 輸送

Toray Industries, Inc. 化学

Toyota Motor Corporation 輸送

石油・ガス, 

40

電力・ユーティリ

ティ, 31

輸送, 26

鉱業・金属, 

23

食料・飲料・

林業, 14

建設資材, 

11

製造業, 9 化学, 6 その他, 1

Glencoreは、Climate Action 100+における投資家のエンゲージメントを受け、低炭素経済への移行を
さらに進めるために下記のアクションプランを発表した

1

2

3

4

5

パリ協定に矛盾しない戦略
／投資方針

Scope1,2ターゲットの公表

経過のレビュー

TCFD提言への準拠

気候変動のロビー活動

 2020年より、緩和策やScope3原単位の削減についての長期予測を開示
 また、CAPEX（資本支出）や投資がパリ協定に沿っていることを投資家に示す重

要性を認識しているため、2020年より、取締役会の意見を基にアニュアルレポート
においてこうした情報の進捗、評価の方法論、重要な仮定を開示

 パリ協定の目標達成に向けた政策・技術発展に基づき、新規の長期目標を開発
 2020年のアニュアルレポートにて公表予定

 1,2の開示に加え、3年毎にパリ協定、その他関連する政策、経済、技術発展に伴
うNDCsの変化をレビューし、エネルギー移行における社会の進捗の評価やシナリ
オベースのポートフォリオ評価をアップデートする

 既にアニュアルレポートにてTCFD提言に従った開示を実施
 今後も必要に応じて関連する気候関連のリスク・機会の評価および管理のための

測定基準、目標、シナリオを引き続き開示

 “IIGCC Investor Expectations on Corporate Climate Lobbying”を承認。業界団
体への加盟がパリ協定やパリ協定の目標に支障をきたさないことの重要性を認識

 今後、関連する業界団体への加盟が企業のポジションと一致するかどうかを検討
し、見直しの結果、今後の措置について2019年に公表予定

http://www.climateaction100.org/
https://www.glencore.com/media-and-insights/news/Furthering-our-commitment-to-the-transition-to-a-low-carbon-economy
https://www.glencore.com/media-and-insights/news/Furthering-our-commitment-to-the-transition-to-a-low-carbon-economy
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2.2.5 ESG 投資に関する各国制度 

PRI が 2016 年 12 月に発行した、世界中の ESG 投資に関する制度を調査した報告書”Global 

Guide to Responsible Investment Regulation”53によると、ESG 投資に関する既存の制度は、

主に以下の３つに分類することができる。 

 

 アセットオーナー向け：年金基金への制度 

 運用機関向け：スチュワードシップ・コード 

 企業向け：情報開示制度 

 

以下では「アセットオーナー向け」と「運用機関向け」について説明する。「企業向け」の開示制度

については、「2.3 気候変動関連の情報開示」を参照。 

 

（１） アセットオーナー向け：年金基金への制度54 

〇EU：改訂 EU 職域年金基金指令（Occupational Retirement Provision Directive、IORP II） 

同指令は一定の規模の年金基金に対して ESG を考慮すること、そして投資方針書

（Investment Policy Statement）にどのようにリスクを考慮しているかを開示することを要請して

いる。 

 

〇英国：職域年金制度（投資）規則 2005（The Occupational Pension Schemes (Investment) 

Regulation 2005） 

同規則では、年金基金に対して、投資方針書（Statement of Investment Principles）で投資先

の選択・保有の継続・売却において社会・環境・倫理を考慮する程度を示すこと、また、株主行動に

関連する方針（議決権行使等）を定めている場合はそれを記載することが規定されている。 

 

〇フランス：公的年金準備金法（The Law on Public Pension Reserve (Loi 2001-624)） 

同法では、退職給付準備金基金（Fonds de Réserve pour les Retraites）の執行部（le 

directoire）が、諮問理事会（d'un conseil de surveillan）に、投資方針のガイドラインにどのように

社会、倫理、環境の問題を考慮しているかを報告することが要請される55。 

.  

                                            
53 https://www.unpri.org/global-guide-to-responsible-investment-regulation/207.article から同報告書の入手可（2019 年 3 月

7 日アクセス） 
54 PRI の HP（https://www.unpri.org/policy-and-regulation/global-guide-to-responsible-investment-regulation/207.article ）

(https://www.unpri.org/page/responsible-investment-regulation）（2018 年 3 月 7 日アクセス）。各規制の概要は同サイトに掲載さ

れている報告書”Global guide to responsible investment regulation”の 14 ページから 15 ページの該当部分 HP に掲載されている

記載を仮訳 
55 Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel 

(https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/2001-624_frr.pdf) （2018 年 3 月 26 日アクセス 仏文のみ） 

https://www.unpri.org/policy-and-regulation/global-guide-to-responsible-investment-regulation/207.article
https://www.unpri.org/page/responsible-investment-regulation
https://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/2001-624_frr.pdf
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〇米国（カルフォルニア州）：Senate Bill No. 185 

同法では、CalPERS と CalSTRS（The California State Teachers’ Retirement System、カ

リフォルニア州教職員退職年金基金）が従業員公的退職基金について、一般炭会社への新規投資

及び既存の投資の更新を禁止している。 

 

（２） 運用機関向け：スチュワードシップ・コード 

2010 年に、英国の財務報告評議会（Financial Reporting Council、FRC）が世界で最初にス

チュワードシップ・コードを制定した。2019 年 1 月に、改訂版草案が公表され、3 月までの期間で意

見募集が行われており、2019 年夏に最終化される予定となっている56。2019 年の改訂では、ESG

要素の重要性が、コードの中で明記された。スチュワードシップ・コード署名機関は、受託者責任を

履行するために、重要な ESG 課題を考慮することが求められるようになる57。 

日本では、2014 年に金融庁が「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コ

ード≫（以下「日本版スチュワードシップ・コード」）を制定し、2017 年には改訂が行われた。日本版

スチュワードシップ・コードでは、機関投資家に投資先企業の状況を把握することが求められてい

る。その把握する内容の例として、原則 3 の指針 3-3 において ESG について言及している（下線

部分）58。 

 

日本版スチュワードシップ・コード 原則 359 

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けたスチュワードシップ責任を適切に果たすた

め、当該企業の状況を的確に把握すべきである。 

 

指針 3-3 

把握する内容としては、例えば、投資先企業のガバナンス、企業戦略、業績、資本構造、事業

におけるリスク・収益機会（社会・環境問題に関するものを含む）及びそうしたリスク・収益機会

への対応など、非財務面の事項を含む様々な事項が想定されるが、特にどのような事項に着

目するかについては、機関投資家ごとに運用方針に違いがあり、また、投資先企業ごとに把

握すべき事項の重要性も異なることから、機関投資家は、自らのスチュワードシップ責任に照

らし、自ら判断を行うべきである。（後略） 

＊ガバナンスと共に ESG 要素と呼ばれる。 

 

                                            
56 英国の財務報告評議会（FRC）HP（UK Stewardship Code（https://www.frc.org.uk/investors/uk-stewardship-code））より 
57 英国の財務報告評議会（FRC）”Proposed Revision to the UK Stewardship Code  January 2019”

（https://www.frc.org.uk/getattachment/dff25bf9-998e-44f6-a699-a697d932da60/;.aspx）の P2 ”Summary of Key Changes To 

the Code - Recognising the importance of environmental, social and governance (ESG) issues” 
58  「日本版スチュワードシップ・コード」（2017 年 5 月 29 日）（https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20170529/01.pdf ）P12 
59 同上 

https://www.frc.org.uk/investors/uk-stewardship-code
https://www.frc.org.uk/getattachment/dff25bf9-998e-44f6-a699-a697d932da60/;.aspx）のP2
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2.3 気候変動関連の情報開示 

気候変動リスクの顕在化や、ビジネス機会の認識、ESG 投資の高まりに伴って、企業や金融機

関に対して気候変動に関する情報開示の要請が高まっている。本項目では、企業の情報開示の中

で、特に気候変動に関する情報開示について説明する。 

2.3.1 気候変動関連の情報開示のフレームワーク 

ステークホルダーとのコミュニケーションをある程度定型化し開示を推し進めることを目的として、

NPO や NGO、近年では G20 等が気候変動関連の情報開示フレームワークを提示している。 

従来は、一般市民も含めたマルチステークホルダーに対して、CSR の一環として気候変動関連

の情報開示を行うことに主眼が置かれてきたが、近年では、パリ協定等を契機とした気候変動に関

する投資・金融リスクへの意識の高まりとともに、投資家の活用を想定した情報開示のフレームワ

ークが提示されている（図 16）。 

 

 

図 16 気候変動関連の情報開示に関する主なフレームワーク60 

  

                                            
60GRI ホームページ（https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx）、CDP ホームページ（https://www.cdp.net/ja）、IIRC

ホームページ（https://integratedreporting.org/）、TCFD ホームページ（https://www.fsb-tcfd.org/）よりデロイト作成 

CDP

GRI

TCFD

IIRC

制度設計

発行元：英国NGO
CDP

公表時期：2002年

発行元：オランダNPO
Global Reporting

Initiative

公表時期：2000年6月

発行元：TCFD
公表時期：2017年6月

発行元：国際統合報告
評議会
公表時期：2013年12

月

開示情報の利用者

投資家

マルチステークホルダー

投資家

投資家

扱う気候変動情報

【気候変動情報に特化】
・気候変動管理
・リスクと機会
・排出量
（TCFDと近い内容に）

原材料・エネルギー・水・生
物多様性・排出量・廃水・廃
棄物・環境コンプライアン
ス・サプライヤー環境評価

【気候変動情報に特化】
・ガバナンス
・戦略
・リスク管理
・指標と目標

・気候変動に関連する一般
的な問題
・エコシステムの損失
・資源の不足

開示方法

CDPが世界の上場している
上位企業に対し、標準化さ
れた質問書を送付し、企業
が回答し、評価結果がCDP

データベース上で開示され
る

独立したサステナビリティ報
告書として作成することもで
きるが、多様な媒体や様式
による開示情報の参照を想
定した報告書として作成も
可能である

企業は気候関連財務情報
を一般的な年次財務報告書
などで開示する

独立した統合報告書又はそ
の他の報告書の中で、独立
した識別可能な形式で開示
される

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.cdp.net/ja
https://integratedreporting.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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2.3.2 気候変動関連の情報開示に関する各国等の制度 

各国の気候変動に関する情報開示制度の詳細を以下に示す。 

（１） EU 

EU 非財務情報開示指令（EU Non-Financial Reporting Directive：NFRD）61 

EU では、2014 年に非財務情報開示指令が採択され、年次報告書における非財務情報の開示

が義務付けられた。同指令は、2017 年より施行され、従業員が 500 人以上である上場企業・銀

行・保険会社・その他企業62に対して、以下の情報を開示することを求めている。 

・ 環境保護 

・ 社会及び従業員 

・ 人権 

・ 腐敗防止及び賄賂の問題 

・ 取締役会の多様性 

・ ビジネスモデル 

・ 上記の情報に関する問題に関して適用される方針についての説明 

・ 企業経営に関連する事項におけるリスク 

・ 特定の事業に関連する非財務の KPI（主要業績指標） 

 

 EU 非財務情報開示指令の発効を受け、欧州委員会は 2017 年 6 月に企業の非財務情報の開

示を支援するためのガイドライン”Guidelines on non-financial reporting (methodology for 

reporting non-financial information)”63を発行し、さらに 2019 年第二四半期には、気候変動関

連の情報開示に関して当該ガイドラインの改訂を行う予定である。改訂版ガイドラインでは、

TCFD、GRI、CDP、CDSB、SASB、IIRC などの既存の開示フレームワークを参照しており、EU

に限らない、グローバルレベルの開示情報を通じて、ステークホルダーに対して比較可能性を提供

している。 

 

ガイドラインの改訂に向けて、2019 年 2 月に欧州議会より公開されたガイドライン改定案64によ

る65と、気候変動関連の開示内容は以下の２タイプに区分される。  

                                            
61 欧州委員会"（https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-

financial-reporting_en）（2019 年 3 月 26 日アクセス） 
62 国内当局により公益団体として指定された企業を指す 
63 EC（欧州委員会）（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN）（2019

年 3 月 8 日アクセス） 
64 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月) 
65 2019 年 1 月に EU TEG はガイドライン改訂に関するレポート”Report on Climate-related Disclosures”を発表後、フィードバック

の結果を受け、欧州委員会は 2 月にガイドライン改訂案である”Consultation document on the Update of the Non-Binding 

Guidelines of Non-Financial Reporting”を発表している 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN
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Type1 disclosures  

 気候関連情報が、企業の発展、業績、気候変動の位置づけ、気候変動のインパクト等に関す

る理解のために必要である場合「開示を検討」すべきもの（”should consider”） 

Type2 disclosures   

 より高度な情報を提供するために、企業が「開示を検討してもよい」追加の開示内容（”may 

consider”） 

 

ガイドライン案では「ビジネスモデル」「ポリシーとデューデリジェンスプロセス」「アウトカム」「主要

なリスクとその管理」「KPI」の開示が推奨される内容が、Type1、Type2 の分類ごとに記載されて

いる（表 7、表 8、表 9）。 
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表 7 ビジネスモデルに関する開示が推奨される内容66 

 

 

表 8 ポリシーとデューデリジェンス、アウトカムに関する開示が推奨される内容67 

 

表 9 主要なリスクとその管理に関する開示が推奨される内容68 

                                            
66 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 
67 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 
68 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 

項目 開示が推奨される内容

a. ビジネスモデル

Type1

• 気候関連リスク・機会のインパクトや潜在的な移行および物理的リスク／機会により、企業のビジネスモデルや戦
略、財務計画がどう変化し得るか（TCFD：戦略 b）

• 企業のビジネスモデルや戦略がどのように気候に悪影響を及ぼし得るか、気候変動の緩和・適応にどのように貢献
し得るか

• 2℃、2℃未満、2℃以上のシナリオを最低限含める、異なる時間枠と気候関連シナリオを考慮した企業のビジネス
モデルおよび戦略のレジリエンスについて（TCFD：戦略 c）

Type2

• 気候変動によりリスクとなり得る水、土地、生態系、生物多様性等の自然資本に対する企業の依存関係

• 企業の気候変動緩和／適応に対応するためのビジネスモデルや戦略の変化が人的資本ニーズにどう影響するか

• 資源効率性、コスト削減、低排出エネルギー源への適応、新商品・サービスの開発、新しい市場へのアクセス、バ
リューチェンにおけるレジリエンスの構築に関連する機会

• 企業のシナリオ選択方法

• 森林減少、森林劣化、土地利用等の企業の取り組みがGHG排出を介して気候変動にどのように影響するか

• 企業の戦略に影響する、製品・サービスのポートフォリオ、プロジェクトファイナンス、資産ポートフォリオに関する財
務情報と非財務情報の関係性

項目 開示が推奨される内容

b.ポリシーとデューデ
リジェンスプロセス

Type1

• 企業が設定した気候変動の緩和・適応に関するポリシー、その他コミットメント・原則等の、気候に関するポリシー
や関連する目標

• 国や国際的な目標との関係も含めた、企業が設定した目標を選択した理由

• 気候関連のリスク・機会の評価・管理における経営陣の役割、アプローチの論理的根拠（TCFD：ガバナンス a）

• 取締役、経営陣レベルで存在する気候コンピテンシーの程度、および企業がアクセスできる専門知識

• 関係組織、利益団体等の、企業が取り組んでいる気候関連の公共政策に対するエンゲージメント

Type2

• 企業の気候関連問題のバリューチェーンにおける、上流・下流の関係企業に対する気候の悪影響の削減、およ
びGHG排出のダブルカウンティングの防止のためのエンゲージメント

• 気候関連問題が企業の意思決定プロセスにどのように統合されているか

• 低炭素技術への移行のために必要となる技術への投資を含めた、気候に関連する雇用政策

• 企業の報酬ポリシーが気候関連のパフォーマンスを考慮しているか、どのように考慮しているか

c.アウトカム

Type1

• 企業の気候変動におけるポリシーの結果として、（特に気候関連のリスク・機会の管理のために）使用されている
指標、設定されている目標に対するパフォーマンス（TCFD：指標・目標 c）

• 設定した目標に対するGHG排出量の進展と、関連する長期的なリスク（TCFD：指標・目標 b）

Type2

• （可能であれば財務KPIを参照して）企業の気候関連の事業パフォーマンスが財務パフォーマンスに与える影響
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KPI については、さらに具体的な開示が推奨される項目が記載されており、全企業に対して下記

の項目を開示することを推奨している。 

○ 企業が戦略・リスク管理プロセスに沿って気候関連のリスクおよび機会を評価するために使

用する追加の指標・目標（TCFD:指標・目標 a） 

○ 特定の業種に関連するセクター特有の指標 

 エネルギー、運輸、素材、不動産、農業を含むが、これらのセクターに限定されない企

業は、TCFD の非金融グループに対する補足ガイダンス、その他の報告フレームワー

クを参照 

○ 関連する環境問題の指標 

 気候変動によって脅かされる自然資本（水、土壌、生物多様性）に依存するビジネスモ

デルの企業は、自然資本に関連する指標を開示する必要がある可能性がある 

 森林減少を含む、土地利用の変化の結果気候に悪影響を与える可能性がある企業

は、これらの問題に関する指標の開示を検討すべきである 

○ 従業員のトレーニングや採用等、人的資本、社会問題に関連する指標 

○ 機会に関連する指標 

 主要な EU の政策に沿った、低炭素で気候変動に対してレジリエンスな経済への移行

を検討している企業は、企業にとって機会につながる可能性のある気候変動の緩和・適

応活動に関する取り組みを反映する KPI の開示を検討すべきである 

 例：低炭素商品による収益、サーキュラーエコノミーに関連する収益、サーキュラーエコ

ノミーに関連する研究開発費 

 

項目 開示が推奨される内容

d.主要なリスクとその
管理

Type1

• 企業が短・中・長期の気候関連リスクを特定・評価するプロセス、短・中・長期の定義（TCFD：リスク管理 a）
• 企業が特定した、バリューチェーンにおける短・中・長期の気候関連リスク（TCFD：戦略 a）
• 気候変動によって脅かされる水、土地、生態系、生物多様性等の自然資本への依存から生じる、企業のバリュー

チェーン、事業、製品に関連する潜在的なリスク

• 気候関連のリスクの管理プロセス（該当する場合、リスクを軽減・移転・享受・管理するとどのように意思決定した
か）、特定した気候関連リスクをどう管理するか（TCFD：リスク管理 b）

• 気候関連リスクを特定・評価・管理するプロセスが企業の全体的なリスク管理にどのように統合されているか
（TCFD リスク管理c）、企業が気候関連のリスクを他のリスクの重要性と関連させてどのように判断するか

Type2

• リスク管理プロセスの一貫として、企業が実施した気候適応に関する取り組み
• 気候関連リスクの事業・地域ごとの詳細な内訳
• 経営陣にエスカレートする閾値やトリガーを含め、企業がどのように気候関連リスクの限界を設定・適用したか
• 気候関連リスクの優先順位付けのプロセス、使用した閾値、バリューチェーンにおいて最重要とされたリスク
• 移行リスク・物理的リスクごとの、企業の財務パフォーマンスに対する気候変動のリスクの分類
• 気候関連リスクも含めたリスクマッピング
• 使用されたリスク用語の定義、参照した既存のリスク分類のフレームワーク
• リスクの特定・評価に関するレビュー・分析の頻度
• 主要な気候関連リスクと財務KPIの連動性
• 事業、サプライヤー、市場のバリューチェーンにおいて重要となる地域の特定
• 気候関連リスクの評価で使用された重要な仮定、（関連する場合）シナリオや内部炭素価格が緩和、移行、適応

などのリスク管理の取り組みにどのように使用されたか
• 極端な天候による、業務中断日数、関連コスト、修理コスト、固定資産の減損、バリューチェーンの中断、収益損

失に関連する可能性のある指標を含んだ財務インパクト
• 特に気温・降水量の変動に敏感な企業にとって、天候の変動によって業績がどのように影響されるか
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Type1 については、GHG 排出量、製品・サービスに関して具体的な開示が推奨される内容を記

載している（表 10、表 11、表 12）。 

 

表 10 Type1 に関する具体的な開示が推奨される内容：GHG 排出量 (1/2) 69 

 

 

表 11 Type1 に関する具体的な開示が推奨される内容：GHG 排出量 (2/2) 70 

 

                                            
69 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 
70 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 

テーマ KPI 測定単位 例 根拠
関連する
他の枠組

EU政策との関連

GHG排出量

Scope1：直接的な
GHG排出量

Metric tons

CO2e

270.900

tCO2e
直接排出による二酸化炭素排出量を正確に測
定することができる

TCFD、CDP、
GRI、CDSB、
SASB

2030 climate & 

energy framework、
EU ETS

追加ガイダンス：

- 企業はScope1のGHG排出量を100%開示すべきである。Scope1のGHG排出量の一部において信頼できるデータを収集できない
場合、その割合において妥当な見積もりを作成する必要がある。その場合、(1)信頼できるデータによる排出量と推定排出量の割合、
(2)信頼できるデータが収集できなかった理由、(3)排出量を推定するために使用された方法論についても開示すべきである

Scope2：購入・消費し
た電気、蒸気、熱、冷
却の発電によるGHG

排出量

Metric tons 

CO2e

632.400 

tCO2e

企業が購入・取得した電気、蒸気、熱、冷却か
らの排出量を測定していることを示すことがで
きる

TCFD、CDP、
GRI、CDSB

2030 climate & 

energy framework

追加ガイダンス：

- （必要に応じて）企業はScope2のGHG排出量のうち、GHG排出量を計算・推計できない範囲内に排出源（施設、特定のGHG、活動、
地域など）があるかどうかを説明すべきである

Scope3 : （Scope2以
外の）バリューチェーン
の上流・下流で発生す
るその他の間接的な
GHG排出量

Metric tons 

CO2e

4.383.000 

tCO2e

ほとんどの企業にとって排出量の大部分はバ
リューチェーン活動から間接的に発生する。こ
のKPIにより、企業が排出量をどのように分析
しているかを理解することができる

TCFD、CDP、
GRI、CDSB

2030 climate & 

energy framework

追加ガイダンス：

- 企業は、「上流」「下流」で発生する排出量を考慮に入れるべきである

- （どのScope3排出がセクターに最も関係するか参照するガイダンスとして、DGCLIMA（The Department for Climate Action、気候行
動総局）のインプットが使用できる可能性がある）

- 企業は、報告されたScope3のGHG排出量のインベントリの関連性を損なうような活動を除外すべきではない。GHGプロトコルスコー
プ3排出量の算定技術ガイダンスは、インベントリの関連性を判断するための基準リストを提供しており、企業は自社のScope3排出
量の開示において除外されたカテゴリについて説明するべきである

テーマ KPI 測定単位 例 根拠
関連する他の

枠組
EU政策との関連

GHG排出量

GHG排出目標

総量目標：
Metric tons CO2e

かつ／または
基準年からの削減率

原単位目標：
ビジネス指標毎の
Metric tons CO2e、
または基準年からの削
減率

2025年までに
1.500.000 tCO2e 

（2018年基準）

2025年までに
350tCO2e／100万
ユーロ売上高
（2018年基準）

目標設定は環境戦略に方向性と
構造を与える。このKPIにより、排
出量削減に対する企業のコミットメ
ント、および排出関連の取り組み
に調和・集中した目標があるか理
解することができる

TCFD、CDP、
GRI、CDSB、
SASB

2030 climate & 

energy framework

追加ガイダンス：

- 企業は自社の目標がScope1、Scope2、Scope3のいずれか、またはすべてのGHG排出量に関連しているのか、それとも部分的
なのかを説明するべきである

- 原単位目標の場合、企業は目標の結果として、スコープごとの総排出量の推定変化（%）を開示すべきである

- 企業は2025年、または2030年の目標を設定し、5年ごとに見直すべきである。また、パリ協定に沿った2050年の目標設定を検討
すべきである



33 

表 12  Type1 に関する具体的な開示が推奨される内容：製品・サービス71 

 
  

Type2 については、GHG 排出量、エネルギー、物理的気候リスク、サステナブル・ファイナンスに

関する具体的な開示が推奨される内容を記載している（表 13、表 14）。 

 

表 13 Type2 に関する具体的な開示が推奨される内容：GHG 排出量、エネルギー、物理的気候

リスク72 

 

                                            
71 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 
72 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 

テーマx KPI 測定単位 例 根拠
関連する
他の枠組

EU政策との関連

製品・
サービス

気候変動の緩和・適応に持続的に
寄与する製品・サービスによる、売
上高の割合（報告年度）

または、かつ

気候変動の緩和・適応に持続的に
寄与する製品・サービスをサポー
トする資産・プロセスに関する資本
支出の割合（CAPEX）および/また
は運用コスト（OPEX）（報告年度）

%

%

気候変動の緩和・適応に
持続的に寄与する製品・
サービスの売上12.5%

（売上高）

気候変動の緩和・適応に
持続的に寄与する製品の
CAPEX8%

気候変動の緩和・適応に持続的
に寄与する製品やサービスを提
供しEUの他の環境目的を阻害
しない企業に関心を持つ投資家
に対して有用な情報を提供する

－

持続可能な投資を
促進するための枠
組みの確立に関す
る規制案

持続可能な成長の
ための資金調達に
関する議会のアク
ション・プラン

追加ガイダンス：

- 環境的に持続可能な経済活動に関するEUタクソノミ―が完全に確立されれば、「ほかの環境目的を著しく損なわない」「気候変動の緩
和・適応に貢献する」と分類される活動が定義される

- 気候変動の緩和・適応に加え、他の4つのEUの環境目的は以下の通り。①水資源と海洋資源の使用・保護、②サーキュラーエコノミー
への移行（廃棄物の防止とリサイクル）、③汚染防止と管理④健康的な生態系の保護。将来的には、タクソノミ―はこれらの他の環境目
的に貢献する経済活動をカバーする

テーマ KPI 測定単位 例 根拠
関連する他の

枠組
EU政策との関連

GHG

排出量

Scope1のGHG排
出量のEUを含む
国・地域別の内訳

Metric tons 

CO2e

Scope1：
国／地域X：42.260tCO2e

国／地域Y：54,180tCO2e

Scope2：
国／地域X：98.654tCO2e

国／地域Y：126,480tCO2e

データーユーザが企業が直面する可能性
のあるリスクをより理解することに役立ち、
また、政策立案者にとっても有用である可
能性がある

CDP、GRI

2030 climate & energy 

framework、
EU ETS

エネル
ギー

再生可能／再生不
可能な資源からの
エネルギー消費・エ
ネルギー生産（原料
を除く）

MWh

再生可能な資源の消費量：
292.221 MWh

再生不可能資源の消費量：
1.623.453MWh

エネルギー消費量・生産量は、気候変動に
寄与するGHG排出量の重要な部分である

TCFD、CDP、
GRI、CDSB

2030 climate & energy 

framework、
エネルギー効率化指令

追加ガイダンス：
- 原料として消費される燃料は、エネルギー目的で燃焼しない燃料（目的生産以外の燃料）である
- 再生可能エネルギーの資源は、風力、太陽光、水力、地熱、バイオマスなど、自然から補充できるものを指す。この定義では、全ての化石燃料（石

炭・石油・天然ガス）及び核燃料が除外される。廃棄物エネルギーが化石燃料由来である場合も、再生可能エネルギー資源に含まれない
- 再生不可能なエネルギー源について開示する場合、低炭素エネルギー源とその他のエネルギー源を区別して記載する

エネルギー効率
目標

%
2025年までに製品・生産量・
活動量の6.5%増加（2018年
基準）

データユーザーが、企業のエネルギーをよ
り効率的に使用しエネルギーコストやGHG

排出量を削減するという意思を理解すること
ができる。また、企業がどのように排出削減
目標を達成するかさらなる情報を提供する

TCFD、CDP、
GRI、SASB

2030 climate & energy 

framework、
エネルギー効率化指令

再生可能エネル
ギー消費・生産目標

%
2025年までに13%増加
（2018年基準）

データユーザーがGHG排出量の少ないエ
ネルギーを生産・消費するという企業意欲を
理解することに役立てることができる

TCFD、CDP、
GRI

2030 climate & energy 

framework、再生可能エ
ネルギー指令

物理的
気候リスク

極端な気象現象の
リスクに晒されてい
る地域の資産

% 実物資産の帳簿価格の15%

極端な気象現象は、生産能力の中断・制限、
操業施設の早期縮小につながる可能性が
ある。気候変動にさらされている地域の資
産価値は、資産評価に潜在的な影響を与え
る。このKPIを企業の適応戦略・方針に関す
る開示を併せて監視することが重要である

TCFD、SASB EU適応戦略
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表 14 Type2 に関する具体的な開示が推奨される内容：サステナブル・ファイナンス73  

 

 

 

また、銀行、保険会社に対しては追加的に開示が推奨される内容が提示されおり、投資業務、貸

付業務、保険引受業務に関する開示について具体的な記載がされている（表 15）。 

 

表 15 銀行・保険会社に対するビジネスモデル、ポリシーとデューデリジェンス、アウトカムに関す

る開示が推奨される内容（例）74 

 

 

                                            
73 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 
74 EU TEG “Consultation document on the Update of the Non-Binding Guidelines of Non-Financial Reporting”(2019 年 3

月)を基にデロイト仮訳 

テーマ KPI 測定単位 例 根拠
関連する
他の枠組

EU政策との関連

サステナブ
ル・ファイ
ナンス

グリーンボンド比率
（グリーンボンドの発行総
額）／（報告期間における
発行済み債券の総額）

または

グリーン債務比率

（グリーンボンドおよび、ま
たはその他のグリーン債
務商品の合計金額）／
（未払債務の合計金額）

% 債券のうち20%

資金調達活動により企業の低炭素移行計
画がどのように支援されるか、気候に関す
る利益により既存・新規プロジェクトの資本
がどのように向上するかを知ることができる

ISO/CD 

14030-1

（ドラフト）

持続可能な成長のため
の資金調達に関する議
会のアクション・プラン

追加ガイダンス：
- グリーンボンド、またはグリーン債務の総額には、EUグリーンボンド基準、またはグリーンボンド基準、グリーンローン基準等のその他広く認められ

ているグリーンボンドの枠組みに従って発行された債券・債務商品のみが含まれるべきである。また、企業は、適用されるグリーンボンドの枠組みを
特定すべきである

- 上場証券でない債券を発行した発行者（例えば、私募）は、上場及び非上場の内訳を開示すべきである。負債総額には、全ての債権（普通社債な
ど）を含める必要があり、また、将来の目標・見通しに関するデータも提供される必要がある。グリーン債務比率には、上場または非上場のその他
の債務商品が含まれているものとする

- 企業はまた、将来の目標も検討すべきである

項目 開示が推奨される内容

a. ビジネスモデル

• 投資・貸付・保険引受のポートフォリオにおける気候関連リスク・機会がビジネスモデルにどう影響し得るか

• カウンターパーティーが気候関連リスクを考慮しているか、また、そのことについてどのように考えているか

• 気候関連リスク・機会の評価が関連する投資、貸付、保険引受の戦略にどう織り込まれるか、それらの戦略がどの
ように低炭素経済への移行に影響を及ぼすか

• 保険引受：気候変動による潜在的なインパクトが保険契約者、元受会社、再保険会社にどう影響するか

• 保険引受：潜在的なリスクのインパクトが保険契約者、元受保険者、ブローカーの選定にどう影響するか

b.ポリシーとデュー
デリジェンスプロセス

• 気候関連リスクのデータの有用性を向上するための開示・取組が金融機関によりどのように奨励されているか、融
資・投資・保険引受プロセスの一環として、気候関連の問題について、カウンターパーティー、顧客の意識を向上す
るための取り組み（例：気候関連リスクアドバイザリーサービス）

• 企業とのエンゲージメント、エンゲージメント結果、議決権代理行使等、金融機関の気候戦略に関連するスチュ
ワードシップの取り組み

• 気候変動の緩和、低炭素への移行、気候レジリエントな経済、その他関連する目標に寄与する投資、融資、保険
引受のポートフォリオ（例：エネルギー効率、低炭素技術に関する正味収入保険料）

• 投資：金融機関の投資決定プロセスにおいて気候関連問題が価値の変動要因としてどのように考えられているか

• 融資：選択したシナリオにおける担保価格

• 保険引受：グリーンインフラのリスク引受等、開発中の気候関連の商品

• 保険引受（生命保険）：バイオメトリックスリスクとして気候に関する配慮を組み込んでいる生命保険商品

• アセットマネジメント：気候関連リスク・機会に関する企業の嗜好・意識を理解するため、持続可能性評価に気候関
連の考慮がどのように組み込まれているか

• アセットマネジメント：顧客の気候戦略に沿うための気候関連のパフォーマンスをどのように確実にしているか

• アセットマネジメント：資産クラス（株・債券・インフラ・不動産・仕組商品・MBS・デリバティブ商品）ごとの、運用資産
の気候関連エクスポージャーに関する目標

c.アウトカム
• 関連する設定目標に対するさまざまなポートフォリオにおける炭素関連資産の金額の動向と長期的なリスク

• 関連する設定目標に対するさまざまなポートフォリオの加重平均炭素原単位の動向と、長期的なリスク
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（２） フランス 

 

2001 年、上場企業に対し、CSR 報告の一環として年次報告書における環境及び社会情報の開

示を義務化した（NRE Act 2001）。2012 年に対象企業を従業員数 500 名以上のすべての企業

に、開示項目を従前の 30 から 42 に拡大した（Grenelle II Act）。「Social（社会）」、

「Environment（環境）」、「Commitments to sustainable development（持続的な開発へのコミ

ットメント）」の３つの区分で報告し、気候変動も「環境」の区分で開示されることとなっている。 

 

2015 年には、エネルギー移行法 173 条において、以下の３つの主体に対して年次報告書にお

いて気候変動に関する情報開示を義務化した。 

1) 上場企業に対し、気候変動が及ぼす財務リスクやリスク低減策、企業活動による影響評価

についての開示 

2) 銀行・信用提供機関に対し、気候変動シナリオを含む通常ストレステスト75の結果明らかにな

ったリスクの開示 

3) 機関投資家に対し、投資における ESG 基準の内容などの開示 

以下にエネルギー移行法の概要を示す（図 17）。 

 

 

図 17 フランス エネルギー移行法の概要76 

                                            
75 ストレステストとは、仮定した水準を超えて市場が急激に変動した場合にどの程度の損失を被るかについてシミュレーションを行うこと

（みずほフィナンシャルグループの「市場リスク管理について（https://www.mizuho-

fg.co.jp/company/internal/r_management/market/index.html）」の「ストレステスト」の項を参照 
76 PRI “French Energy Transition Law: Global investor briefing on Article 173”（2016 年） 

内容詳細

上場企業

• 気候変動における金融リスク
• リスクを減らすための指標
• 企業行動・使用・商品の提供における気候変動への影響

（フランスで既に義務化されている事業や商品が及ぼす環境・社会
への影響評価に対して、開示を課すもの）

金融機関・信用機関

• 過剰レバレッジのリスク（炭素に限定しない）

• 気候変動シナリオを含む通常ストレステストによって明らかとなったリ
スク（政府は気候変動関係のリスクを反映したストレステストの結果
を2016年中に議会にレポートを提出する）

機関投資家

• 投資判断の際に考慮するESGクライテリア情報

• 投資方針において国が推進するエネルギー移行戦略をどのように
考慮しているか

アニュアルレポートにて開示

アニュアルレポートにて開示

アニュアルレポートにて開示

機関投資家への要請

 ESGインテグレーションに関する情報
• 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
• （運用会社に対して）ESGインテグレーションを実施しているファンド

名と運用残高
• ESG分析の手法と理由付けの手法
• 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

• 気候変動が直接的にもたらすリスクとエネルギー転換がもたらすリ
スク

• 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
達成に向けた貢献へのアセスメント

 国内外の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て達成目標

• 自主的目標を達成するための投資ポリシーの変更、ダイベストメン
ト、エンゲージメントなど具体的方策

概要

 2015年7月22日に制定
 フランスを低炭素国家に変えていくための内容が数多く規定
 上場企業・金融機関/信用機関・機関投資家に向けて情報開示の義務

化を図る

https://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/r_management/market/index.html
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/r_management/market/index.html
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（３） 英国 

英国では、2013 年に記述的報告規則として、「会社法 2006（戦略報告書及び取締役報告書）規

則 2013（The Companies Act 2006 (Strategic Report and Directors’ Report) Regulations 

2013）」が制定され、戦略報告書の作成が義務付けられていた。その後、2016 年に会社法が改正

され、EU 非財務情報開示指令で要請される開示項目が戦略報告書に含まれることになった（ 図 

18）。 

 

 

図 18 英国の非財務情報に関する開示制度77 

 

 

 なお、戦略報告書は英国の会社法に基づくアニュアルレポートの一部として位置付けられている

（表 16）。 

 

                                            
77 GRI “Member State Implementation of Directive 2014/95/EU”（2016 年）P.30 

 従業員500人以上

 社会的影響の大きな企業

 上場企業

 金融機関

 保険会社

 The Companies, Partnerships and Groups 

(Accounts and Non-financial Report ) Regulation  

No.1245

※会社法（2016年改訂）

制
度
名

対
象
企
業

開
示
内
容
詳
細

 対象領域
• 環境に関する事項

• 社会/従業員に関する事項

• 人権に関する事項

• 汚職・贈収賄に関する事項

 記載項目

• ビジネスモデルの説明

• 非財務に関する企業方針、及び企業方針の結果

• 非財務事項と事業活動に関連する主なリスク
• 非財務に関するKPI

 報告方法
• 戦略報告書

 監査人の関与

• ステートメントの記述と内容

 罰金
• ケースバイケースであり、責任者に課される
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表 16 英国のアニュアルレポートの構成78 

 

2017 年 9 月に、英国政府はグリーン・ファイナンス・タスクフォースを設立した。同タスクフォース

では、2018 年 3 月に報告書”Accelerating Green Finance”を公表し、グリーンファイナンスにつ

いて世界をリードするグリーンファイナンスのハブとしての英国のポジションを強固にすることを英国

政府に要請している。同報告書では、グリーンファイナンスの領域に関連するすべての取組（エンゲ

ージメントからグリーンフィンテック、気候やデータ科学まで）を一元化するグリーンファイナンスの機

関を新たに設立することや、国内のグリーンプロジェクトの資金を支援するグリーン国債を発行する

ことなどを提言している79。 

（４） その他 EU 諸国 

以下にその他の主な EU 諸国（ドイツ、オランダ、スウェーデン）の非財務情報開示指令に基づく

開示制度の概要を示す。なお、スウェーデンにおいては、フランス、英国と共に、One Planet 

Summit にて、TCFD の実施に対するサポート80を宣言しており、2018 年 1 月 1 日より投資ファン

ドも気候関連情報の開示の適用対象にするなど、非財務情報の開示に関する積極的な姿勢を示し

ている。 

  

                                            
78 英国の財務報告評議会（FRC）「戦略報告書に関するガイダンス（Guidance on the Strategic Report）（2018 年 7 月）」の表 1

（P.12）に基づき作成 
79 Green Finance Task Force (http://greenfinanceinitiative.org/workstreams/green-finance-taskforce/) 
80 12 INTERNATIONAL COMMITMENTS（https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/oneplanetsummit-dp-engagements-

en_cle88d5e4.pdf） 

http://greenfinanceinitiative.org/workstreams/green-finance-taskforce/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/oneplanetsummit-dp-engagements-en_cle88d5e4.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/oneplanetsummit-dp-engagements-en_cle88d5e4.pdf
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（ドイツ） 

 

図 19 ドイツの非財務情報に関する開示制度81 

（オランダ） 

 

図 20 オランダの非財務情報に関する開示制度82 

 

  

                                            
81 GRI ”Member State Implementation of Directive 2014/95/EU”（2016 年）P.21 
82 GRI”Member State Implementation of Directive 2014/95/EU” （2016 年）P.26 

 従業員500人以上

 純売上高4.000万ユーロ以上、または総資産2,000万
ユーロ以上

 社会的影響の大きな企業

 上場企業

 金融機関

 保険会社

 CSR Directive Implementation Act
制
度
名

対
象
企
業

開
示
内
容
詳
細

 対象領域
• 環境に関する事項
• 社会/従業員に関する事項

• 人権に関する事項

• 汚職・贈収賄に関する事項

 記載項目

• ビジネスモデルの説明

• 非財務に関する企業方針、及び企業方針の結果

• 非財務事項と事業活動に関連する主なリスク
• 非財務に関するKPI

 報告方法
• 経営者報告書または

• 決算日以後4か月以内に別個非財務レポートに公表

 監査人の関与
• 任意

 罰金

• 1,000万ユーロ／年間売上高5%／利益の二倍の額

／違反金を抜いた損失／のうち最も高額なもの

 従業員500人以上

 純売上高4.000万ユーロ以上、または総資産2,000万
ユーロ以上

 社会的影響の大きな企業

 上場企業

 金融機関

 保険会社

 銀行

 Decree Disclosure of Non-financial Information 

PbEU, 2014, L330 

 Decree Disclosure Diversity Policy PbEU, 2014, 

L330

制
度
名

対
象
企
業

開
示
内
容
詳
細

 対象領域
• 環境に関する事項

• 社会/従業員に関する事項

• 人権に関する事項
• 汚職・贈収賄に関する事項

 記載項目

• ビジネスモデルの説明
• 非財務に関する企業方針、及び企業方針の結果

• 非財務事項と事業活動に関連する主なリスク
• 非財務に関するKPI

 報告方法

• 年次経営者報告書

 監査人の関与

• ステートメントの有無

 罰金
• 明記されていない
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（スウェーデン） 

 

図 21 スウェーデンの非財務情報に関する開示制度83 

   

（５） 米国 

2010 年に、米国証券取引委員会（SEC）が「気候変動に関する開示の解釈ガイダンス」84を公表

し、投資家に気候変動に関連する事業リスクや機会についてどのような情報を開示すべきかを明確

にした。また、SEC 提出書類の開示内容を規定するレギュレーション S-K において、開示すべき気

候変動の情報を開示する箇所を例示している85。 

Item 101「事業の説明」 

・ 環境保護に関する法令の遵守が資本的支出、収益及び競争力に与える重要な影響 

・ 当期及び将来期間の環境管理設備に対する重要な資本的支出の見積額 

 

Item 103「法定手続」 

・ 環境保護を目的とした法令に係る行政手続又は訴訟手続のうち重要なもの 

 

Item 503ｃ「リスク要因」 

・ 環境に関するリスク要因 

 

Item 303「MD&A」 

・ 環境に関して事業活動、流動性、資本源泉に影響を与える事象 

                                            
83 GRI”Member State Implementation of Directive 2014/95/EU” （2016 年）P.29 
84 米国 SEC”Commission Guidance Regarding Disclosure Related to Climate Change”（2010 年）

（https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf） 
85 平松朗「ディスクロージャー制度研究会報告書『金融商品取引法上のディスクロージャー制度に関する課題について（中間報告）にお

ける個別論点等の解説（前半）」（2012 年 7 月）RID ディスクロージャーニュース 

 従業員250人以上

 純売上高3.5億スウェーデンクローナ以上、または総
資産1.75億スウェーデンクローナ以上

 対象企業

 レポート義務は上記のクライテリア（従業員人数、
純売上高、総資産）のうち最低二つを満たしている
すべての企業に課される

 PIE（社会的影響の大きな企業）に関わらず適用さ
れる

 2018年1月1日より投資ファンドも適用範囲に

 Corporate Reporting on Sustainability and Diversity 

Policy CU2

制
度
名

対
象
企
業

開
示
内
容
詳
細

 対象領域
• 環境に関する事項
• 社会/従業員に関する事項

• 人権に関する事項

• 汚職・贈収賄に関する事項

 記載項目

• ビジネスモデルの説明

• 非財務に関する企業方針、及び企業方針の結果

• 非財務事項と事業活動に関連する主なリスク
• 非財務に関するKPI

• 財務諸表に示したCSRに関連する情報の説明

 報告方法

• アニュアルレポートまたは
• アニュアルレポートとは別個のサステナビリティレ

ポート

 監査人の関与

• ステートメントの有無

 罰金

• アニュアルレポート法に明記

https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf
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（６） その他の国の制度 

 以下は EU 及び米国以外で非財務情報開示を制度化している主な国（インド、中国）の開示制度

の概要である。 

  

（インド86） 

インドでは、社会、環境等非財務情報に関するフレームワークとして、2011 年にインド企業省

が”National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic 

Responsibilities of Business (NVG)”を公表している。NVG は任意のフレームワークで法的な強

制力はないが、2012 年にインド証券取引委員会（Securities and Exchange Board of India、

SEBI）が、上場企業の時価総額上位 100 社（2015 年に 500 社に拡大）に提出を義務付けた企業

責任報告書（Business Responsibility Reports、BRR）を NVG に従って作成することが義務付

けられている。NVG は９つの原則からなり、そのうちの原則６で、企業は環境に配慮し、環境を保

護し、環境の原状回復に努める（Businesses should respect, protect, and make efforts to 

restore the environment）ことが明記され、同原則のコア要素６で、事業に関連する潜在的な環

境リスクの評価を含む、環境パフォーマンスについて、ステークホルダーに公平で透明性のある方

法で報告することが求められる。以下が NVG の９つの原則である87。 

原則１ 企業は、倫理（Ethical）、透明性（Transparent）、説明責任（Accountable）を誠実

に遂行し、統制すること 

（Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a 

manner that is Ethical, Transparent and Accountable） 

原則２ 企業は、商品・サービスを安全でサステナブルな方法で提供すること 

（Businesses should provide goods and services in a manner that is safe and 

sustainable） 

原則３ 企業は、従業員すべて（バリューチェーン上の従業員も含む）の幸福を尊重し、促進

すること 

（Businesses should respect and promote the well-being of all employees, 

including those in the value chain） 

原則４ 企業は、すべてのステークホルダーに対応し、その関心に配慮すること 

（Businesses should respect the interests of and be responsive to all its 

stakeholders） 

原則５ 企業は、人権を尊重し、促進すること 

（Businesses should respect and promote human rights） 

原則６ 企業は、環境に配慮し、環境を保護し、環境の現状回復するように努めること 

                                            
86 FTI CONSULTING”INDIA DISCLOSURE INDEX – HOW INDIA’S LEADING LISTED COMPANIES FARE ON 

DISCLOSURE STANDARDS”(2017 年) 
87 National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business

（http://www.mca.gov.in/Ministry/latestnews/National_Voluntary_Guidelines_2011_12jul2011.pdf ）（2018 年 3 月 26 日アク

セス） 

http://www.mca.gov.in/Ministry/latestnews/National_Voluntary_Guidelines_2011_12jul2011.pdf
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（Businesses should respect and make efforts to protect and restore the 

environment） 

原則７ 企業は、公的な規制政策の過程に関与する場合、責任ある、そして透明性をもって

対応すること 

（Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, 

should do so in a manner that is responsible and transparent） 

原則８ 企業は、インクルージョンへの取り組み、公正性の確保を促進すること 

（Businesses should promote inclusive growth and equitable development） 

原則９ 企業は、顧客に責任をもって対応し、価値を提供すること 

（Businesses should engage with and provide value to their consumers in a 

responsible manner） 

 

また、インドの非財務情報に関連する主な開示規則等は以下のとおりである（図 22）。 

 

図 22 インドの非財務情報に関する開示制度88 

 

（中国） 

中国では ESG 情報に関する上場規則が存在し、上場時に環境問題とビジネスとの関係性等を

開示する必要がある（図 23）。 

なお、2017 年の One Planet Summit において、2020 年までに全上場企業の気候変動情報

の開示を義務化する方針を中国人民銀行総裁特別顧問中国金融協会グリーン金融委員会委員長

Ma Jun 氏が表明し、その後 TCFD に基づく開示に向け英国と共同でパイロット事業を実施すると

発表した（図 24）。 

                                            
88 インド企業省”THE COPANIES ACT, 2013”（2013 年） 

 純売上高50億ルピー（約82億円）または

 売上高100億ルピー（約164億円）または

 純利益5000万ルピー（約0.82億円）の上場企業

 Companies Act 2013

 Amended Clause 49 SEBI (Listing obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations 2015

（コーポレートガバナンスに関して）

制
度
名

対
象
企
業

※

詳
細
内
容

※

 規制内容

対象企業はCSR委員会の設置が要請される。

＜CSR委員会の活動＞

• 取締役会に対しCSR方針の提唱

• CSR方針のモニタリングの実施

＜取締役会の活動＞

• CSR委員会の提案の考慮

• CSR活動の推進

 CSR活動の対象領域

• 飢餓・貧困問題・児童死亡率/妊産婦健康問題

• 教育問題・ジェンダー問題・雇用問題

• ヒト免疫不全ウイルス・AIDS・マラリアその他疾患問題

• 環境問題

 罰金

• CSR関連の情報開示に関してはなし

• 139条ないし146条（監査関係）の規定に違反した場合

罰金・懲役あり

※対象企業・詳細内容は Companies Act 2013のみ
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パイロット事業は、2018 年～21 年を予定しており、2019 年までに、中国銀行業監督管理委員

会の発行したガイドラインである“Green Credit guidline89”に基づいてパイロット企業が開示する

ことを目標としている。なお、Green Credit guidline は金融機関に投融資に際して環境・社会配

慮を盛り込むよう求めるガイドラインである。 

その後、2020 年までには３セクターのリスク（電力、セメント、アルミニウム産業）の開示を目指し

ており、2021 年には対象セクターを広げることを目標としている90。 

2016 年には中国人民銀行及びその他の７つの省庁が共同で「グリーン金融システムの構築に

関する指導的意見」を発行し、それに沿って環境情報開示の改善を促すこととしている。2017 年

12 月には上場企業に環境情報（大気汚染や水質汚濁等）の開示を促す企業情報開示に関するガ

イドライン91が改定されている92。2020 年までの全上場企業の開示義務化については、現在法体系

として整備されてはおらず、2019 年中の改定が想定される。 

 

図 23 中国の取引所の上場規制93 

 

                                            
89 CBRC,(http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=3CE646AB629B46B9B533B1D8D9FF8C4A) 
90 PRI” Progress report on UK-China climate and environmental disclosure pilot”

（https://www.unpri.org/download?ac=5664) （2018 年 12 月） 
91 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）（公募証券の企業情報開示に関

する内容と形式のガイドライン第 2 号 - アニュアルレポートの内容と形式（2017 年改訂）（仮訳））及び、公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（企業情報の開示内容と形式のガイドライン第 3 回 - 半期報告書の内容と形式

（2017 年改訂）（仮訳）） 

92 中国証券監督管理員会「对十三届全国人大一次会议第 5217 号建议的答复」（2018 年 8 月 31 日） 
93 上海証券取引所ホームページ（http://www.sse.com.cn/ ）、深圳証券取引所ホームページ（http://www.szse.cn/ ）、香港証券取引

所ホームページ（https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en ）（いずれも 2018 年 3 月 14 日アクセス） 

 各証券取引所の上場企業

 SSE Guideline on Environmental information 

Disclosure by Listed Companies（上海証券取引所）

 Social Responsibility Instructions to Listed 

Companies, Standard Operation Guidelines for 

Listed Companies（深圳証券取引所）

 Environmental, Social and Governance Reporting 

Guide （香港証券取引所）

制
度
名

対
象
企
業

開
示
内
容
詳
細

 対象領域
• 環境に関する事項
• 社会/労働に関する事項

 記載項目

• 環境問題のビジネスとの関係
• 環境保護に関する企業方針、戦略、目的、優先度

• 環境保護に関するKPI（香港のみ）

 報告方法
• アニュアルレポート

 監査人の関与
• 不明

 罰金

• 環境保護法に基づく

http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=3CE646AB629B46B9B533B1D8D9FF8C4A
https://www.unpri.org/download?ac=5664
http://www.sse.com.cn/
http://www.szse.cn/
https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en
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図 24 中国の気候変動情報の開示94 

 

 

 

 

（シンガポール） 

 シンガポールでは、シンガポール証券取引所への上場の際に、ESG 情報の開示を求めている。

これは、2016 年 6 月に発行された上場規制 711Ａ、711B に基づくものであり、サステナビリティレ

ポートの開示を求めている。また、シンガポール証券取引所では、ESG 情報の開示を支援するた

め”Guide to Sustainability Reporting for Listed Companies””An Investor’s Guide to 

Reading Sustainability Reports”を発行し、上場企業向けにサステナビリティに関する研修も提

供している95。 

 同様の上場規制を設けている市場として、タイ証券取引所である Stock Exchange of Thailand

やブラジルの証券取引所である B3 SA（ブラジル・ボルサ・バルカオン）、マレーシアの証券取引所

である Bursa Malaysia、ペルーの取引所である Bolsa de Valores de Lima が挙げられる（2019

年 3 月時点）。 

                                            
94 One Planet Summit HP(http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/12/one-planet-summit-finance-

commitments-fire-higher-momentum-paris-agreement/)、https://www.globalelr.com/2018/02/china-mandates-esg-

disclosures-for-listed-companies-and-bond-issuers/、http://greenfinanceinitiative.org/china-uk-tcfd-pilot-group/ 
95 SSE(Sustainable Stock Exchanges Initiative) ホームページ（http://www.sseinitiative.org/fact-sheet/singapore-exchange/）

（2019 年 3 月 12 日アクセス）  

2020年に、すべての企業が環境への影響について、情報開示することを宣言

Top green finance official Ma Jun told Climate Finance Day attendees that China wants international 

support to clean up its investments abroad. Ma Jun explained that without this information, the 

market cannot determine who is green – or not.

He said that 2020, all companies would be required to disclose information on their 

environmental impact: “The basic logic is: we need a lot of money for green investments”

2020年までに

全上場企業が気候
変動情報を開示

TCFDに基づく開示
に向けて

英国と共同でパイ
ロット事業を実施

項目 概要

英ロンドン市グリーンファイナンス・イニシアチブと中国人民銀行が発足した中国グリーンファイナンス委員会

（CGFC）が、国連責任投資原則（PRI）と共同で、気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）に基づく報告に関するパイロットプロジェクト・グループを発足

 英国からはHSBC、AVIVA Investors、ハーミーズ・インベストメント・マネジメント、Brunel Investments、中
国からは中国工商銀行、興業銀行、華夏アセットマネジメント、香港からE Fund Management等が参画

 イングランド銀行と中国人民銀行もプログラムに協力
 英国、中国金融対話でも支持されている

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/12/one-planet-summit-finance-commitments-fire-higher-momentum-paris-agreement/)、https:/www.globalelr.com/2018/02/china-mandates-esg-disclosures-for-listed-companies-and-bond-issuers/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/12/one-planet-summit-finance-commitments-fire-higher-momentum-paris-agreement/)、https:/www.globalelr.com/2018/02/china-mandates-esg-disclosures-for-listed-companies-and-bond-issuers/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/12/one-planet-summit-finance-commitments-fire-higher-momentum-paris-agreement/)、https:/www.globalelr.com/2018/02/china-mandates-esg-disclosures-for-listed-companies-and-bond-issuers/
http://www.sseinitiative.org/fact-sheet/singapore-exchange/
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（７） 日本 

日本においては、現時点で気候変動を含む環境や社会関連の情報開示を必須項目として要請し

ている開示制度はない。一方で、前述の日本版スチュワードシップ・コードでは、投資家が企業の状

況を把握する情報の例として ESG 情報を挙げているほか、コーポレートガバナンス・コードでは、

企業が取り組むべき課題として ESG 課題に言及している（下線部）96。 

 

コーポレートガバナンス・コード 

基本原則 

 

原則 2「考え方」 

 上場会社には、株主以外にも重要なステークホルダーが数多く存在する。これらのステーク

ホルダーには、従業員をはじめとする社内の関係者や、顧客・取引先・債権者等の社外の関

係者、更には、地域社会のように会社の存続・活動の基盤をなす主体が含まれる。上場会社

は、自らの持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を達成するためには、これらのステー

クホルダーとの適切な協働が不可欠であることを十分に認識すべきである。また、近時のグ

ローバルな社会・環境問題等に対する関心の高まりを踏まえれば、いわゆる ESG（環境、社

会、統治）問題への積極的・能動的な対応をこれらに含めることも考えられる。 

 上場会社が、こうした認識を踏まえて適切な対応を行うことは、社会・経済全体に利益を及ぼ

すとともに、その結果として、会社自身にも更に利益がもたらされる、という好循環の実現に

資するものである。 

原則 2－3（社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題） 

 上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡る課題に

ついて、適切な対応を行うべきである。 

補充原則 2－3① 

 取締役会は、サステナビリティー（持続可能性）を巡る課題への対応は重要なリスク管理の一

部であると認識し、適確に対処するとともに、近時、こうした課題に対する要請・関心が大きく

高まりつつあることを勘案し、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討すべきであ

る。 

 

  

                                            
96 「コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」（2018 年 6 月）P.8－P.9 
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また、2018 年 6 月の改訂においては、基本原則 3 で言及される非財務情報に「ガバナンスや社

会・環境問題に関する事項（いわゆるＥＳＧ要素）」が含まれることが同原則の「考え方」で示され

た。97 

コーポレートガバナンス・コード 

基本原則 3 

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガ

バナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令

に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。 

その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤と

なることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、正確で利用者にとって分かりやす

く、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。 

 

原則 3 「考え方」 

 上場会社には、様々な情報を開示することが求められている。これらの情報が法令に基づき

適時適切に開示されることは、投資家保護や資本市場の信頼性確保の観点から不可欠の要

請であり、取締役会・監査役・監査役会・外部会計監査人は、この点に関し財務情報に係る

内部統制体制の適切な整備をはじめとする重要な責務を負っている。 

 また、上場会社は、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。 

 更に、我が国の上場会社による情報開示は、計表等については、様式・作成要領などが詳

細に定められており比較可能性に優れている一方で、会社の財政状態、経営戦略、リスク、

ガバナンスや社会・環境問題に関する事項（いわゆる ESG 要素）などについて説明等を行う

いわゆる非財務情報を巡っては、ひな型的な記述や具体性を欠く記述となっており付加価値

に乏しい場合が少なくない、との指摘もある。取締役会は、こうした情報を含め、開示・提供さ

れる情報が可能な限り利用者にとって有益な記載となるよう積極的に関与を行う必要があ

る。 

 法令に基づく開示であれそれ以外の場合であれ、適切な情報の開示・提供は、上場会社の

外側にいて情報の非対称性の下におかれている株主等のステークホルダーと認識を共有

し、その理解を得るための有力な手段となり得るものであり、「『責任ある機関投資家』の諸原

則《日本版スチュワードシップ・コード》」を踏まえた建設的な対話にも資するものである。 

 

 

有価証券報告書等の「財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析」では、「記載した

事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、提出会社の代表

者による財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に関する分析・検討内容（例えば、経営

成績に重要な影響を与える要因についての分析、資本の財源及び資金の流動性に係る情報）を具

体的に、かつ、分かりやすく記載すること。」とあり、また「事業等のリスク」においても「…投資者の

判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を一括して具体的に、分かりやすく、かつ、簡潔に記

                                            
97 「コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」（2018 年 6 月）P.11 
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載すること。」とある。しかしながら、現行の有価証券報告書等において、ESG 情報をどのように取

り扱うかについては明示されていない。金融庁では、2018 年 6 月に公表された金融審議会「ディス

クロージャーワーキング・グループ」報告書の「ディスクロージャーワーキング・グループ報告―資本

市場における好循環の実現に向けて―」において、ESG 要素が事業や業績に重要な影響を及ぼ

す場合は、有価証券報告書等に開示されることが同報告書の脚注 1798に示された。これが同年 11

月の「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正や 2019 年 3 月に公表された「記述情報の開

示に関する原則」といった一連の開示制度の動きに繋がっている。 

 

2.3.3 国際的な開示のフレームワーク（任意開示） 

 以下に、任意開示として実施されている情報開示の主なフレームワークを示す。 

（１） TCFD 

① 概要 

2015 年 4 月、G20 財務相・中央銀行総裁会議において、G20 首脳会議の下に設けられた金融

安定理事会（Financial Stability Board、FSB）に対して「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」99を検討するように要請がなされた。これは、金融資本の利用者と提供者

により気候変動に内在するリスクと機会について強く認識されるようになったためであり、これに対

応する情報に対する需要が高まってきている一方で、気候変動に関する情報開示について３つの

課題が指摘されていた。こうした課題を議論し、その結果、気候関連のリスク及び機会を適切に評

価し、価格付けするために投資家等が必要とする情報を明らかにするため、TCFD（気候関連財務

情報開示タスクフォース）が設立された（TCFD の概要・構成メンバー等は 2.1.2（2）も参照）。 

 

＜気候変動に関する情報開示フレームワークの３つの課題100＞ 

 

TCFD は、政策に中立的な立場を取る民間主導のタスクフォースであり、気候関連の財務情報

の自主的開示を促す提言を行っている101。TCFD では、投資家、債権者、保険者の意思決定に有

益となりうる一貫性、比較可能性、信頼性、明確性、効率性を備えた情報の提供に重点を置いてい

                                            
98 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告―資本市場における好循環の実現に向けて―」P.7 
99 TCFD “PhaseⅠReport of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures” P.3（2016 年） 
100 同上 
101 TCFD “Phase I Report” (https://www.fsb-tcfd.org/publications/phase-i/) 

 20 か国・地域（G20）は通常、財務報告書において重要なリスクについての開示義務があ

る。これには気候関連リスクも含まれるが、一貫した開示のフレームワークが整備されてい

ないため、財務報告書にどのような含めるべきか作成者側で判断できない 

 開示情報が断片的で、比較可能でない報告であるため、投資家等は財務上の判断を既存

の開示情報では行えていない 

 規制当局は、金融システムが気候関連リスクの影響を受けやすいか否かを判断する際、

既存の財務情報では判断することができない 

https://www.fsb-tcfd.org/publications/phase-i/
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る。今後さらに投資家、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、金融市場の安定性を崩すきっかけとなる、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できると期待されている102。 

 

TCFD 設立後、TCFD は 2016 年 12 月 14 日に最終報告書案を公表したのち、2 か月間の意

見募集期間を経て 2017 年 6 月 29 日に最終報告書と関連資料を公表した。公表資料

は、”Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure （気候

関連財務情報開示タスクフォースによる提言）”、”Annex : Implementing the 

Recommendations of the TCFD（気候関連財務情報開示に関する提言の実施に向け

て）”、”Technical Supplement : The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-

Related Risks and Opportunities（気候関連リスク及び機会の開示におけるシナリオ分析の利

用について）”の 3 つの資料から構成されている（図 25）。 

 

 

図 25  TCFD 各資料の関係103 

 

また、TCFD は 2018 年に 9 月に、TCFD 提言に沿った開示状況の確認と、開示を支援する情

報の提供を目的とした現状報告レポートとして”Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures : Status Report (2018 Status Report)104”（以下ステータスレポート）を発行した。ス

テータスレポートでは最終報告書公表後の TCFD への対応状況（賛同状況、開示状況、その他取

                                            
102 TCFD “PhaseⅠReport of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures” P32(2016 年) 
103 TCFD Web サイト（https://www.fsb-tcfd.org/publications/）（2019 年 3 月 8 日アクセス） 
104 TCFD Web サイト（https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092518.pdf）

（2019 年 3 月 8 日アクセス） 

運輸

エネルギー

材料・原料・建築物

農業・食品・木材製品

銀行

保険会社

アセットオーナー

アセットマネージャー

ガバナンス

戦略

リスク管理

指数・目標

対象セクター 開示内容

テクニカルサプリメント
『気候関連リスク及び機会の開示に
おけるシナリオ分析の利用について』

どうシナリオ分析するか何を開示するか
セクター毎に

何を開示するか

セクター毎の詳細な
開示内容を提示

開示内容の基盤となる
シナリオ分析の方法を提示

付録文書
『気候関連財務情報開示に関する提

言の実施に向けて」

最終報告書
『気候関連財務情報開示タスクフォー

スによる提言』

https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092518.pdf
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組状況）について記載しており、今後、2019 年中頃に金融安定理事会に対してステータスレポート

の第二版を報告する予定である（図 26）。 

 

 

図 26 Task Force on Climate-related Financial Disclosures : Status Report (2018)概要105 

 

（２） GRI 

① 概要 

 

Global Reporting Initiative（GRI）は、オランダを拠点とする NPO である。GRI は 1997 年

に、米国の非営利組織である Ceres とテラス研究所（Tellus Institute）によりボストンで設立さ

れ、その後オランダに拠点を移した。GRI は 2000 年にサステナビリティ報告書のガイドラインの第

１版（G1）を公表し、2013 年までに第４版（G4）まで作成した。ガイドラインの目的は、経済、環境、

社会に与えるインパクトを組織が報告できるようにすることであり、原材料、エネルギー、水、生物多

様性、温室効果ガス排出量、廃水、廃棄物、環境コンプライアンス106、サプライヤー環境評価に関す

る情報を提供することである。 

2016 年には Global Sustainability Standards Board (GSSB)が設立され、GSSB により初

めてサステナビリティ報告のグローバルな基準、GRI Standards が開発され、公表された。GRI 

Standards は、G4 をベースにグローバルにおけるサステナビリティ情報の比較可能性やユーザビ

リティ、情報の質を高めることを目的としている。GRI Standards は、共通スタンダード（Universal 

                                            
105 TCFD Web サイト（https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092518.pdf）

（2019 年 3 月 8 日アクセス） 
106 環境法規制に遵守しているかどうかの情報 

開示状況

 賛同企業に加え、104の企業がTCFDに対応した財務報告書もしくはサステナビリティレポートを公表

 情報の開示度合いは、以下のように業界や地域で違いが存在する

• 非金融企業の方が、金融企業に比べ指標・目標に関する情報を記載

• 金融機関の方が、気候変動のリスク管理プロセスに関する情報を記載

• 欧州企業が、他の地域の企業よりもTCFDに沿った開示割合が高い

 大多数の企業は気候変動の情報を開示している

 財務上の影響はほぼ開示されておらず、複数のシナリオ分析を通じた戦略のレジリエンスに関する情報も限定的

 多くの場合複数の開示媒体により開示されている（財務報告書、アニュアルレポート、サステナビリティレポート等）

賛同状況

 最終報告書公表時点（2017年6月）は100社超だったが、457社と56団体の賛同数に増加

 また、世界各国の金融監督機関（オーストラリア、ベルギー、フランス、香港、日本、オランダ、シンガポール、南アフリカ
等）や政府（ベルギー、フランス、スウェーデン、英国）も賛同

 賛同企業の合計時価総額は7.9兆米ドルを超え、賛同金融機関（287社）の合計運用資産は約100兆米ドル

その他

 TCFD Knowledge Hubでは、TCFDへ企業が対応する際の初期情報と、400以上のレポート・ガイダンス等の情報が
提供されている

 また、業界WGでは、シナリオ分析を含む業界固有の課題解決にも取組

NEXT STEP  今後9か月間モニタリングをおこない、2019年半ばの金融安定理事会にてStatus reportの第二版を報告予定

 TCFDに沿った開示状況の確認を目的としたレポートであり、開示を支援するための情報提供も実施

 気候変動リスクの大きな企業に対しては、TCFDフレームワークの使用を推奨。また、リスク・機会の特定が初期段階
の企業や、リスク・機会の影響が小さい企業に対しては、ガバナンスやリスク管理に関する開示から始めることを推奨

 一方で、TCFDの推奨開示項目への対応レベルと、既存の気候関連財務開示フレームワークがTCFD提言と合致している
か評価していない点は留意が必要

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092518.pdf
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Standards）と項目別スタンダード（Topic-specific Standards）で構成される。その構成は以下の

通りである107。 

 

共通スタンダード 

・ GRI101：基礎（Foundation） 

・ GRI102：一般開示事項（General Disclosures） 

・ GRI103：マネジメント手法（Management Approach） 

項目別スタンダード（Topic-specific Standards） 

・ GRI200：経済に関するスタンダード（Economic） 

・ GRI300：環境に関するスタンダード（Environmental） 

・ GRI400：社会に関するスタンダード（Social） 

 

※気候変動に関する開示項目が含まれるのは、GRI 201:「経済パフォーマンス」108、GRI305:

「大気への排出」109であり、それらの開示事項は以下の通りである。 

・ 開示事項 201-2 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 

・ 開示事項 305-1 直接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ 1） 

・ 開示事項 305-2 間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ 2） 

・ 開示事項 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） 

・ 開示事項 305-4 温室効果ガス（GHG）排出原単位 

・ 開示事項 305-5 温室効果ガス（GHG）排出量の削減 

 

上記の GRI Standards に準拠して作成されたサステナビリティ報告書では、組織の重要なトピ

ックの全体像が示され、そのトピックに関連する影響や、組織がその影響をどのように管理している

かが示されることになる。GRI Standards の一部を利用して、例えば、環境であれば前述の GHG

排出等特定の情報を報告することもできる。 

② 海外企業の対応状況 

2019 年 3 月時点で GRI のサステナビリティ開示データベース（GRI Sustainability 

Disclosure Database110）に掲載されている GRI 準拠のレポート数の累計は 37,366 件である。

2014 年に公表された GRI 準拠レポート数は 3,557 件、2015 年は 3,758 件、2016 年は 3,670

件、2017 年は 3,074 件と減少傾向にある（図 27）。 

                                            
107 GRI STANDARDS DOWNLOAD CENTER（日本語版）参照（https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-

translations/gri-standards-japanese-translations-download-center/）（2019 年 3 月 8 日アクセス） 
108 GRI「GRI 201:経済パフォーマンス 2016」（https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-

standards-japanese-translations-download-center/?g=76476e45-7d62-434c-b97a-d028d8c72c8e）（2019 年 3 月 27 日アクセス） 
109 GRI「GRI 305:大気への排出 2016」（https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-

japanese-translations-download-center/?g=76476e45-7d62-434c-b97a-d028d8c72c8e）（2019 年 3 月 27 日アクセス） 
110 GRI “SUSTAINABILITY DISCLOSURE DATABASE” （http://database.globalreporting.org/search/ ）（2019 年 3 月 8 日アク

セス） 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-japanese-translations-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-japanese-translations-download-center/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-japanese-translations-download-center/?g=76476e45-7d62-434c-b97a-d028d8c72c8e
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-japanese-translations-download-center/?g=76476e45-7d62-434c-b97a-d028d8c72c8e
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-japanese-translations-download-center/?g=76476e45-7d62-434c-b97a-d028d8c72c8e
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-japanese-translations-download-center/?g=76476e45-7d62-434c-b97a-d028d8c72c8e
http://database.globalreporting.org/search/
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図 27 グローバルの GRI 準拠レポート数の推移111 

 

③ 企業の対応状況 

 日本では、2017 年に GRI に準拠したレポート数は 76 件であり、2014 年の 127 件、2015 年

の 136 件、2016 年の 141 件と比較して減少した。また、グローバル全体で比較した際の割合も

1.86％と、2014 年の 3.5%、2015 年の 3.63%、2016 年の 3.87%と比較して減少している（図 

28）。 

 

                                            
111 GRI ”SUSTAINABILITY DISCLOSURE DATABASE” （http://database.globalreporting.org/search/）（2018 年 3 月 8 日アク

セス）のデータを利用して作成 
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http://database.globalreporting.org/search/


51 

 

図 28 グローバル全体、日本における GRI 準拠レポート数の推移112 

 

（３） CDP 

① 概要 

CDP は、「気候変動がもたらす重要なリスクと機会について投資家に情報を提供すること」、「そ

れらの問題が企業価値に与える影響について、株主が重大な関心を持っていることを企業経営層

に知らせること」を目的に、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクトとして 2000 年に英国で設立さ

れた。現在の CDP の主な活動領域は「気候変動」「フォレスト（森林）」「ウォーター（水）」であり、各

地域の大手企業や産業セクターの代表企業などに対して質問書を送付し、その回答をもとに企業

のそれぞれの領域における対応を評価している（スコアは、A から D⁻のバンドで公表）。各設問の

回答状況で、スコアが変動し、開示/Disclosure 段階（D⁻～D）、認識/Awareness 段階(C⁻～C)、管

理/Management 段階（B⁻～B）、リーダーシップ/Leadership 段階（A⁻～A）となっている113(図 

29)。 

                                            
112 GRI ”SUSTAINABILITY DISCLOSURE DATABASE” （http://database.globalreporting.org/search/） （2018 年 3 月 7 日アク

セス）のデータを利用して作成 
113 CDP「2018 年 CDP 気候変動質問書概要」（https://cdp-

jp.net/common/cms_editor/uploads/files/Japan_2018climatechange.pdf ）（2018 年 3 月 7 日アクセス） 

2014年 2015年 2016年 2017年 （2018年）

日本企業 127 136 141 76 21

グローバル全体 3,557 3,758 3,670 3,074 1,258

日本企業割合 3.5 3.63 3.87 1.86 1.67
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※2019年3月8日時点のため
参考数値として記載

http://database.globalreporting.org/search/
https://cdp-jp.net/common/cms_editor/uploads/files/Japan_2018climatechange.pdf
https://cdp-jp.net/common/cms_editor/uploads/files/Japan_2018climatechange.pdf
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図 29 CDP のスコアリング方法：段階別評価114 

 

グローバル時価総額の 72％近くに相当する約 7,000 の企業が CDP を通じて情報開示をおこな

っており115、CDP を支持する機関投資家は、CDP から提供されるデータを参考にして投資の意思

決定を行っている。 

 

また、2018 年には気候変動の質問書を TCFD の開示推奨項目に準拠する形に改訂しており、

より企業の気候変動に関するリスク、機会、影響についての情報を提供することが可能となってい

る。TCFD の推奨開示項目と CDP の質問項目の対応関係は以下の通りである（表 17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
114 CDP「2018 年 CDP 気候変動質問書概要（P15）」（https://cdp-

jp.net/common/cms_editor/uploads/files/Japan_2018climatechange.pdf ）（2018 年 3 月 7 日アクセス） 
115 CDP「CDP 気候変動・ウォーターセキュリティ・フォレスト 2018 日本企業スコア一覧（投資家要請）」、2018 年 

https://cdp-jp.net/common/cms_editor/uploads/files/Japan_2018climatechange.pdf
https://cdp-jp.net/common/cms_editor/uploads/files/Japan_2018climatechange.pdf
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表 17 CDP と TCFD の対応関係116 

 

 

② 日本企業の対応状況 

日本企業を対象とした CDP の気候変動に関する調査は 2018 年で 13 回目となった。2006 年か

ら 2008 年の間は 150 社を対象に質問書が送付されていたが、2009 年より対象が 500 社に拡大

された。2011 年からは、FTSE ジャパンインデックスに該当する企業を基本として選定した 500 社

（以下、ジャパン 500）を中心に質問状が送付されている。 

 

2018 年度の CDP 気候変動 A リストには下記 20 社の日本企業が選定された。（表 18） 

  

                                            
116 TCFD Web サイト（https://www.fsb-tcfd.org/publications/）、CDP Web サイト（https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-

for-companies） （2019 年 3 月 8 日アクセス、CDP は要ログイン）を参考にデロイト作成 

TCFD CDP

項目 TCFD推奨開示項目 質問番号 2018CDP項目

ガバナンス

a)気候関連のリスク及び機会についての
取締役会による監視体制

CC1.1 取締役会が気候変動問題を監督しているか

CC1.1b 取締役会や取締役会が指定する委員会が気候変動問題を監督する状況についての詳細

CC2.2
どのような気候変動関連リスクと機会が、事業や収益と支出、資産と負債、資本配分に実質的な財務的影響を
与える可能性があるかを判断するためのプロセス

b)気候関連のリスク及び機会を評価・管
理する上での経営者の役割

CC1.1c 取締役会より下位のレベルで、気候変動に関して責任を負っている経営層の個人の役職または委員会名

CC1.1d 経営層レベルの役職や委員会が負っている責任の内容

戦略

a)組織が選別した、短期・中期・長期の気
候変動のリスク及び機会

CC2.1 短期、中期、長期の時間軸をどのように定義しているか

CC2.5
事業や収支、資産および負債、および資本配分に実質的な財務的影響を与える潜在的な気候変動リスクを特
定しているか

CC2.5a 事業や収支、資産および負債、および資本配分に実質的な財務的影響を与える気候変動リスクの詳細

CC2.6
事業や収支、資産および負債、および資本配分に実質的な財務的影響を与える潜在的な気候変動機会を特
定しているか

CC2.6a 事業や収支、資産および負債、および資本配分に実質的な財務的影響を与える気候変動機会の詳細

CC2.2
どのような気候変動関連リスクと機会が、事業や収益と支出、資産と負債、資本配分に実質的な財務的影響を
与える可能性があるかを判断するためのプロセス

b)気候関連のリスク及び機会が組織のビ
ジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響

CC2.5
事業や収支、資産および負債、および資本配分に実質的な財務的影響を与える潜在的な気候変動リスクを特
定しているか

CC2.5a 事業や収支、資産および負債、および資本配分に実質的な財務的影響を与える気候変動リスクの詳細

CC2.6
事業や収支、資産および負債、および資本配分に実質的な財務的影響を与える潜在的な気候変動機会を特
定しているか

CC2.6a 事業や収支、資産および負債、および資本配分に実質的な財務的影響を与える気候変動機会の詳細

CC2.7c 財務計画プロセスに、特定されたリスクや機会がどのように反映されたか

c)2度以下シナリオを含む様々な気候関
連シナリオに基づく検討を踏まえ、組織の
戦略のレジリエンスについて

CC3.1 気候変動を事業戦略において考慮しているか

CC3.1a 事業戦略について説明する際に気候シナリオ分析を用いているかどうか

CC3.1b 長期の事業戦略をサポートするために、低炭素移行計画を策定しているかどうか

CC3.1c どのように気候変動を事業戦略において考慮しているか

CC3.1d 活用している気候関連シナリオ分析の詳細

CC3.1e 低炭素移行計画の詳細

CC3.1f なぜ気候変動を事業戦略で考慮していないのかの理由

リスク管理

a）組織が気候関連リスクを識別・評価す
るプロセス

CC2.3 気候変動リスクと機会を特定し評価する手順について

CC2.3a 気候変動リスクと機会を特定し評価する手順の詳細

CC2.3c 以下の要素のうち、気候変動リスク評価で考慮しているかどうか

b）組織が気候関連リスクを管理するプロ
セス

CC2.3b 気候変動リスクと機会を特定し評価するための、リスク管理の手順について

CC2.7a 気候変動リスクと機会を管理するためのプロセスについて

c）組織が気候関連リスクを識別・評価・管
理するプロセスが組織の総合的リスク管
理にどのように統合されているか

CC2.3 気候変動リスクと機会を特定し評価する手順について

CC2.7b どの分野でどのように特定されたリスクや機会が事業に統合されているか

指標と目標

a）組織が、自らの戦略とリスク管理プロ
セスに即して、気候関連のリスク及び機
会を評価する際に用いる指標

CC2.7d 気候変動によるリスクや機会を管理するためのプロセスがない理由、将来そのようなプロセスを導入予定か

CC4.1 報告年に関連する排出削減目標を設定しているか

CC4.1a 総量目標の詳細

CC4.1b 原単位目標の詳細

CC4.2 CC4.1/a/bへの回答以外で、気候変動関連の目標があればその詳細について

b）Scope 1、Scope 2及び当てはまる場
合はScope 3の温室効果ガス（GHG）排
出量と、その関連リスクについて

CC5.9 スコープ１総排出量（tCO2e）

CC5.11 スコープ２総排出量（tCO2e）

CC5.13 スコープ３排出量の数値（関連しないスコープ３についてはその旨を回答）

c）組織が気候関連リスク及び機会を管理
するために用いる目標、及び目標に対す
る実績について

CC4.1 報告年に関連する排出削減目標を設定しているか

CC4.1a 総量目標の詳細

CC4.1b 原単位目標の詳細

CC4.2 CC4.1/a/bへの回答以外で、気候変動関連の目標があればその詳細について

https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
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表 18 2018 年 気候変動 A リストの日本企業一覧117 

セクター 企業名 

バイオ技術・ヘルスケア・製薬 小野薬品工業 

食品・飲料・農業関連 アサヒグループホールディングス 

住友林業 

インフラ関連 積水化学工業 

積水ハウス 

大和ハウス工業 

戸田建設 

製造 小松製作所 

住友化学 

ソニー 

豊田自動織機 

ナブテスコ 

三菱電機 

小売 丸井グループ 

サービス MS&AD インシュアランスグループホールディングス 

SOMPO ホールディングス 

富士通  

ベネッセホールディングス 

輸送サービス 川崎汽船 

日本郵船 

 

（４） IIRC 

① 概要 

国際統合報告評議会（International Integrated Reporting Council、IIRC）は、英国のチャ

ールズ皇太子によって設立された持続可能性のための会計プロジェクト（The Prince’s 

Accounting for Sustainability Project、A4S）と GRI が共同で創設した国際統合報告委員会

（International Integrated Reporting Committee）が原点である。その目的は、組織の持続可

能な業績に関する、統合された、簡潔・明瞭で、比較可能性のある財務情報及び非財務情報を提

供するための国際的な財務報告フレームワークの開発にあり、企業、投資家、証券監督当局、会計

基準設定団体、会計士団体、国際機関、NGO 等の代表者で構成される。こうした国際的な報告フ

レームワークの議論の背景には、21 世紀における企業を取り巻く状況は以下のように大きく変化し

                                            
117 CDP「CDP 気候変動・ウォーターセキュリティ・フォレスト 2018 日本企業スコア一覧（投資家要請）」、2018 年 
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ているにも関わらず、従前の財務情報を中心とした報告書では企業の価値を示せていないという問

題意識がある。 

 テクノロジーの発達、ビジネスのグローバル化、環境問題、資源不足などの変化が企業経営

に及ぼす影響が大きくなっている 

 企業価値の構成要素において有形資産よりも無形資産が占める割合が大きくなり、投資家

が企業の投資判断において考慮する情報範囲が広がっている118 

そこでIIRCは、2013年12月に国際統合報告フレームワークを公表した。当該フレームワークは７

つの指導原則と８つの内容要素から構成されている。指導原則では以下の統合報告書を作成する

ための基礎（報告書の内容および情報の開示方法に関する情報）を示している（表 19）。 

 

表 19 IIRC 指導原則119 

指導原則 指導原則の概要 

戦略的焦点と将来志向 企業の戦略および企業がその戦略に基づき将来どのように企

業価値を高めようとしているのかを記載する 

情報の結合性 統合報告書に記載された情報がどのように相互関連している

か。例えば、内容要素間、時系列（過去、現在、将来）、財務情

報と非財務情報間での関連性を考慮して情報を記載する 

ステークホルダーとの関係性 企業価値は他者との関係により創造される。組織と主要なステ

ークホルダー（投資家、従業員、顧客、地域社会等）間の関係・

繋がり、また、組織がステークホルダーのニーズと関心をどの程

度理解し、対応しているかを記載する 

重要性 企業の短、中、長期に渡る価値創造能力に重要な事象を選択し

て統合報告書に記載する 

簡潔性 必要な情報のみを統合報告書に記載する 

（提供されている企業情報が過多であり、読み手が何が重要で

あるかわからないという現状認識が統合報告提唱の背景の一

つ） 

信頼性と完全性 全ての重要な事象につき、組織に有利な情報のみでなく、不利

な情報もバランスよく、記載内容に重要な誤りがないようにする 

首尾一貫性と比較可能性 記載情報は期間を超えて首尾一貫（例えば、重要な KPI は複

数期間同一指標を使用）し、価値創造能力を、企業価値の点か

ら重要性のある情報について、他組織との比較を可能にするよ

う（例えば、同一業界のベンチマーク指標を使用）に開示する 

 

統合報告書で記載すべき内容要素の情報を示す（表 20）。 

                                            
118 IIRC のディスカッションペーパー「統合報告に向けて 21 世紀における価値の伝達」（http://integratedreporting.org/wp-

content/uploads/2011/11/IIRC-Discussion-Paper_Japanese.pdf）の P.7 
119 国際統合報告フレームワーク（http://integratedreporting.org/wp-

content/uploads/2015/03/International_IR_Framework_JP.pdf ）P.18－P.26 

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/11/IIRC-Discussion-Paper_Japanese.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/11/IIRC-Discussion-Paper_Japanese.pdf
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表 20 IIRC 内容要素120 

内容要素 内容要素の例示 

組織概要と外部環境 企業理念、経営体制、企業の強みなどの企業についての情報

と、経済社会情勢や市場動向などの外部環境についての情報 

ガバナンス 企業価値を高めるための企業体制、戦略の実行を担保するガ

バナンス責任者の能力、経験、責任、報酬体系に関する情報 

ビジネスモデル 企業価値を創造する仕組みに関する情報 

リスクと機会 特定した企業の短、中、長期の価値創造能力に影響を及ぼすリ

スクと機会。リスクについては、それを低減又は管理の手法、機

会については機会から価値を創造するプロセスについての情報 

戦略と資源配分 企業の短、中、長期にわたる戦略目標及び当該目標を達成す

るための現在または今後の戦略、戦略を実行するために、企業

の保有する経営資源をどのように割り当てていくか、どのように

短、中、長期の達成状況およびアウトカムの測定に関する情報 

実績 戦略目標の達成度合いに関する定量・定性情報（各種 KPI を

含む）、また結果として増加した企業価値に関する情報 

見通し 戦略を遂行するに当たり、短、中、長期的にどのような課題及び

不確実性に直面する可能性が高いか 

作成と表示の基礎 どのように統合報告書に含む事象を決定するか、また、それら

の事象はどのように定量化又は評価されるか 

 

国際統合報告フレームワークでは、統合報告書とは、「組織の外部環境を背景として、組織の戦

略、ガバナンス、実績及び見通しが、どのように短、中、長期の価値創造につながるかについての

簡潔なコミュニケーション」121 であるとし、統合報告書の主たる目的を、「財務資本の提供者に対し、

組織が長期にわたりどのように価値を創造するかについて説明することである。それゆえ統合報告

書には、関連する財務情報とその他の情報の両方が含まれる」122としている。さらに、国際統合報

告フレームワークでは、企業が経営で依存している様々な資源を６つの資本（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）に分けて、これらの資本がビジネスモデルを

通じてどのように組み合わされて企業の価値を創造し、維持等123しているかを示すことで投資家の

情報ニーズを満たそうとしている。 

また、IIRC はマーケットによる企業報告のフレームワーク、基準、関連する規定間の更なる統一

性、一貫性、比較可能性についての要請に応えるために、2014 年に企業報告ダイアログ

（Corporate Reporting Dialogue、CRD）を立ち上げ、報告フレームワークを所管する様々な組織

間での議論を促進している。CRD には、IIRC の他に、CDP、CDSB、IASB、GRI、ISO、SASB

                                            
120 国際統合報告フレームワーク P.27－P.36 
121 同上 項目 1.1 
122 同上 項目 1.7 
123 価値の保全又は毀損された場合（資本ストック全体が変化しない又は減少した場合）も含む（国際統合報告フレームワーク 項目

2.14） 
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が参加しており米国財務会計基準審議会（FASB）はオブザーバーとして参加している。2018 年

11 月には、CRD はそのメンバー間のフレームワークや基準を整合していく２年間のプロジェクトを

開始した。同プロジェクトでは、参加機関の SASB、GRI、CDP、CDSB が TCFD の提言に対して

それぞれのフレームワークをマッピングし、指標（metrics）など可能なところから揃えていくことにな

る。最初の成果物は 2019 年の第３四半期に公表され、主に以下が示される予定である124。 

 

 各報告フレームワークと TCFD 提言との紐づけ（linkage） 

 各報告フレームワーク間の紐づけ 

 非財務指標と財務上の影響（outcome）との関連性の特定 

 TCFD 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 

 各報告フレームワーク間で可能な場合、その指標を整合させていく中で次のフェーズのため

の準備作業についての概要 

 

② 海外企業の対応状況 

IIRC による国際統合報告フレームワークを参照しているレポート、若しくは IIRC ビジネスネットワ

ークの参加を通じてフレームワークの要素を取り入れているレポートを公表している組織は 530 に

及ぶ。地域別では欧州で 191、アフリカで 167、アジアで 117 の組織が IIRC に関係したレポート

を公表している（図 30）。 

 

                                            
124 Corporate Reporting Dialogue ”Corporate Reporting Dialogue: Better Alignment Project”

（http://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2018/11/Frequently-asked-Questions-Corporate-Reporting-

Dialogue.pdf） 
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図 30 地域別 IIRC 関連レポート数125 

 

また、統合報告126のアプローチの開発（組織に統合的思考・報告を導入するアプローチ等の開

発）や、経験・知識の共有を行っている IIRC Network には 1,750 以上の組織が参加している。米

国、英国、ドイツ、フランス、オランダ、トルコ、ブラジル、南アフリカ、インド、シンガポール、オースト

ラリアの各地域における IIRC Network の活動内容は以下の通りである（表 21）。 

 

 

表 21 IIRC Network の各地域の活動内容127 

国 活動内容詳細 

米国 Prudential Financial、JLL、Clorox、世界銀行、PepsiCo、Microsoft、Edelman などのリ
ーディングカンパニーが IIRC ビジネスネットワークで活動を推進。米国企業は、企業報告の
開発や、国際統合報告フレームワークの原則や概念が、報告書の複雑さを解消し、ページ数
を減らすことに利用でき、また、投資家やその他ステークホルダーの意思決定に有用な情報を
提供できるかへの関心が高い 

英国 HSBC、Unilever、Interserve、ACCA などの企業が参加。 
戦略報告書の要求に照らした IIRC の実施について議論するため定期的な会合を開催。
IIRC に沿った統合報告書の作成のためのアプローチの共有や課題克服のために協働。 
IIRC ビジネスネットワークの会議では、「リスクと機会」に焦点を当てたものや、「戦略的焦点
と将来の方向性」の指針に従う方法など、IIRC の原則の適用方法に焦点を当てた議題が取
り上げられている 

ドイツ IIRC ビジネスネットワークでは、企業や投資家が定期的に経験を共有。 
ドイツ証券取引所グループは IIRC パイロットプログラムを通じて国際統合報告フレームワー
クにを試験的に適用した最初の証券取引所であり、その他 BASF、ドイツアセット＆ウェルス
マネジメント、ドイツ銀行、EnBW、SAP などの企業が参加 

                                            
125 IIRC ホームページ（http://examples.integratedreporting.org/search_reporter?organisation_region=&x=19&y=12）(2019 年 3 月 8 日

アクセス) 
126 「統合報告」とは、統合思考に基づき統合報告書の作成につながる企業の中のコミュニケーションプロセスのこと 
127 IIRC ホームページ （https://integratedreporting.org/ir-networks/） （2019 年 3 月 8 日アクセス）の “The IIRC also works 

with organization’s locally to deliver regional <IR> Networks”で表示されている国の主な内容を仮訳 

ヨーロッパ
36%,191

アフリカ
32%, 16

アジア
22%, 17

オーストララシア

4% ,117

北米
3%, 167

南米
3% ,22

http://examples.integratedreporting.org/search_reporter?organisation_region=&x=19&y=12
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フランス Atos、BNP Paribas、Mazars や、IIRC 開発に強く関わっている Engie、Sanofi、Vivendi
などの CAC40 構成銘柄の 15 社以上の企業が参加し、国際統合報告フレームワークの適用
の際に生じる機会や課題についての経験や意見を投資家やその他の専門家団体と、定期的
に議論している。 
2015 年に IIRC を採用した統合報告書を発行した企業には AXA、Eurazeo PME、Engie、
Genica、Mazars、Sanofi、Vivendi など 

オランダ 企業の先進的な事例が増えている。IIRC ビジネスネットワークでは定期的に国際統合報告フ
レームワーク適用にあたっての見解や経験の共有を行う。参加企業は Aegon、AkzoNobel、
NV Luchthaven Schipol、FMO、Royal Philips Electronics など。Royal NBA 研究所も
支援。 
Integrated Reporting Examples Database では、最新の統合報告書が共有されており、他
企業の最新事例を知ることができる 

ブラジル IIRC ネットワークである”Comissao Brasileira do Relato Integrado”にはブラジルコーポレ
ートガバナンス研究所、ブラジル上場企業協会、ブラジル投資家協会、ブラジルアナリスト協
会、ブラジル連邦銀行連盟、ブラジル経営幹部協会などの 50 の組織が参加。ブラジル開発
銀行が支援 

南アフリカ 統合報告委員会（IRC:The Integrated Reporting Committee）が統合報告書の発展と活用
を主導。ヨハネスブルク証券取引所、南アフリカ貯蓄投資協会、南アフリカ銀行協会、Batseta
（南アフリカ共和国退職基金協議会）、南アフリカビジネスユニティ、南アフリカ政府職員年金
基金（SAICA）、南アフリカ内部監査機関などの専門組織・ビジネス組織が参加。 
統合報告書の作成支援のための情報ガイダンス作成のための専門家による作業部会があ
り、2011 年にはディスカッションペーパー「統合報告および統合報告書のためのフレームワー
ク」を、2014 年には初心者向けガイドラインを発表 

インド IIRC Lab では企業や投資家が他の市場で IIRC を活用している企業の経験や専門知識の
共有が可能。Web セミナーやディスカッションフォーラムの開催、ニュースレターの発行も行っ
ている。 
インド産業連盟（CII:The Confederation of Indian Industry）が事務局、Tata Steel のファ
イナンス＆コーポレート担当役員が議長を務める 

シンガポール シンガポール公認会計士協会（ISCA:The Institute of Singapore Chartered 
Accountants）は東南アジアで初めて IIRC 運営委員会を結成し、上級実務者、投資家、有力
企業、学界と連携。東南アジアの IIRC 発展に貢献 

オーストラリア ローカル・ネットワークである企業報告リーダーズフォーラム（BRLF:Business Reporting 
Leaders Forum）では３年間の活動で、企業の報告にかかわるすべてのステークホルダーの
関心を共有して議論。企業のレポーティングに関連した動向や課題の検討もおこなっている。 
また、多くのオーストラリアの業界の年金基金は IIRC Pension Funds Network を設立し、
統合報告が基金にどう適用されるかを議論している 

 

③ 日本企業の対応状況 

 IIRC による国際統合報告フレームワークを参照しているレポート、若しくは IIRC ネットワーク

の参加を通じてフレームワークの影響を受けているレポートを公表している日本の組織は 92 であ

る（図 31）。この組織数はグローバル全体の 17.4%、アジアの 79%を占めており、比較的高い割

合を示している。 
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図 31 地域別（日本含む）IIRC 関連レポート数128 

 

 日本国内において IIRC は、日本公認会計士協会と日本取引所グループの支援を受け、投資家

コミュニティを含む 35 の組織から構成される日本地域ネットワークを運営しており、定期的に IIRC

の実行における重要課題を議論している。また、日本 IR 協議会129も IIRC の実践・開発に取り組

んでいる。 

 

（５） ISO 

現在、グリーンファイナンスやサステナブルファイナンスの規格化に関して以下の４つの動きが

進んでいる。 

環境マネージメント関連の規格開発を担う技術委員会（TC207）のもとで進んでいる規格 

 ISO 14097（気候ファイナンス） 

 ISO 14030（グリーンボンド） 

 ISO 14100（グリーンファイナンス） 

サステナブルファイナンスに関連して 2018 年 9 月に新たに設置された委員会 

 TC322（サステナブルファイナンス） 

 

ISO14097 及び ISO14030 は 2020 年を目途に規格化が進んでいる。TC322（サステナブルファ

イナンス）は英国が、ISO 14030（グリーンボンド）は米国が、ISO14100（グリーンファイナンス）は

中国が、ISO 14097 はフランスが主導して進んでいる。 

                                            
128 IIRC ホームページ（http://examples.integratedreporting.org/search_reporter?organisation_region=&x=19&y=12）(2019 年 3 月 8 日

アクセス) 
129 IR 活動の普及と質の向上を目指して活動している日本で唯一の民間の非営利団体 

ヨーロッパ, 191, 36%

アフリカ, 167, 32%

オーストララシア, 22, 4%

日本, 92, 

17%

日本以外, 25, 

5%

北米, 17, 3%

南米, 16, 3%

アジア, 117

http://examples.integratedreporting.org/search_reporter?organisation_region=&x=19&y=12
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以下、気候変動関連の投融資活動についての規格である ISO14097 について詳細に解説す

る。 

2017 年 2 月にフランスのアンジユで開催された ISO TC207/SC7 関連会合で、「気候ファイナ

ンス」に関する国際標準規格（ISO 14097）の議論が開始された。SC7 は環境マネージメント関連

の規格開発を担う技術委員会である TC207 の下で、温室効果ガスマネジメントに係る国際標準

規格の開発を担う分科委員会である（図 32）。 

 

 

図 32 ISO 各分科委員会と開発中の国際標準規格 

 

 

なお、ISO14097 の作業部会の共同会合責任者は 2℃イニシアティブの CEO である Stan 

Dupre 氏（ANFOR130委任）と UNFCCC 事務局の Massamba Thioye 氏であり、以下の３点の

評価と報告のフレームワークの構築を同国際標準規格の目的としている131。 

 

① 実体経済における GHG 排出動向に対する投資決定の影響 

② 低炭素化への移行経路と気候変動対策目標との投資と資金調達決定の整合性 

③ 気候変動対策目標や気候変動政策に起因する金融資産所有者の財務上のリスク 

 

2017 年 12 月に第１回作業原案が発行された。2017 年時点では、2018 年 6 月に第１回委員

会原案が発行される予定であったが 2019 年 3 月現在まだ発行されていない。2020 年 2 月 20 日

に ISO14097 が発行される予定であり、現在も作業が進んでいる（図 33）。 

 

                                            
130 フランス規格協会 
131 2 degree Investment Initiative ”WORKPLAN 2017-2020 ISO14097（P1）”(2017 年) 

TC207（環境管理専門委員会）

SC1（環境マネジメントシステム）

SC2（環境監査）

SC3（環境ラベル）

SC4（環境パフォーマンス評価）

SC5（ライフサイクルアセスメント）

SC7（温室効果ガスマネジメント）

ISO14030

ISO14097
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図 33 ISO14097 発行までのタイムライン132 

（６） CDSB 

Climate Disclosure Standards Board（CDSB）は、世界的な気候変動関連の情報開示の標

準化を求める企業等の声を受け、2007 年のダボス会議で設立された。企業の気候変動情報開示

の標準化を目指して世界的なフレームワークを構築し有価証券報告書などにおける気候変動情報

の開示を進めている。CDSB は企業や環境関連のその他機関によるコンソーシアムであり、監査

法人や企業、標準化機関、規制当局と綿密なパートナーシップのもと活動している133。 

CDSB は以下の団体と戦略的なアライアンスを組んでいる。 

・ CDP 

・ Corporate Reporting Dialogue 

・ GRI 

・ IIRC 

・ Natural Capital Coalition 

・ Natural Capital Finance Alliance 

・ SASB 

 

CDSB のミッションは、メインストリームの報告書に重要な気候変動や自然資本の情報が掲載さ

れるような状況を作り出すことにあり、CDSB は、メインストリームの企業報告書を通じて市場（投資

家）に意思決定に有用な環境情報が提供されるような取り組みを行っている。2012 年には、投資

家にとって有用な情報を開示することを目的として、気候変動報告フレームワーク（the Climate 

Change Reporting Framework）を発表しており、その後、フレームワークのスコープを環境情報

                                            
132 2 degree Investment Initiative ”WORKPLAN 2017-2020 ISO14097” P3-6（2017 年） 
133 CDSB ホームページ（https://www.cdsb.net/international/japan）（2019 年 3 月 9 日アクセス） 
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ISO14097 発行2月20日
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および自然資本まで広げて、CDSB フレームワークとして 2015 年 6 月に公表した。さらに、2017

年 6 月に公表された TCFD 提言に対応して、2018 年 4 月に CDSB フレームワークを改訂した。 

 

また、2018 年 5 月には、TCFD と共同で TCFD のフレームワークに沿った開示のためのナレッ

ジのプラットフォームである TCFD Knowledge Hub134を公開しており、TCFD 事務局公開資料だ

けでなく、各企業や調査機関のレポート、ケーススタディ、イベントなどの紹介も行っている。TCFD 

Knowledge Hub のサイトマップは以下の通りである（図 34）。 

 

 

 

図 34 TCFD Knowledge Hub の全体像135 

 

（７） SASB 

サステナビリティ会計基準審議会（Sustainability Accounting Standard Board、SASB）は、

2011 年に設立された米国の非営利民間団体であり、投資家のニーズを満たす重要なサステナビリ

ティ情報の開示を促すことで資本市場の効率性を高めようとしている。財務会計基準を取りまとめ

る民間団体の米国財務会計基準審議会（Financial Accounting Standard Board、FASB）と同

じ位置づけを非財務情報の分野で目指している。SASB のボードメンバーには大学教授をはじめ、

会計事務所関係者やビジネス界（特に金融業）、法曹界出身者が含まれる。 

SASB は当初、米国 SEC 上場企業を対象としており、その基準は Form 10-K などの SEC 提

出書類で開示される重要なサステナビリティ情報に利用されることを目的としていた。しかしながら、

2018 年の CEO の交代に伴い、サステナビリティ情報のグローバルスタンダードを目指す方向性

                                            
134 TCFD Knowledge Hub (https://tcfdhub.org/)（2019 年 3 月 8 日更新） 
135 TCFD Knowlegde Hub ホームページより作成（https://www.tcfdhub.org/home/about ）（2019 年 3 月 27 日アクセス） 
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• 提言の詳細解説
• 詳細情報（Further Information、文言解説、

実践方法、他フレームワークとの関係等）
• 参考情報（Resources to get started、TCFD

事務局推奨の参考レポート等）

TCFD事務局が紹介しているものに限らない、
他機関・企業による各項目の
・詳細情報（Further Information）
・参考情報（Resources to get you started）
も項目ごとに一括して紹介
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https://www.tcfdhub.org/home/about
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にシフトしている136。SASB の基準は産業分野ごとに 11 のセクター 、77 のインダストリーに対して

提供され、具体的な指標（定量、定性）が設定されている（表 22）。 

 

表 22 SASB のセクターとインダストリー137 

  セクター インダストリー 

ヘルスケア（Health Care） （６インダストリー）バイオ技術・医薬、医療機器・医療用品、医療提供、医

療機器販売、管理医療、薬品小売 

金融（Financials） （７インダストリー）商業銀行、投資銀行・仲介、資産運用・保管、消費者金

融、住宅ローン、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

（Technology & 

Communication） 

（６インダストリー）電子機器受託製造サービス・ODM138、ソフトウェア・IT

サービス、ハードウェア、半導体、通信サービス、インターネット・メディア・

サービス 

採取及び鉱物加工（Extractive 

& Minerals Processing） 

（７インダストリー）石油・ガスー探査・生産、石油・ガスー中流、石油・ガス

ー精製・販売、石油・ガスーサービス、石炭操業事業、鉄・鉄鋼製造業、金

属・鉱業 

交通・運輸（Transportation） （９インダストリー）自動車、自動車部品、レンタカー・自動車リース、航空

会社、航空貨物、海上輸送、船旅会社、鉄道、陸上輸送 

サービス（Services） （７インダストリー）教育、専門・商業サービス、ホテル・宿泊施設、カジノ・

ゲーム、レジャー施設、広告・マーケティング、メディア・エンターテイメント 

原料加工（Resource 

Transformation） 

（５インダストリー）化学、航空宇宙・防衛、電機・電子機器、産業用機械・

工業製品、コンテナ・パッケージング 

食品及び飲料（Food & 

Beverage） 

（８インダストリー）農産物、食肉、乳製品製造、ノンアルコール飲料、アル

コール飲料、たばこ、食料品店・流通 

消費財（Consumer Goods） （７インダストリー）衣料・装飾品・靴、電気機器、家庭・個人用品、建材・家

具、玩具・スポーツ用品、複合種目・特殊小売・流通、e コマース 

再生可能資源及び代替エネルギ

ー（Renewable Resources & 

Alternative Energy） 

（６インダストリー）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、パルプ・紙製

品 

インフラ（Infrastructure） （８インダストリー）電力・発電機、ガス供給・販売、水道施設・給水、廃棄

物管理、建設、住宅メーカー、不動産、不動産サービス 

 

SASB は、５つのサステナビリティの特徴（環境、社会資本、人的資本、ビジネスモデル・イノベー

ション、リーダーシップとガバナンス）に基づく 30 のサステナビリティ課題からサステナビリティのト

ピックを特定している。そのうち気候変動は「環境」におけるサステナビリティ課題139に含まれる。   

この基準は TCFD においても参照されており、TCFD の補助ガイダンスでは、特定のセクター別

に企業が開示する気候関連リスクと指標について、SASB のサステナビリティ基準を参照している

140。 

SASB は、2012 年より成文化に向けて検討が進められていた。その後、TCFD において気候関

連リスクと metrics として参照されることも想定して検討がなされ、2018 年 11 月に成文化し公表

                                            
136 Sustainability Accounting Standards Board ウェブサイト（https://www.sasb.org/standards-overview/download-current-

standards/） 
137 Sustainability Accounting Standards Board ウェブサイト及び “CONCEPTUAL FRAMEWORK”より

（http://www.sasb.org/ http://www.sasb.org/standards/status-standards/） 
138 ODM（Original Design Manufacturing）は、委託者のブランドで製品を設計・製造すること 
139 温室効果ガス排出量、大気質、エネルギー管理、水・廃水管理、廃棄物・危険物、生態学的影響、気候変動の影響 
140 “Frequently Asked Questions Understanding How SASB Standards and TCFD Recommendations Are Complementary”

（https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/12/SASB-SASB-Standards-TCFD-Recommendations-FAQ-14-Dec-

2017.pdf） 

http://www.sasb.org/standards/status-standards/
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を行った。その際、各セクターの特色と TCFD との整合を踏まえ、基準案から成文化において変更

を加えている（表 23）。 

 

表 23 基準案から成文化における変更点（自動車セクターの例） 

  

 

 

 

  

項目 Accounting Metric （改訂版） 追加項目

Product Safety

Percentage of vehicle models rated by NCAP programs with an overall 5-star safety rating, by 
region

―

Number of safety-related defect complaints, percentage investigated ―

Number of vehicles recalled ―

Labor Practices

Percentage of active workforce covered under collective bargaining agreements ―

(1) Number of work stoppages and (2) total days idle ―

Fuel Economy & Use-phase 
Emissions

Sales-weighted average passenger fleet fuel economy, by region ―

Number of (1) zero emission vehicles (ZEV), (2) hybrid vehicles, and (3) plug-in hybrid 
vehicles sold

―

Discussion of strategy for managing fleet fuel economy and emissions risks and 
opportunities （燃費・排出のリスク及び機会のマネジメント戦略に関する議論）

○
（戦略の項目が追

加）

Materials Sourcing Description of the management of risks associated with the use of critical materials ―

Materials Efficiency & 
Recycling

Total amount of waste from manufacturing, percentage recycled ―

Weight of end-of-life material recovered, percentage recycled ―

Average recyclability of vehicles sold ―



66 

3 気候変動のリスク・機会としての捉え方 

3.1 気候変動のリスク・機会について 

 気候関連リスク、機会の項目の例として TCFD では以下のように記載している（表 24）。 

 

表 24 TCFD におけるリスク・機会のパラメータ（変数）141 

 

 

気候関連のリスク・機会には、気候変動に関連する緩和と適応の要求事項に取り組むための広

範な政策、法律、技術、市場の変化である「移行リスク」と、気候変動に起因する物理的影響のパタ

ーンを示す「物理的リスク」に分けられ、上記項目がシナリオに基づき細分化されていく（図 35）。 

気候関連財務情報開示に関するガイダンス（以後 TCFD ガイダンス）142では、移行リスクについ

ては IEA 等のシナリオが、物理的リスクについては IPCC 等のシナリオが有用である旨が記載さ

れている。 

                                            
141 TCFD”Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities”

（2017 年 7 月）をデロイト トーマツ コンサルティングが翻訳 
142 経済産業省が、2018 年 12 月に公表した気候関連財務情報開示に関するガイダンス。2018 年 8 月に立ち上げた「グリーンファイナ

ンスと企業の情報開示の在り方に関する『TCFD 研究会』」にて、TCFD が求める気候関連の情報開示についての議論を通じて策定。 

項目 検討内容

割引率

炭素価格

エネルギー需要
エネルギーミックス

重要商品と製品の価格

マクロ経済的変数

人口統計学的変数

技術

効率

移行的影響の地理的調整

政策

気候感度に関する仮定

将来価値の割引に、組織がどのような割引率を適用するか

炭素価格の税制や排出路地引枠組みにおける経時的変化はどうなるか
（実施時の地理的範囲、炭素価格の適用範囲、適用方法）

様々な一次エネルギー源における総エネルギー需要とエネルギーミックスはどうなるか
各ソースカテゴリーのエネルギー転換効率と末端効率で使用する係数は何か

どのようなGDP率、雇用率、その他経済的変数が使われるか

人口増加や移住について、どのような仮定を立てるか

省エネ向上/クリーン・エネルギーへの転換/物理的変化の利点をどの程度盛り込むか

様々な地域/国家/資産の立地/市場に対するインプット・パラメータの差異の可能性につい
て、どのような仮定を立てるか

様々な重要な需要側・供給側の技術の性能/コストの変化と、その結果もたらされる経時
的な普及レベルについての仮説

様々な政策シグナルの強度とその経時的変化についての仮定はどのようなものか

CO2増加に対する相対的な温度上昇について、どのような仮定を立てるか

重要なインプット、エネルギー商品（石炭、電力等）の市場価格の経時的変化について、
インプット・パラメータ/仮定にもとづき、どのような結論を導き出すか
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図 35 気候シナリオにおける移行シナリオ、物理的リスクシナリオ143 

 

3.2 シナリオ分析にて活用可能なパラメータ 

シナリオ分析にて活用可能なパラメータについて、定量情報の有無を確認するため IEA  

World Energy Outlook （以下 WEO）2017 並びに、IEA Energy Technology 

Perspectives （以下 ETP）2017 に関して整理を行った。整理結果を以下に示す（表 25）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
143 TCFD”Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities”

（2017 年 7 月）をデロイト トーマツ コンサルティングが翻訳 

気候シナリオ

移行シナリオ

 気候政策が策定され、GHG排出量を制限するための「気候配慮型」技術が
普及することについて実現性の高い仮定を示したもの

 重要パラメータ（技術開発・普及の速度、重要政策の変化・タイミング）に
よって移行速度が変化する

概要

シナリオ例  IEAシナリオ

用途
 エネルギー供給とGHG排出量に関する政策・技術がどのように経済活動、

エネルギー消費、GDPといった要因と相互作用するか検証

物理的リスクシナリオ

 気候変動に起因する物理的影響のパターンであり、大気中GHG濃度の変
化に対する地球の気候の応答を示す地球気候モデルの結果を示したもの

 局所レベルの潜在的な気候変化を導き出し、気候変動の影響（洪水・干ば
つなどの一次的影響、穀物収穫高などの二次的影響、飢餓などの三次的
影響）を説明するシナリオとして利用される

概要

シナリオ例
 代表的濃度経路(Representative Concentration Pathway ; RCP)をベー

スとしたIPCCシナリオ

用途
 どのような物理的影響がありうるか、気候変動の物理的出来事が深刻に

なった場合何が起こるか、そのような出来事は具体的に知覚されるか検証
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表 25 IEA のシナリオにおける移行リスク関連データ 

 

“TCFD Technical Supplement: The Use of Scenario 

Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and 

Opportunities”記載内容 

IEA 項目 IEA 詳細データ 出所144 時間軸 

地域 

単位 該当ページ 
グローバル 特定国 日本 

炭素価格 

 炭素価格の（税制や排出取引枠組における）経時的変

化、実施の際の地理的範囲について、炭素価格を限界的

にのみ、あるいはベース・コストとして適用するのか、特定

の経済セクター、あるいは経済全体に適用するのか、どの

地域に適用するのか 

 

 （複数時点において）共通の炭素価格を用いるのか、異な

る価格を用いるのか、税制にするのか、取引制度にする

のか、CO2 価格付け実施範囲と方法 

炭素価格 炭素価格 WEO 2017 2020/30/40  〇  

$2016 per tonne p.48 Table 1.1 

エネルギー

需要 

 石炭/石油/ガス/原子力/再生可能エネルギー（サブカテゴ

リ‐）など、様々な一次エネルギー源全体における総エネ

ルギー需要とエネルギーミックスはどのようなものか 

 

 供給/末端利用での効率改善を仮定した場合、それは経

時的にどのように変化するのか 

 

 各ソース・カテゴリーのエネルギー転換効率と各カテゴリ

ーにおける末端効率について、経時的にどのような係数

が使われるのか 

全般 最終電力消費（業界・地域別） ETP 2017 2014-60  〇  

TWh p.279-280, 

Figure 6.2, 

6.3,6.4 

一次エネルギー 一次エネルギー需要（化石/非化石燃料別） 
ETP 2017 2014-60 〇   EJ p.77, Figure 2.18 

WEO 2017 2025/40 〇   
Mtoe p.79 Table2.2 

最終エネルギー 産業セクター別、燃料種別 ETP 2017 2025 〇 〇  
EJ p.77, Figure 2.20 

最終エネルギー 年間平均エネルギー消費の変化 WEO 2017 2016-40 〇 〇  
Mtoe p.286 Figure7.3 

最終エネルギー 
省エネ規制によって削減されたエネルギー量

（燃料、セクター、地域別） 
WEO 2017 2040  〇  Mtoe p.289 Figure7.5 

化石燃料 化石燃料（石炭、石油、ガス）需要 WEO 2017 2025/30/35/40 〇 〇 〇 Mtoe p.145 Figure3.18 

化石燃料 化石燃料の需給、石油原料の需要変化 WEO 2017 2025/40 〇   
mb/d p.170 Figure4.7 

化石燃料 セクター別石油需要 WEO 2017 2020/25/30/35/40 〇   
mb/d p.159 Figure4.1 

石炭、ガス 技術別石炭消費内訳(CHP,超臨界等) WEO 2017 2040 〇 〇 〇 % p.262 Figure6.16 

再エネ 再エネ種別エネルギー消費量 WEO 2017 2025/40 〇   Mtoe, TWh, 

mboe/d 

p.299 Table7.3 

再エネ 運輸・熱・電気毎の再エネ消費量 WEO 2017 2040    
Mtoe p.301 Figure7.8 

再エネ バイオエネルギーの最終消費量の内訳 ETP 2017 2016 〇   
% p.319, Figure 7.2 

熱 産業の温度別熱需要 WEO 2017 2040  〇 〇  
Mtoe 

p.319 

Figure7.16, 

p.320 Figure7.17 

電力 電力需要 WEO 2017 2025/30/35/40 〇 〇 〇 TWh p.238 Table6.1 

電源 発電事業でのエネルギー需要 ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
PJ 

ETP2017_scenar

io_summary 

 

                                            
144 出所 International Energy Agency (IEA) “World Energy Outlook 2017”, “Energy Technology Perspective 2017 –Catalysing Energy Technology Transformation” 
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“TCFD Technical Supplement: The Use of Scenario 

Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and 

Opportunities”記載内容 

IEA 項目 IEA 詳細データ 出所 時間軸 

地域 

単位 該当ページ 

グローバル 特定国 日本 

エネルギ

ーミックス 

 石炭/石油/ガス/原子力/再生可能エネルギー（サブカテ

ゴリ‐）など、様々な一次エネルギー源、全体における

総エネルギー需要とエネルギーミックスはどのようなも

のか 

 

 供給/末端利用での効率改善を仮定した場合、それは経

時的にどのように変化するのか 

 

 各ソース・カテゴリーのエネルギー転換効率と各カテゴリ

ーにおける末端効率について、経時的にどのような係数

が使われるのか 

再エネ 再生可能・低炭素エネルギー比率 ETP 2017 2014-2060 〇   
% p.30,Figure 1.5 

再エネ バイオエネルギー利用率（セクター別、BECCS 比率） ETP 2017 2060 〇   
EJ p.38,Figure 1.13 

再エネ 
再生可能エネルギーによる発電量予測（太陽光、風力、水力、バイオ、地

熱、CSP、海洋） 
ETP 2017 2000-2020/2025 〇   TWh p.67, Figure 2.4 

原子力 原子力発電の容量 WEO 2017 2025/30/35/40 〇 〇 〇 GW p.250 Figure6.9 

原子力 原子力発電予測、電子炉建設数 ETP 2017 2020/25 〇   
TWh p.69, Figure 2.5 

電源設備 石炭火力発電設備容量の推移 ETP 2017 2020/25 〇   
GW p.73, Figure 2.11 

電源 発電量（総量、電源別内訳） WEO 2017 2025/30/35/40 〇 〇 〇 TWh p.651 Annex 

電源 洋上風力発電 WEO 2017 2040 〇 〇 〇 TWh p.104 Figure2.21 

電源 電源比率（化石燃料、原子力、バイオ、再生可能、CCS：有/無） ETP 2017 2060 〇   
Electricity mix p.37,Figure 1.12 

発電所 発電設備容量 WEO 2017 2025/30/35/40 〇 〇 〇 GW p.651 Annex 

発電所 閉鎖する発電所の累計容量（電源別） WEO 2017 2017-25/2026-40 〇 〇 〇 TWh p.259 Figure6.13 

CCS CCS 付設の石炭火力発電量 WEO 2017 2040 〇   
TWh p.146 Figure3.19 

投資 エネルギー投資累計 WEO 2017 2040 〇   Trillion dollars 

(2016) 

p.100 Figure2.20 

投資 年間洋上エネルギー投資 WEO 2017 2017-25/2026-40 〇   Billion dollars 

(2016) 

p.105 Figure2.22 

投資 セクター別累計必要投資額 

WEO 2017 2040 〇   
Trillion dollars 

(2016) 

p.147 Figure3.20 

ETP 2017 2060 〇   Trillion USD (2015 

USD PPP) 

p.263, Figure 5.16 

重要商品

/製品の

価格 

 重要なインプット、エネルギー商品（石炭、石油、ガス、

電力など）の市場価格の経時的変化について、組織が

インプット・パラメータ/仮定にもとづき、どのような結論を

導き出すか 

再エネ 風力/太陽光電力価格 ETP 2017 2011-2021 〇 〇  
USD/kWh p.65, Figure 2.3 

化石燃料 化石燃料価格（シナリオ別、燃料別） ETP 2017 2020/30/40/50/60 〇 〇 〇 

Oil :2015 USD/bbl 

Coal: 2015 USD/t 

Gas: 2015 USD/ 

MtBu 

p.408, Table A.3 

石炭 ボイラー用炭輸入価格と石炭貿易量 WEO 2017 2000-40  〇  

Dollars per 

tonne(adjusted to 6 

000 kcal/kg) 

p.217 Figure5.5 

マクロ経

済的変数 
 使用される GDP 率、雇用率、その他経済的変数 GDP 

 

GDP 成長率（’14 年基準）、実質 GDP 成長率 

 

ETP 2017 2000-60 〇   
CAAGR (%) p.408, Table A.1 

人口 

統計学 
 人口増加や移住について、どのような仮定を立てるか 全般 

 

人口推移 

 

ETP 2017 2014-60 〇   
millions p.408, Table A.2 
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“TCFD Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis in 

Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities”記載内容 
IEA 項目 IEA 詳細データ 出所 時間軸 

地域 
単位 該当ページ 

グローバル 特定国 日本 

効率 
 省エネ向上/クリーンエネルギーへの転換/物理的変化の利点をどの

程度シナリオや事業計画に盛り込むか 

効率 天然ガス火力発電における発電原単位 ETP 2017 2000-25  〇  
gCO2/kWh p.71, Figure 2.8 

効率 新設発電プラントでの平均発電効率 ETP 2017 1990-2060 〇   
gCO2/kWh p.53,Figure 2.2 

効率 バッテリー貯蔵技術の費用内訳 ETP 2017 2040  〇   
% p.298, Figure 6.19 

効率 バッテリー容量とコスト ETP 2017 2030/45/60 〇   GWh, USD/kWh p.299, Figure 6.20 

効率 エネルギー原単位削減率 WEO 2017 2016-25/25-40 〇   
% p.285 Figure7.2 

効率 太陽光発電コスト、EV 電池コスト WEO 2017 2010-40 〇   Dollars per MWh, 

kWh (2016) 
p.60 Figure1.8 

効率 パワートレインと電気自動車の費用比較 WEO 2017 2025  〇  Thousand dollars 

(2016) 
p.96 Figure2.18 

効率 
プラスチック製品の生産効率の改善による石油削減ポ

テンシャル 
WEO 2017 2040  〇  

mb/d p.172 Figure4.8 

効率 経年の均等化発電原価（技術別） WEO 2017 2010-40   〇  Dollars per MWh 

(2016) 
p.269 Figure6.21 

技術 

 様々な重要な需要側・供給側技術（太陽光/CSP、風力、エネルギー

貯留、バイオ燃料、CCS/CCUS、原子力、非従来型ガス、電気自動

車及び、産業・インフラなどその他重要セクターにおける省エネ技術な

ど）の性能/コストの変化と、その結果としてもたらされるそれらの経時

的な普及レベルについて、組織が仮定を立てるか 

CCS 地下貯蔵技術（CCS）の普及率（シナリオ別） ETP 2017 2030/45/60 〇   
% p.366, Figure 8.3 

CCS 電力貯蔵設置状況 ETP 2017 2020/25 〇   
GW p.103, Figure 2.58 

CCS 
化学・石油化学、鉄鋼サブ、セメントセクターにおける

CO2 回収と貯蔵 
ETP 2017 2020/25/30/35/40/45/50/55/60 〇   

MtCO2/year 

p.179, Figure 4.10、

p.189, Figure 4.20、

p.194, Figure 4.23 

CCS 工業製造過程における CCS の普及率 ETP 2017 2015-60 〇   
% p.371, Figure 8,7 

CCS CCS、BECCS 貯蔵量（セクター別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇 〇  
Mt CO2 

ETP2017_scenario_

summary 

化石燃料 地域別深海・超深海開発 WEO 2017 2020/25/30/35/40 〇   
mb/d p.185 Figure4.14 

ガス ガス資源開発における平均費用 WEO 2017 2016-20/-25/-30/-35/-40  〇  Dollars per MBtu 

(2016) 

p.373 Figure9.3 

ガス 10%多く LNG 輸入するための平均調達日数 WEO 2017 2030/40  〇 〇 Days p.391 Figure9.14 

再エネ 年間発電効率と再エネへの投資 WEO 2017 2017-20/-25/-30/-35/-40 〇   Billion dollars 

(2016) 

p.308 Figure7.12 

投資 地域別オイル・ガス供給への累計投資額 WEO 2017 2040  〇  
$2016 billion p.201 Table4.10 

政策 

 様々な政策シグナルの強度とその経時的変化についての仮定（国が

掲げた炭素排出目標） 

 

 

政策 
気候関連政策（分野別：一次エネルギー、発電/産業/運

輸グループ等） 
WEO 2017 2016 以降 〇 〇 〇 

- p.728-729 TableB.1 

 様々な政策シグナルの強度とその経時的変化についての仮定（化石

燃料補助金） 

補助金 燃料消費への補助金 WEO 2017 2009-2016 〇   Billion dollars 

(2016) 

p.84 Figure2.12 

再エネ 支援対象である風力・太陽光発電の割合 WEO 2017 2010-2030 〇   
% p.275 Figure6.24 
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“TCFD Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis in 

Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities”記載内容 
IEA 項目 IEA 詳細データ 出所 時間軸 

地域 
単位 該当ページ 

グローバル 特定国 日本 

CO2 排

出量 
 

ガス ガス発電の平均 CO2 排出原単位 WEO 2017 2025/40  〇  
gCO2/kWh p.454 Figure11.13 

発電 発電の CO2 排出原単位平均 WEO 2017 2025/40  〇  gCO2/kWh p.444 Figure11.5 

生産・販

売予測 
 

石炭 石炭需要、生産、貿易 WEO 2017 2025/40  〇   Mtce p.207 Table5.1 

化石燃料 地域別石油生産量の変化 WEO 2017 2016-25/-40  〇  mb/d p.160 Figure4.2 

電源 洋上ガス・オイル生産 WEO 2017 2040  〇   mboe/d p.104 Figure2.21 
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セクター 項目 

“TCFD Technical Supplement: The Use of Scenario 

Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and 

Opportunities”記載内容 

IEA 詳細データ 出所 時間軸 

地域 

単位 該当ページ 

グローバル 特定国 日本 

 

 

 

 

エネルギ

ー 

 

 

エネルギー需要 

 石炭/石油/ガス/原子力/再生可能エネルギー（サブカテ

ゴリ）など、様々な一次エネルギー源全体のエネルギー

需要とエネルギーミックスの結果 

 

 供給/末端利用での効率改善を仮定した場合の経時的

な変化 

 

 各ソース・カテゴリーのエネルギー転換効率と各カテゴリ

ーにおける末端効率について、経時的に使用される係

数 

住宅用 LED 照明と照明用電力需要 WEO 2017 2040 〇   
TWh p.294 Figure7.7 

最終エネルギー需要（輸送/住宅/サービス/農林水産

セクター、燃料種別） 
ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇 〇  

PJ 
ETP2017_scenario

_summary 

エネルギー需要（暖房、温水、冷房、照明・その他、

調理、燃料種別） 
ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   

PJ 
ETP2017_building

s_summary.xlsx 

エネルギー需要（セメント業界、化学・石油化学業

界、鉄鋼業界、製紙業界、アルミ業界、燃料種別） 
ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   

PJ 
ETP2017_industry

_summary.xlsx 

エネルギーミックス 
電力業界の発電における必要な投資（シナリオ別） ETP 2017 2015-60 〇   Trillion USD (2015 

USD PPP) 
p.263, Figure 5.16 

交通におけるバイオ燃料の種類（最終消費） ETP 2017 2015-60 〇   
EJ p.325, Figure 7.7 

技術 

 様々な重要な需要側・供給側技術（太陽光/CSP、風力、

エネルギー貯留、バイオ燃料、CCS/CCUS、原子力、非

従来型ガス、電気自動車、産業・インフラなどその他重

要セクターにおける省エネ技術など）の性能/コストの変

化と、その結果としてもたらされる経時的な普及レベルに

ついての仮定 

再生可能エネルギー発電設備の稼働率 ETP 2017 2014-60 〇   
GW / year p.290, Figure 6.14 

政策 
 様々な政策シグナルの強度と、経時的変化についての

仮定（重要セクターにおける省エネ技術基準・政策） 
電力産業での近年の規制事例 WEO 2017 2016-17 〇   

- p.241 Table6.2 

CO2 排出量  GHG 排出量（燃料別） ETP 2017 2030/60 〇   
GtCO2 p.164, Figure 4.1 

生産・販売 

予測 
 

発電の平均 CO2 原単位と一次アルミニウム生産 ETP 2017 2060 〇 〇  

production: 

Aluminium(Mt) 

CO2 intensity : 

gCO2/kWh 

p.200, Figure 4.26 

太陽光発電の普及量 WEO 2017 2040  〇   
GW p.150 Figure3.22 
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セクター 項目 

“TCFD Technical Supplement: The Use of Scenario 

Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and 

Opportunities”記載内容 

IEA 詳細データ 出所 時間軸 

地域 

単位 該当ページ 
グローバル 特定国 日本 

輸送 

エネルギー需要 

 石炭/石油/ガス/原子力/再生可能エネルギー（サブカテゴ

リ）など、様々な一次エネルギー源全体のエネルギー需

要とエネルギーミックスの結果 

 

 供給/末端利用での効率改善を仮定した場合の経時的な

変化 

 

 各ソース・カテゴリーのエネルギー転換効率と各カテゴリ

ーにおける末端効率について、経時的に使用される係数 

車種（燃料）別貨物輸送の燃料需要 WEO 2017 2040 〇   
mb/d p.167 Figure4.5 

最終エネルギー需要（輸送、燃料種別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇 〇  
PJ 

ETP2017_transport_su

mmary.xlsx 

国際輸送のエネルギー原単位の推移（2DS、EEDI

規制） 
ETP 2017 2020/25/30    MJ/tonne-

kilometre 
p.89, Figure 2.39 

交通手段別の電力消費割合（交通手段・シナリオ

別） 
ETP 2017 2060 〇   

% p.237, Figure 5.7 

国際航空業界におけるエネルギー原単位の効率化

（シナリオ別） 
ETP 2017 2000-60 〇   

MJ/pkm p.253, Figure 5.11 

エネルギー需要（旅客・貨物輸送手段別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇 〇  
PJ 

ETP2017_transport_su

mmary.xlsx 

エネルギーミックス 交通におけるバイオ燃料の種類（最終電力消費） ETP 2017 2015-60 〇   
EJ p.325, Figure 7.7 

技術 

 様々な重要な需要・供給側技術（太陽光/CSP、風力、エ

ネルギー貯留、バイオ燃料、CCS/CCUS、原子力、非従

来型ガス、電気自動車、産業・インフラなどその他重要セ

クターにおける省エネ技術など）の性能/コストの変化と、

その結果としてもたらされる経時的な普及レベルについて

の仮定 

LDV（軽量車）ストックにおける技術の普及（シナリオ

別） 
ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   

Million vehicles p.223, Figure 5.3 

PLDV（乗用車）技術の比較費用 ETP 2017 2060  〇 〇 USD p.228, Figure 5.5 

航空から鉄道への移行 ETP 2017 2010-60 〇   Passenger km 

(trillions) 
p.256, Figure 5.13 

政策 
 様々な政策シグナルの強度と経時的変化についての仮

定（重要セクターにおける省エネ・技術基準及び政策） 
電動車に関するイニシアティブ WEO 2017 2016  〇  

- p.165 Table4.3 

CO2 

排出量 
 

国際輸送 Well-to-wakeCO2 排出量の推移 ETP 2017 2020/25 〇   Mt of CO2 

equivalent 
p.89, Figure 2.37 

GHG 排出量（Well-to-wheel 輸送手段別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
PJ 

ETP2017_transport_su

mmary.xlsx 

GHG 排出量（セクター別、直接排出） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
EJ 

ETP2017_scenario_sum

mary.xlsx 

生産・販売 

予測 
 

自動車/トラック販売台数（車種別、ZEV 比率） ETP 2017 2060 〇   
Million vehicles p.36, Figure 1.11 

PLDV（乗用車）と二輪車の所要率 ETP 2017 2030/60  〇  
% p.234, Figure 5.6 

輸送旅客キロ（旅客輸送手段別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇 〇  
billion 

ETP2017_transport_su

mmary.xlsx 

輸送トンキロ（貨物輸送手段別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇 〇  
billion 

ETP2017_transport_su

mmary.xlsx 

電動車普及台数 WEO 2017 2040 〇   
Million vehicles p.150 Figure3.22 
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セクター 項目 

“TCFD Technical Supplement: The Use 

of Scenario Analysis in Disclosure of 

Climate-related Risks and 

Opportunities”記載内容 

IEA 詳細データ 出所 時間軸 

地域 

単位 該当ページ 
グローバル 特定国 日本 

素材・ 

建築物 

エネルギー需

要 

 石炭/石油/ガス/原子力/再生可能エネル

ギー（サブカテゴリ）など、様々な一次エ

ネルギー源全体のエネルギー需要とエ

ネルギーミックスの結果 

 

 供給/末端利用での効率改善を仮定した

場合の経時的な変化 

 

 各ソース・カテゴリーのエネルギー転換

効率と各カテゴリーにおける末端効率に

ついて、経時的に使用される係数 

セメント製造のエネルギー使用 ETP 2017 2025 〇   
EJ p.79, Figure 2.22 

セメント生産のエネルギー原単位（シナリオ別） ETP 2017 2030/60 〇   Gt/t cement p.192,Figure4.21 

化学・石油化学セクターのエネルギー消費 ETP 2017 2025 〇   Energy consumption; EJ 

Direct CO2 emissions : MtCO2 
p.81, Figure2.27 

一人当たりの最終エネルギー使用（建築セクター） ETP 2017 2020/25 〇   
MWh/person p.95, Figure 2.48 

主要化学品のプロセスのエネルギー原単位（シナリオ別、直接排出） ETP 2017 2030/60 〇   
Gt/ t production p.177, Figure 4.8 

粗鋼生産のエネルギー原単位 ETP 2017 2030/60 〇   
Gt/t crude steel p.186,Figure4.16 

用途別（住居/非住居）増加予測 ETP 2017 2060  〇  
Billion m2 p.126, Figure 3.4 

住宅の最終エネルギー需要（エネルギー種別） ETP 2017 2030/45/60 〇   
PJ 

ETP2017_buildings_s

ummary.xlsx 

住宅の RTS 基準でのエネルギー削減量 ETP 2017 2020/30/40/50/60 〇   
EJ p.130, Figure 3.6 

エネルギー需要（暖房、温水、冷房、照明・その他、調理、燃料種別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
PJ 

ETP2017_buildings_s

ummary.xlsx 

最終エネルギー需要（住宅、燃料種別、エンドユース別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
PJ 

ETP2017_buildings_s

ummary.xlsx 

エネルギー需要（セメント業界、化学・石油化学業界、鉄鋼業界、アルミ業界、燃料

種別） 
ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   

PJ 
ETP2017_industry_s

ummary.xlsx 

CO2 排出量  

主要化学品の CO2 排出量（シナリオ別、直接排出） ETP 2017 2030/60 〇   t direct CO2/t 

production 
p.177, Figure 4.8 

粗鋼生産、セメント生産の CO2 排出原単位 ETP 2017 2030/60 〇   
tCO2/t cement 

p.192, Figure 4.21、

p.186, Figure 4.16 

GHG 排出量（セクター別、直接排出） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
GtCO2 

ETP2017_scenario_s

ummary.xlsx 

GHG 排出量（エンドユース別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
MtCO2 p.192, Figure 4.21 

生産・販売 

予測 
 

素材生産量（素材別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60  〇  
Mt p.169, Figure 4.5 

工程ルートごとの粗鋼生産 ETP 2017 2025 〇   
Mt crude steel p.79, Figure2.23 

工程ルートごとの HVC 生産 ETP 2017 2060 〇   Mt/year p.181, Figure 4.12 

主要化学品の生産と原単位 ETP 2017 2030/60 〇   

Annual production: Mt 

Energy intensity : GJ/t 

chemical 

p.81, Figure2.26 

加工技術の HVC 生産、アンモニア生産、メタノール生産 ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
HVC(Mt) p.180, Figure 4.11 

鉄鋼サブセクターにおける地域ごとの溶銑生産 ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60  〇  Mt hot metal/year p.189, Figure 4.19 

鉄鋼サブセクターにおける加工技術、加工ルート ETP 2017 2060  〇  
Mt/year p.188, Figure 4.18 
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セクター 項目 

“TCFD Technical Supplement: The Use of Scenario 

Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and 

Opportunities”記載内容 

IEA 詳細データ 出所 時間軸 

地域 単位 該当ページ 

グローバル 特定国 日本 
  

農業・ 

食糧・ 

林業 

製品 

エネルギー需要 

 石炭/石油/ガス/原子力/再生可能エネルギー（サブカテゴリ）

など、様々な一次エネルギー源全体のエネルギー需要とエ

ネルギーミックスの結果 

 

 供給/末端利用での効率改善を仮定した場合の経時的な変

化 

 

 各ソース・カテゴリーのエネルギー転換効率と各カテゴリー

における末端効率についての経時的な係数 

エネルギー需要（製紙業界、燃料種別） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
PJ 

ETP2017_industry_s

ummary.xlsx 

CO2 排出量  GHG 排出量（セクター別、直接排出） ETP 2017 2025/30/35/40/45/50/55/60 〇   
GtCO2 

ETP2017_scenario_s

ummary.xlsx 

生産・販売 

予測 
 

パルプ、紙、板紙の生産量 ETP 2017 2025 〇   
Mt pulp, Mt paper p.83, Figure2.29 

パルプ生産の製品ミックス（地域・シナリオ別） ETP 2017 2060  〇  
Mt pulp/year Figure 4.28 

紙パルプ生産のエネルギーミックスと CO2 原単

位 
ETP 2017 2030/60 〇   

energy mix: % 

CO2 intensity : 

tCO2/t paper and 

paperboard 

p.203, Figure 4.29 
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4 情報開示のメリットとコスト、日本固有の障壁・課題の特定 

4.1 情報開示のメリットとコスト 

TCFD に沿った情報開示のメリットを以下に整理した。 

 

【①中長期の事業機会の獲得】 

気候関連リスク、機会を把握することで、新たな事業機会の獲得が可能となる 

【②ESG 投資の獲得】 

自社の気候関連リスクと機会に対して、企業価値が向上するストーリーを説明することで、

ESG 投資を促すことが可能となる 

 

【① 中長期の事業機会の獲得】 

TCFD では、気候関連リスク、機会の把握とシナリオ分析を求めており、TCFD に対応し各企

業がそれらの将来の気候関連リスク、機会を把握することで事業機会の獲得が可能である。 

 

【② ESG 投資の獲得】 

 ESG 投資は年々拡大しており、日本においても急激に拡大している。前述するように TCFD

に対応することは自社の気候関連リスク、機会を把握することと同様であり、ESG 投資の”E”へ

の評価向上に繋がる。現に 2018 年より CDP の回答項目が TCFD に沿ったものに変更になっ

ており、TCFD に対応することで投資家のニーズに対応できることとなる。 

 

 

 一方で、TCFD に沿った情報開示のコストは以下のとおりである。 

【TCFD 対応コスト】 

TCFD に沿った対応を検討し、開示を実施する際に企業として必要なコスト 

 

【TCFD 対応コスト】 

TCFD の開示項目は既存の気候関連の情報開示フレームワークの開示項目とほぼ同様である

が、大きく異なるのが戦略におけるシナリオ分析についてである。 

 追加的なコストとしては、シナリオ分析のコストであり、日本企業はシナリオ分析になじみがない状

況であることから、困難が伴うと想定される。 

シナリオプランニングの手法としては、「規範的シナリオ」と「探索的シナリオ」がある。規範的シナ

リオとは、クライアントにとって「望ましい未来社会、今後目指すべき未来社会」を明示する、というシ

ナリオを言う。「探索的シナリオ」は、将来の不確実性を踏まえた変化を明示していくシナリオであ

る。前者は望ましいシナリオを目指すための戦略決定、後者は不確実な世界に対して対応策を幅

広に検討し対応速度を上げていく戦略決定に用いる。TCFD のシナリオ分析は、将来の気温上昇

が２℃の世界を描く点が「規範的シナリオ」に近いものの、複数シナリオを検討すべきという提言内
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容が、「探索的シナリオ」に該当し、企業の気候関連の不確実性を踏まえた、対応速度向上のため

の戦略決定を求めている。 

 

  TCFD 提言においてシナリオ分析は、主に「リスク重要度評価」「シナリオ群定義」「事業インパ

クト評価」「対応策の定義」の工程で示されている。各々の工程の作業工数を最小化することがシナ

リオ分析のコスト削減に繋がる。例えば以下の方策が考えられる。 

 

・シナリオ分析手法のある程度の一般化、ツール化（ガイダンス）（「リスク重要度評価」「シナリオ群

定義」に対応） 

・パラメータの整理（ツールセット）（「シナリオ群定義」「事業インパクト評価」に対応） 

 

 

 

図 36 TCFD におけるシナリオ分析のプロセス145 

 

なお、後述する TCFD 研究会を通じてコストに関する課題を整理している。 

 

＜コストに関する課題＞ 

 開示のための開示だと、単なるコスト。同業他社と似た分析しか出てこない形の開示は意味

がない。 

 経営層と投資家が良い対話をして、良い取組にお金が入るようにならないと、企業の中で環

境に割けるリソースがない 

 

                                            
145 TCFD”Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities”

（2017 年 7 月）をデロイト トーマツ コンサルティングが翻訳 

組織に関連する
移行リスク・物理的
リスクを包含した
複数のシナリオ

事業インパクト：
• 投入コスト
• 事業コスト
• 収益
• サプライチェーン
• 営業停止
• タイミング

対応策
• ビジネスモデル変革
• ポートフォリオ変革
• 能力や技術への投資

市場変化・
技術変化

評判

政策と法律
物理的
リスク

リスク重要度評価 シナリオ群定義 事業インパクト評価 対応策の定義

ガバナンス整備

文書化と情報開示

1

6

2 3 4 5

戦略策定やリスク管理プロセスにシナリオ分析を組み込む。関連する取締役会等の監視を行う。
巻き込むべき内外のステークホルダーと巻き込み方を特定する

現在および将来に想定される、
組織が直面する気候変動リ

スクと機会は何か？それらは
将来に重要となる可能性が

あるか？組織のステークホル

ダーは関心を抱いている
か？

いかなるシナリオ（と物語）が
組織にとって適切か？

入力変数と仮定、分析手法を
検討する。いかなるシナリオ

を参照すべきか？

それぞれのシナリオが組織
の戦略的・財務的ポジション
に対して与えうる影響を評価

する。感度分析を行う

特定されたリスクと機会を
扱うために、適用可能で

現実的な選択肢を特定する。
戦略的・財務的な計画に

いかなる修正が求められる
か？

プロセスを文書化する。関連組織とコミュニケーションをとる。主要な入力変数、仮定、分析手法、結果、
とりうる経営上の選択しについて、情報解呪する準備を整える



78 

 コストを上回る企業としてのメリットがないと TCFD に基づく情報開示に対してのリソースが割け

ないという意見が得られた。 

 

4.2 日本固有の障壁・課題の特定 

気候関連情報の開示に関する日本固有の障壁・課題について、後述する TCFD 研究会を通じ

て整理を行った。研究会を通じて得られた課題を以下に示す。 

 

（情報開示について） 

 日本企業は環境の技術も取組も先進的なところが多いが、将来への投資情報などの事業

戦略の開示が不十分で、投資家に十分に伝わっていない 

 日本は環境に対する成績がよいという意見もある。きちんと開示を進めて、適切に評価して

もらうのがよい。開示していないことが最も悪い状態 

 日本企業は、環境対策や汚染管理については高評価を得ている。グリーンの事業機会につ

いても評価が悪いわけではないが、将来への投資のコミットが見えづらい 

 日本企業は、過去の実績データは開示されているが、将来ビジョンの開示が足りていない。

たとえリスクの高いセクターだとしても、納得できるビジョンが提示されていれば安心して投

資できる 

 海外と日本の大きな違いは経営層と環境部門での情報共有が不十分であり連携できていな

い点。経営メッセージと統合報告の内容がズレているケースも多々ある。経営トップの方針と

統合報告の方針を合致させるべき 

 

（ガバナンスについて） 

 将来情報を開示することについての経営層の理解が必要。日本企業は積み上げ式でシナリ

オを組む傾向にあり、将来像を掲げるのに心理的なハードルがある 

 

（シナリオ分析について） 

 欧州企業はシナリオ分析について、ゴールと捉えており、日本企業はターゲットとして捉えて

いる。日本企業は難しく捉えすぎている可能性がある 

 

 日本企業は、”将来情報”などの事業戦略の開示が不十分であるといった意見が得られた。これは

経営層がシナリオ分析を含めた将来情報を、欧州企業はゴール（将来達成したい目標）と考え、日

本企業は対してターゲット（達成する必要がある成果）ととらえており、難しく考えていることが一因と

して挙げられている。  
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5 ＴＣＦＤへの対応状況（国内外の企業・投資家の対応状況の実態・評価） 

5.1 国内外の企業の実態・評価 

 

グローバルにおける TCFD の賛同企業・団体数は 601（2019 年 3 月 12 日時点）に上り、2017

年 6 月に TCFD の最終報告書が発表された時点と比較して約６倍の賛同数に増加している。国別

の賛同企業・団体数では、日本は英国と米国に次いで世界第３位の賛同企業・団体数となっている

（図 37）。 

 

図 37 TCFD 賛同企業数（2019 年 3 月 12 日時点） 

 

本企業の賛同数は急上昇している。特に、2018 年 12 月～2019 年 2 月において急激に増加し

た（図 38、図 39）。 
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図 38 上位 3 か国の賛同状況推移 

 

図 39 日本企業の賛同状況推移 

 

また、賛同数上位３か国の業種別構成に関して、日本は他国と比較して事業会社の割合が多い

という特徴を有しており（図 40）、金融機関の賛同の増加と、それを通じた金融機関と事業会社の

コミュニケーションを通じた情報開示に関する取組がさらに促進されることが期待される。 

日本における TCFD 賛同企業・団体は以下の通りである（表 26）。 
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図 40 金融・非金融別賛同状況（2019 年 3 月 12 日時点）146 

 

 

表 26 日本における TCFD 賛同機関（2019 年 3 月 12 日時点）147 

業種 賛同企業名 

金融（22） MS&AD インシュアランスグループホールディングス、格付投資情報セン

ター、滋賀銀行、上智学院、SOMPO ホールディングス、第一生命ホール

ディングス、大和証券グループ本社、東京海上ホールディングス、日興ア

セットマネジメント、ニッセイアセットマネジメント、日本政策投資銀行、日

本生命保険、日本取引所グループ、年金積立金管理運用独立行政法

人、野村ホールディングス、みずほフィナンシャルグループ、三井住友トラ

スト・アセットマネジメント、三井住友トラスト・ホールディングス、三井住友

フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、明治安田

生命保険、りそなホールディングス 

非金融（31） 

 

イースクエア、オムロン、花王、川崎汽船、キリン、国際航業、コニカミノル

タ、CSR デザイン環境投資顧問、ジェイテクト、商船三井、住友化学、住

友林業、積水化学工業、積水ハウス、双日、大和ハウス工業、帝人、ニコ

ン、日本電気、日本郵船、ニューラル、野村総合研究所、日立製作所、富

士フイルムホールディングス、丸井グループ、三井化学、三井物産、三菱

ケミカルホールディングス、三菱商事、横河電機、リコー 

その他（8） 環境省、金融庁、経済産業省、全国銀行協会、投資信託協会、日本公認

会計士協会、日本証券業協会、日本投資顧問業協会 

                                            
146 TCFD ホームページ（https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/ ）（2019 年 3 月 12 日アクセス） 
147 TCFD ホームページ（https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/ ）（2019 年 3 月 12 日アクセス） 
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5.2 投資家の対応状況の実態・評価 

TCFD に賛同した金融機関数は世界で 318 社であり、米国、英国、カナダ等の欧米の機関投資

家が大部分を占める。日本は賛同した金融機関数は少ないものの、大手金融機関が賛同をしてお

り、今後ポートフォリオにおける気候関連リスク、機会を評価・モニタリングすることで、日本の事業

会社に対する情報開示を促進することができると予想される。 

なお、日本において TCFD に賛同した金融機関の内訳は以下の通りである（表 27）。 

 

表 27 日本における TCFD 賛同金融機関の内訳（2019 年 3 月 12 日時点）148 

業種 賛同金融機関名 

銀行 滋賀銀行、大和証券グループ本社、日本政策投資銀行、みずほフィナン

シャルグループ、三井住友トラスト・ホールディングス、三井住友フィナン

シャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、りそなホールディン

グス 

保険 MS&AD インシュアランスホールディングス、SOMPO ホールディング

ス、第一生命ホールディングス、東京海上ホールディングス、日本生命保

険、明治安田生命保険 

アセットマネージャー 日興アセットマネジメント、ニッセイアセットマネジメント、野村ホールディン

グス、三井住友トラストアセットマネジメント 

その他 格付投資情報センター（格付機関）、上智学院（アセットオーナー）、日本

取引所グループ（証券取引所）、年金積立金管理運用独立行政法人（年

金基金） 

 

 国際金融機関情報サイト RELBANKS.COM の保険運用資産ランキング149によると、日本の保

険機関において、運用資産上位 10 機関中 6 機関が TCFD に賛同している（表 28）。 

 

                                            
148 TCFD ホームページ（https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/ ）（2019 年 3 月 12 日アクセス） 
149 RELBANKS.COM “World’s Top Insurance Companies”(https://www.relbanks.com/top-insurance-

companies/world)(2019 年 3 月 27 日アクセス) 

https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
https://www.relbanks.com/top-insurance-companies/world
https://www.relbanks.com/top-insurance-companies/world
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表 28 日本の保険運用ランキング150 

 

 

 次いで、2017 年度の日本全体における年金資産151と各年金基金の運用額152を比較したところ、

運用資産額上位５機関が日本の年金資産の６割以上を占めている。特に、年金積立金管理運用独

立行政法人が日本の運用資産の 45％を占める主要機関となっている。年金積立金管理運用独立

行政法人は、日本の年金基金のでは唯一、TCFD への賛同を表明しており、今後さらに ESG 投

資、気候変動に関する情報開示を推進することが予想される（図 41）。 

 

                                            
150 RELBANKS.COM “World’s Top Insurance Companies”(https://www.relbanks.com/top-insurance-companies/world)、

TCFD ホームページ（https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/）を参考にデロイト作成（2019 年 3 月 27 日アクセス） 
151 野村総合研究所 『日本の資産運用ビジネス 2017/2018』(https://www.nri.com/-

/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/jamb/JAMB2017_2018.pdf?la=ja-

JP&hash=87B019860774C2806583AF34DE3837FE118C4C34) （2019 年 3 月 27 日アクセス） 
152 Wills Towers Watson “Pensions & Investments / Wills Towers Watson300 analysis”（2017 年）（113 円/ドルで円換算） 

 

# 機関名 運用資産（億米ドル） TCFD賛同

1 株式会社かんぽ生命保険 698.667

2 日本生命保険相互会社 660.716 ○

3 全国共済農業協同組合連合会 513.209

4 第一生命ホールディングス株式会社 476.106 ○

5 明治安田生命保険相互会社 360.217 ○

6 住友生命保険相互会社 316.356

7 東京海上ホールディングス株式会社 202.333 ○

8
MS&ADインシュアランスグループ

ホールディングス株式会社
197.630 ○

9 株式会社T&Dホールディングス 134.150

10 SOMPOホールディングス株式会社 110.560 ○

https://www.relbanks.com/top-insurance-companies/world
https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/jamb/JAMB2017_2018.pdf?la=ja-JP&hash=87B019860774C2806583AF34DE3837FE118C4C34
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/jamb/JAMB2017_2018.pdf?la=ja-JP&hash=87B019860774C2806583AF34DE3837FE118C4C34
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/jamb/JAMB2017_2018.pdf?la=ja-JP&hash=87B019860774C2806583AF34DE3837FE118C4C34
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図 41 日本の年金基金ランキング 

 

また、本事業では、国内の企業及び投資家、データプロバイダーへのヒアリングを 14 社に対して

実施した（表 29）。 

 

表 29 国内ヒアリング実施項目 

NO ヒアリング項目 

1  ESG 投資の考え方 

2 ESG 投資指標の考え方 

3 ESG 投資に関する海外動向 

4 投資家が開示に求める情報 

5 ガバナンス 

6 シナリオ分析の品質 

7 TCFD ガイダンス方向性 

8 開示についての国内外の違い 

9 日本の今後の方向性 

 

実施結果を以下に示す。 

  

45%

7%4%
3%

2%

39%

# 機関名
運用資産
（百万円）

（%）
TCFD

賛同

1 年金積立金管理運用独立行政法人 142,328,140 45 〇

2 地方公務員共済組合連合会 21,063,515 7

3 企業年金連合会 11,514,145 4

4 全国市町村職員共済組合連合会 10,897,275 3

5 国家公務員共済組合連合会 7,501,335 2

6 勤労者退職金共済機構 5,587,160 2

7 公立学校共済連合 4,872,320 2

8 私学共済 4,098,370 2

9 国民年金基金連合会 3,738,765 1

10 三菱UFJフィナンシャルグループ 2,824,975 1

11 みずほフィナンシャルグループ 2,138,655 1

12 富士通 2,114,390 1

13 NTT 2,088,170 1

14 パナソニック 1,925,790 1

15 全国信用金庫協会 1,619,775 1

16 日立 1,615,520 1

－ その他 125,071,690 40

日本の年金資産内訳(%)
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① ESG 投資の考え方 

ESG 投資とリターンの関係性が見えない中で、公的年金としての責務として、アクティブ運

用にて α（リターン）を求める投資家も増加しているといった意見が得られた（表 30）。 

 

表 30 国内ヒアリング結果と考察① ～ESG 投資の考え方～ 

 

 

対応の方向性としては、「ESG 投資とリターンとの関係についての投資家との対話」「運用におけ

る投資家の視点、運用方法の明確化」といったことが考えられる。 

 

 

② ESG 投資指標の考え方 

格付け機関で現状の指標である Scope1,2 以外の、新たな指標について検討が進んでいる

状況であるという意見が得られた（表 31）。また、ESG 投資における手法の拡大（インパクト

投資、ブレンデッド・ファイナンス）についても意見が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 政策の方向性

ＥＳＧ投資の
考え方

ESG投資とリターンの関係性が見えない中で、公的年金としての
責務として、α（リターン）を求める投資家も増加

① ESG投資がリターンの源泉になるかどうかは、市場インデックスをアウト
パフォームしておらず今後も論点となる

② CalPERSなどもαを求め始めており、パッシブ運用の場合ESGをリターン
のエンジンとして組み込みながら運用することは可能である。今後、公的
年金や長期投資家がESG投資を認識し、取り入れていくことでこうしたリ
ターンに対する調査は可能となるのではないか

③ 公的年金の使命は社会的責任であるのかは論点であり、公的年金は支
払をするためにリターンを求めることが必須である

 ESG投資とリターンとの関係についての投資
家との対話

 運用における投資家の視点、運用方法の明
確化
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表 31 国内ヒアリング結果と考察② ～ESG 投資指標の考え方～ 

 

対応の方向性としては、格付け機関で現状の指標である Scope1,2 以外の、新たな指標につい

ての調査分析・投資家へのヒアリングが考えられる。 

 

 

③ ESG 投資に関する海外動向 

海外ではネガティブスクリーニングが主流であるといった意見が得られた。また、欧州の政

策のうちベンチマーク規制の中で ESG 指数の検討が進んでいるとの情報が得られた（表 

32）。 

 

表 32 国内ヒアリング結果と考察③ ～ESG 投資に関する海外動向～ 

 

海外における ESG 投資に対する動向は日本の状況とは異なることが考えられる。また、海外投

資家が日本市場でも投資を行っていることからも、海外の動向をより理解する必要があると考えら

れる。よって、海外動向をより理解するためにも「日本と諸外国の投資家の比較に向けた、日本の

項目 内容 政策の方向性

ESG投資指
標の考え方

格付け機関で現状の指標であるScope1,2以外の、新たな指標
について検討が進んでいる状況（炭素税等の将来リスク）
① 既存の格付けではリスク、リターンの2軸で格付が行われていたが、そこ

に社外インパクトという第三の軸を加え着目している。リスク・リターンと
いう定量評価に社会インパクトという評価を付与することに投資家は難し
さを感じることもある。CO2削減という環境要素について、産業リスクの
主要項目（業界構造、設備・在庫投資サイクル、保護・規制・公共性）と個
別企業リスクの主要項目（商品競争力、技術力・開発力）の評価を財務リ
スクに織り込み評価している

② 業種により環境要素の項目や影響度合いは異なり（産業リスク）、産業に
おける技術やリスクの影響度合いも企業の事業により異なる（個別企業
リスク）

③ 今後は日本を含め、炭素税等のCarbon Price Riskに関する指数を作成
④ GPIFが環境指標を作ったが、CO2以外も必要
⑤ 投資商品としてはESG評価をベースにしたもの、そしてインパクト投資の

ような課題解決型投資がでてくるかもしれない。ファイナンス面のニーズ
を確認する必要がある。ブレンデッド・ファイナンス（官民によるファイナン
ス）のスキームの拡大につなげて、民間資金がこうした領域に動く

⑥ 労働組合はアセットオーナーでもあり、ESG投資を通じて公正な移行へ
振り向けようとしている。その一方で、企業年金ではリターンがないと説
明が難しい。課題解決型投資は企業年金と共有できる一つの手法かも
知れない。ブレンデッド・ファイナンスは、債券で産業集積といったところ
に使えるかもしれない

⑦ 債券は償還を迎える金融商品であるため、償還日までにESG要素が顕
在するかが論点となる。ただし、ESG要素が顕在化した場合、投資判断
に影響を及ぼす可能性がある

 格付け機関で現状の指標であるScope1,2以
外の、新たな指標についての調査分析・投資
家へのヒアリング

項目 内容 政策の方向性

ESG投資に
関する海外
動向

海外ではネガティブスクリーンが主流であり、政策としてベンチ
マーク規制の文脈でESGの検討が進んでいる

① 現状のESG投資の一番大きな狙いはネガティブ・スクリーニングを行うこ
とである

② ヨーロッパでもファイナンシャルベンチマークの規制の文脈で、ローカー
ボンやポジティブカーボンインパクトの指数に関する議論が進んでいる。

③ また、中国も急速に動向が活発となっており、2009年にIFCとエマージン
グ市場のカーボン・エフィシエントに関するインデックスを発表した際は否
定的な声も多かったが、現在中国は再優先課題として取り組んでおり、
大きな変化を感じている

 日本と諸外国の投資家の比較に向けた、日
本の投資家及び海外投資家へのヒアリング

 EUのSustainable Financeにけるベンチ
マークの検討状況確認
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投資家及び海外投資家へのヒアリング」「EU の Sustainable Finance におけるベンチマークの最

新の検討状況確認」といったことが必要であると考えられる。 

 

④ 投資家が開示に求める情報 

投資家が開示に求める情報については、投資家の利益に繋がるストーリーを見たいという

意見と、まずは開示をすべきという意見が得られた（表 33）。 

 

表 33 国内ヒアリング結果と考察④ ～投資家の求めるもの～ 

 

対応の方向性としては、「TCFD のガイダンスの普及推進」また「複数の企業を巻き込む仕組み

（プラットフォーム等）の検討」といったことが考えられる。 

 

⑤ ガバナンス 

投資家が考えるガバナンスについては、トップのコミットメントが重要であるという意見が得ら

れた（表 34）。 

 

表 34 国内ヒアリング結果と考察⑤ ～ガバナンス～ 

 

項目 内容 政策の方向性

投資家が開
示に求める
もの

投資家は利益に繋がるストーリーを見たい。ただし、まずは開
示することが重要。その際、戦略と、具体的な取り組み、技術
とＥＳＧ課題との関係が見られている

① 投資家側は、Ｅにより利益が出るストーリーが見たい

② 日本企業のＩＲは100社程度であり、6万社のうちでは一部であり少な
い

③ 日本には開示のプロがおらず、人を割いていない
④ 核とする技術を見せて欲しい
⑤ できることから実施すること（Do whatever you can）、投資家との対

話ではどうだったかといった一貫して同じメッセージを企業に伝えて
いる

⑥ 今後「日本企業・製品は元々環境に配慮している」といった感覚的な
情報を、エビデンスを踏まえて開示することで、アナリストや投資家
の理解につながるのではないか

⑦ サスティナビリティ戦略と、具体的な取り組みをしているか、その貢
献する技術課題の背景や、企業の報酬とESG課題対応の関連性が
あるのかを見ている

⑧ セクター、業種で開示の推奨項目は無いが、中長期での事業戦略
への取り組みを見て、気候変動を取り込むエクササイズができてい
るのかということを見ており、その視点は、海外投資家も同様である

 TCFDのガイダンスの普及推進

 複数の企業を巻き込む仕組み（プラットフォーム等）
の検討

項目 内容 政策の方向性

ガバナンス
のあるべき
姿

トップのコミットメントが気候関連の取り組みには重要

① 企業全体のガバナンス体制の中で、実際にトップレベルでコミットメントが
あるか、管理体制があるかが分かる必要がある

② いくつもの委員会が設置されることは企業にとって負担になる可能性も

ある。一括されたガバナンス体制であっても、明確に気候変動の管理状
況と責任者が明示されていることが重要である

③ 気候変動に精通している責任者が一人だけいたとしても組織全体に波
及するわけではないため、その責任者がCEOや経営陣に報告する体制
があることが重要となる

④ 企業がどう開示に関してかじ取りするかはトップ（経営者）が長期的な時
間軸で企業価値を見るか、開示をどう位置付けるかに依存しているため、
より良い開示のためにはトップの考え方を変える必要がある

⑤ トップが理解していないと、財務部は全く動かない。会社によっては、IRと
財務がくっついているところがあり、離れているところは、財務部は全く無
関心

 TCFDに対応することでの実事業への効果を
見える化（企業価値向上の実践事例の構築、
公表）
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対応の方向性としては、「TCFD に対応することでの実事業への効果の見える化（企業価値向上

の実践事例の構築、公表）」といったことが考えられる。 

 

⑥ シナリオ分析の品質 

投資家としては現状シナリオ分析の評価が厳密にはできていない状況であるが、2℃は必須

であるという意見や、セクターガイダンスの重要性やセクター別のシナリオに対する意見が得ら

れた（表 35）。 

 

表 35 国内ヒアリング結果と考察⑥ ～シナリオ分析の品質～ 

 

対応の方向性としては、「シナリオ分析の定量評価についての、投資家と企業との対話」 

「TCFD ガイダンスの業種別パートの拡大（素材（石炭、アルミ）、船舶、食糧・農業・水、レジャ

ー、機械）」「業種向け機会とリスクのショートリストの構築」といったことが考えられる。 

 

⑦ TCFD ガイダンスの方向性 

TCFD ガイダンスについて、IEA のシナリオにおける移行リスク関連データの有用性や、ウ

ェビナーやシンポジウム等を通じた海外発信の重要性、企業からのフィードバックを得るべきと

いった意見が得られた（表 36）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 政策の方向性

シナリオ分
析の品質

シナリオ分析は投資家も品質の評価ができていない状況。2℃シ
ナリオは必須と想定。また、セクターガイダンスの重要性を皆認識
しているものの、セクターのシナリオに対する自社のシナリオも打
ち出す必要に言及

① シナリオ分析に関しては始まったばかりであり、シナリオ分析の質を評価
する段階というよりは気候変動のリスク・機会を企業が認識しているかど
うかを評価している

② 業種の目標・分析は否定しないが、その目標・分析がどういったものか、
企業自体がその中でどう行動するかが明確でなければ、特にグローバル
投資家による判断がしづらくなってしまう可能性がある

③ WBCSD、SASB含むセクタースペシフィックガイダンスの必要性は対象
によると考える

④ モデリングは共通でありセクター独自のものは不要であるが、一方、セク
ター独特の機会とリスクのショートリストは有効である

⑤ 現在は定性情報のみで評価しており、定量的なシナリオ分析の議論など
はまだできていない。格付会社もこうした定性的な取組から始めていると
企業に理解してもらうことで、企業のTCFDに関する取り組みを後押しで
きればと考えている

⑥ シナリオ分析についてはa) 2℃シナリオに言及しているか、 b)それに対
して実際にビジネスへのインパクトを見ているかを評価している

 シナリオ分析の定量評価についての、投資
家と企業との対話

 TCFDガイダンスの業種別パートの拡
大（素材（石炭、アルミ）、船舶、食糧・
農業・水、レジャー、機械）※海外ヒアリ
ング等より抜粋

 業種向け機会とリスクのショートリスト
の構築
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表 36 国内ヒアリング結果と考察⑦ ～TCFD ガイダンスの方向性～ 

 

対応の方向性としては、「TCFD ガイダンスにおける、シナリオ分析の基礎パラメータ（ETP、

WEO）の更新」「海外への情報発信（ウェビナー、シンポジウム等）」「企業からのフィードバックの収

集（ヒアリング）」といったことが考えられる。 

 

⑧ 開示についての国内外の違い 

開示についての国内外の相違についても意見が得られた。開示に対する企業の考え方（投

資家にどう企業の価値を伝えるか）を欧州同様に体制から変えていく必要があるという意見が

得られた（表 37）。 

 

表 37 国内ヒアリング結果と考察⑧ ～開示についての国内外の違い～ 

 

 

対応の方向性としては、企業価値創造のストーリーの重要性について、各企業に理解してもらう

ような場の提供（セミナー、ガイダンスの広い周知）が考えられる。 

 

項目 内容 政策の方向性

ガイダンスの
方向性

グローバルの原則をベースに、参考資料（パラメータ）、Scope3

の拡充や、ガイダンスの国外発信（ウェビナー）、企業からの
フィードバックも重要

① 日本独自の要素が入ると、海外に説明されなければ企業の評価につな
がらない可能性があるため、日本向けのガイダンスでありつつもグロー
バルの原則に外れないようにする必要がある

② ETPのデータ集は参考資料として良いので、継続して実施するのが良
い。

③ TCFDガイダンスをワークショップ、ウェブナーを行い普及するのが良い
のではないか

④ ガイダンスでは、産業の強みをアピールする上でScope3がポイントに
なっており、例えば自動車は使用段階の排出量に関して、排出量削減度
合やZEV普及率等がより評価されればよいのではないかと考えている

⑤ ガイダンスに関しては実際にガイダンスを活用してみた企業にヒアリング
を行うことがよいのではないか

 TCFDガイダンスにおける、シナリオ分析の基
礎パラメータ（ETP、WEO）の更新

 国外への情報発信（ウェビナー、シンポジウム
等）

 企業からのフィードバックの収集（ヒアリング）

項目 内容 政策の方向性

日本と欧州
の開示にお
ける外部環
境の違い

日本国内でESG投資が主流になる可能性が高く、開示に対する

企業の考え方（投資家にどう企業の価値を伝えるか）を欧州同様
に変えていく、体制から変えていく必要がある

① 日本と海外の情報開示のレベルの違いを把握すること、コンチネンタル・
ヨーロッパやUKの動向を把握し5～10年後の日本の状況を考察すること
が重要である

② 日本は開示下手であり、きちんと取り組んでいることを開示しないため不
当に評価を下げている場合がある。情報を誇張して開示する必要はない
ものの、過小にする必要もない

③ 欧州では開示は非常に重要であり、開示に対する姿勢によって資本コス
トにマテリアルにインパクトを与えるというコモンセンスがある。一方日本
は、目先の利益を考えると開示はコストであるとする企業もいる

④ 日本の投資家にも問題があり、企業との対話における立ち位置や、開示
のインセンティブを明確にできていないことが原因といえる

⑤ アディショナルな原因としては、NGOなどの社会的圧力の違いも考えら

れる
⑥ 日本はハードローで要求されている最低限の開示で乗り切りたいと考え

る企業が多い傾向がある
⑦ ACGA（Asian Corporate Governance Association）等からは日本はソ

フトローが多く、ハードローにならなければ意味がないという意見も聞く
⑧ 一方長期の投資家は、自主的に重要となる情報を組み込んで開示して

いる企業も評価し始めており、このようにきちんと開示している企業を正
しく評価する市場であるべきだと考える

 企業価値創造のストーリーの重要性について、
各企業の理解を促進するような場の提供（セミ
ナー、ガイダンスの広い周知）
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⑨ 日本の今後の方向性 

日本の ESG 投資市場は未成熟であり、投資商品の拡大を行うこと、環境情報を充実させてい

く、国際的な枠組みに参加していくことが重要といった意見が得られた（表 38）。 

 

表 38 国内ヒアリング結果と考察⑨ ～日本の今後の方向性～ 

  

対応の方向性としては、「ESG 投資とリターンとの関係性の整理（ESG 投資による金融商品のリ

ターンの変化の明確化とそれによる ESG 投資の拡大）」「金融機関の ESG 投資商品の拡大に資

する、情報整備の実施（TCFD の情報開示と、ESG 投資商品とで求める情報との整合）」といった

ことが考えられる。 

 

加えて、本事業では、海外の企業及び投資家、データプロバイダーへのヒアリングを 10 社に対し

て実施した。実施結果を以下に示す。 

 

表 39 海外ヒアリング実施項目 

NO ヒアリング項目 

1  TCFD ガイダンス全般に関するコメント 

2 TCFD ガイダンス第 2 章・開示媒体について 

3 TCFD ガイダンス第 2 章・気候変動リスク管理、体制について 

4 TCFD ガイダンス第 2 章・シナリオ分析について 

5 TCFD ガイダンス第 3 章・セクター別について 

6 EU 最新動向 

7 各国政策動向 

8 政府の役割について 

 

 

 

 

項目 内容 政策の方向性（）

日本の今後
の方向性

日本のESG投資市場は未成熟であり、投資商品の拡大

を行うこと、環境情報を充実させていく、国際的な枠組み
に参加していくことが重要

① 日本は融資、社債などはマーケットとして未成熟であり、今後グリーン
ファイナンス・グリーンボンドに注力することは重要となる

② 滋賀銀行（おそらく、ESGに配慮した社会貢献型債券のことだと想定）な
どは独自で取り組みをしておこなっている先進事例といえる

③ 世界銀行とGPIFの共同調査にもあるように、グリーンボンド発行のメリッ

トやプライシングの優位性はグローバルでも論点となっており、こうした論
点を解消するためには環境情報が充実する必要がある

④ グローバルのデファクトが一つである必要はないが、中国では「何がグ
リーンなのか」という指摘も多く、国際的な枠組みは必要であると考えて
いる

⑤ 実態をともなった研究開発を行った場合に評価される（お金が回る）仕組
みとしては、グリーンボンドの調達基準が考えられる

⑥ AOをESGに振り向けるとすると、GPIF以外の3共済がターゲットとなる

 機関投資家の巻き込み
 ESG投資とリターンとの関係性の整理
 金融機関のESG投資商品の拡大に資する、

情報整備の実施（TCFDの情報開示と、ESG

投資商品とで求める情報との整合）
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① TCFD ガイダンス全般に関するコメント 

TCFD ガイダンスについて、読みやすい構成でありページ数も適当であるという意見が得られ

た。また、幅広い解釈が可能であるためイノベーションにつながる可能性もあり、今後は EU の非

財務情報の開示を支援するガイダンスである”Gudelines on non-financial reporting”の改訂版

とのリンクや、提示している事例に対する海外投資家や企業による意見の収集をするのがよいので

はないかといった意見が得られた（表 40）。 

 

表 40 海外ヒアリング結果と考察① ～ＴＣＦＤガイダンスに対するコメント～ 

 

 

 

対応の方向性としては、「EU のガイダンス（”Gudelines on non-financial reporting”の改訂

版）との連携・比較の調査」「ベストプラクティスの調査」といったことが考えられる。 

 

② TCFD ガイダンス第 2 章・開示媒体について 

情報は公開情報であれば開示媒体は問わないという意見が多く、公開情報の他に

Sustainalytics, MSCI, Thomson Reuters, Bloomberg, IEA 等の外部データを利用している投

資家もいた。公開情報については、ヒストリカルな情報、取締役会や経営陣のレビューや評価（デュ

ーデリジェンス）を実施した上での情報の開示を求める意見もあった（表 41）。 

 

項目 内容 方向性

全体的
コメント

読みやすい構成であり、ページ数も適当。幅広い解釈が可能であるため、
イノベーションにつながる可能性もある。

今後はEUガイダンスとのリンクや、提示している事例の妥当性を考慮する
のがよいのではないか

① 幅広い解釈が可能であるため、有用である。フランスの173条のように、幅広い解
釈を許容にすることでイノベーションを創出する可能性がある

② EUのガイダンス案とリンクさせることも可能なのではないか

③ このガイダンスは事例として多くの企業を紹介しており、各項目ごとのスナップショッ
トを提供しているため、使いやすく有用であると考える

④ 建設的な構成である。事例を紹介している点も理解を深めるために有用であるが、
ガバナンスについては何を開示するかコンセンサスが取れていない状態であるた
め、事例を示すことでチェックボックスのような形式的なものにならないかは懸念し
ている

⑤ 構成は非常によく、ページ数も適当である。今後、さらに重要な項目について深掘
りするのがよいのではないか

 EUの非財務情報に関するガ
イダンス（改訂版）との連携・
比較の調査

 ベストプラクティスの調査
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表 41 海外ヒアリング結果と考察② ～TCFD ガイダンス第 2 章・開示媒体について～ 

 

 

一方で、日本の投資家がどのような開示媒体を通じて情報を入手しているかは不明であるため、

対応の方向性としては、「日本の金融機関への開示媒体に関するヒアリングの実施」等が考えられ

る。 

 

③ TCFD ガイダンス第 2 章・気候変動のリスク管理、体制について 

気候変動のリスク管理体制については、専門性が必要であり気候変動は全企業に関係するため

独自のプロセスを求める意見、他リスクと統合したアプローチを求める意見、マテリアルであれば注

力したガバナンスを求める意見に三分された。また、CRO・CFO・CEO 等の経営陣レベルでの取

組の必要性を強調していた（表 42）。 

表 42 海外ヒアリング結果と考察③ ～TCFD ガイダンス第 2 章・気候変動のリスク管理、体制に

ついて～ 

 

項目 内容 方向性

開示媒体

情報は公開情報であれば開示媒体は問わないという意見が多く、公開情
報の他にSustainalytics, MSCI, Thomson Reuters, Bloomberg, IEA

等の外部データを利用している投資家もいた。

公開情報については、ヒストリカルな情報、デューデリジェンスを求める意
見もあった

① 開示媒体の使い分けは分析対象により異なり、財務分析であれば財務報告書、
ESGアナリストはサステナビリティレポート等を見る一方、サステナビリティの情報
は特殊であるため、他の情報と混合できないと認識している

② 企業の開示情報の他にBloomberg, Thomson Reuters, MSCI等も活用している

③ 開示媒体は特別な情報が個々の媒体に入っているため全て見ている

④ 公開情報から入手しているが任意開示であるため情報のVerificationが重要である

⑤ 企業のレポートだけでなく、IEAレポート等の外部レポートも参考にしている

⑥ どのレポートで開示してもよいが、公開情報であること、ヒストリカルな情報を有して
いることが求められる。まずは開示し、その後、デューデリジェンスを踏まえた開示
をおこなうことが求められる

⑦ Sustainalytics、MSCI等の外部情報も利用しており、開示媒体については不問

⑧ 最初の3年程度はそれぞれの報告書、長期的にはアニュアルレポートや統合報告
書で開示していくのがよいのではないか

⑨ 公開情報だけでなく、Thomson Reuters, Sustainalyticsからのデータも購入してい
る。リスクがマテリアルである場合はアニュアルレポートに記載することが望ましい

 日本の金融機関への開示媒
体に関するヒアリングの実施

項目 内容 方向性

気候変動専
門のリスク
管理・体制

専門性が必要であること・気候変動は全ての企業に関係するため独自の
プロセスを求める意見と、他リスクと統合したアプローチを求める意見、マ
テリアルであれば注力したガバナンスを求める意見に三分。
また、CRO・CFO・CEO等のボードレベルでの取組の必要性を強調

① 気候変動のKPIについて把握するためには専門性が必要であるため、気候変動独
自のプロセスが必要であると認識している

② 既存のリスク管理プロセスと統合するかは状況に依るが、統合による気候変動のリ
スクが隠れてしまう可能性がある

③ カーボンインテンシブなセクターについては、取締役会における気候変動に関する
責任範囲やスキルセットも重要な情報となる

④ 投資手法上、全ての企業に同じような体制は求めない。ただ、企業がどこに注力し
ているか把握しエンゲージメントを行うためには、まずは気候変動に関するガバナン
ス体制を開示することが必要である

⑤ 気候変動は数あるリスクの一部に過ぎないため、統合的なアプローチが求められる

⑥ 気候変動は全ての企業に関係するため、全ての企業に気候変動専門の体制を求
める。また、ボード・CEOレベルでの責任者も必要である

⑦ 気候変動がマテリアルである企業はより注力したガバナンスが必要となる。また、
CRO, CFO, CEO等のボードレベルのメンバーが関わっていることが望ましい

 （ガバナンスは企業によって異
なる前提で）気候変動に対す
るガバナンスの構築に関する
優良事例の紹介

 気候変動リスクの高い業界団
体主導の、経営層向けの情報
交換会の実施
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対応の方向性としては、「（ガバナンスは企業によって異なる前提で）気候変動に対するガバナン

スの構築に関する優良事例の紹介」「気候変動リスクの高い業界団体主導の、経営層向けの情報

交換会の実施」等が考えられる。 

 

④ TCFD ガイダンス第 2 章・シナリオ分析について 

シナリオ分析は未成熟であるためまずは実施することが重要であり、今後シナリオ分析の質の向

上のためには多くの参照データやメソドロジーを要することや、パリ協定に準拠していること、複数

シナリオを検討することを求める意見が得られた（表 43）。 

 

表 43 海外ヒアリング結果と考察④ ～TCFD ガイダンス第 2 章・シナリオ分析について～ 

 

対応の方向性としては、「シナリオ分析のためのデータセットの提供（オーソライズされたデータで

ある IEA 等 2℃シナリオ等）」「優良事例に対するヒアリングの実施」といったことが考えられる。 

 

⑤ TCFD ガイダンス第 3 章・セクター別について 

評価に使う指標・目標については、セクターにより重要度は異なるものの、炭素税等の CO2 が

原因となるコスト、R&D 投資、設備投資（CAPEX）、Scope1,2,3、グリーン商品の収益、エネルギ

ー削減量、排出削減量、炭素価格、サプライチェーンにおける物理的リスクを評価しており、SASB

や GRI をファーストステップとして推奨する投資家も見られた。また、TCFD ガイダンスにおいて示

したセクター別の指標の有用性については、カントリーリスク・セクターリスクに沿っている点、詳細

説明がある点は有用であり、今後実際に企業が利用しテストすることでさらに有用性が向上すると

いった意見が得られた（表 44）。 

 

 

項目 内容 方向性

シナリオ
分析

シナリオ分析は未成熟であるためまずは実施することが重要であり、今後シナ
リオ分析の向上のためには多くの参照データやメソドロジーを要する

パリ協定に準拠していること、複数シナリオを検討することを求める声も。
① 外部シナリオとして、一般的にオーソライズされた市場に沿っていることが求められる。

温度帯ではなく、モデルに一貫性があることが重要である

② シナリオ分析は不確実性があり難しいという声も聞くが、シナリオ分析の実行により、コ
ミットメントを示すことはできるはずである

③ シナリオ分析としては2℃シナリオとしての対応を見ているが、シナリオ分析よりも戦略
や将来のプランを見ている

④ シナリオ分析を開示することは気候変動関連の開示にどれだけ真剣に対応しているか
の尺度になると考えている。一方企業が独自で使いやすい仮定に基づくシナリオ分析を
することには疑問を感じており、標準化されたメソドロジーが必要である。

⑤ 2℃シナリオは投資判断に関係する可能性があるが、シナリオ分析はまだ完全ではなく
比較可能性を有しているわけではない

⑥ シナリオ分析は企業にとって新しいためより多くの参照データや手法が必要となる
⑦ IEA等の外部シナリオは比較可能性を、BPやShell等の独自シナリオは企業の考え方を

投資家に提供している。また、パリ協定に準拠しているか、複数シナリオを検討している
かも重要である

⑧ シナリオ分析に関する情報で投資の売買を決定することはなく、どちらかというとリスク
を理解しポートフォリオのモニタリングをするために活用している

⑨ 気候変動に限定しないのであれば銀行等もシナリオ分析を長年しているため参考にな
る可能性はある。開示においては、シナリオの定義（炭素価格、炭素税、タイムフレーム、
データ参照先）が明確であることが望まれる

 シナリオ分析のための
データセットの提供（オー
ソライズされたデータであ
るIEA等2℃シナリオ等）
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表 44 海外ヒアリング結果と考察⑤ ～TCFD ガイダンス第 3 章・セクター別について～ 

 

対応の方向性としては、「セクター別の気候関連リスク、機会の経営インパクトの洗い出し」「投資

家と企業との更なる対話の推進（フォーラム、WG 等）」「ガイダンスを使用した業界別の開示の支

援・フィードバックを踏まえた更新」「海外企業の意見収集」といったことが考えられる。 

 

⑥ EU 最新動向 

サステナブル・ファインナンスについては、ビジネスモデルに気候関連をどう組み込むかが今後

の論点となり、海外企業に影響する可能性もあるといった意見が得られた。タクソノミーについて

は、グリーン収益等が分かるためエンゲージメントや投資に関する有用性はあるものの、定義、対

象範囲、策定タイミングについては疑問の声も聞かれた。EU の非財務情報開示に関するガイダン

ス”Gudelines on non-financial reporting”の改訂版については TCFD 提言よりも実務的である

といった意見が聞かれた。また、TCFD 提言の発表、欧州委員会によるサステナブル・ファイナンス

推進の動向踏まえた金融商品の変化についてはアセットマネージャーにおいて投資手法や、気候

変動に対する意識の変化が見られた（表 45）。 

 

 

項目 内容 方向性

評価に使う
指標・目標

CO2関連コスト、投資、R&D投資、CAPEX（設備投資）、Scope1,2,3、グリーン商品
の収益、エネルギー削減量、排出削減量、炭素価格、サプライチェーンにおける物理
的リスクを評価。SASBやGRIをファーストステップとして推奨する投資家も見られた
① CO2によるコスト、投資、CAPEXを見ている
② 「Carbon Performance（気候変動リスクがどこにあるか、Scope1,2,3）」「Climate 

Opportunities（グリーンソリューションを考えているか）」「Forward-looking information（将来の
メガトレンドに対するエネルギーの移行、SBT等）」の3種類の情報を見ている

③ セクターにより異なるが、R&Dはenergy efficiencyが重要なセクターにおいて重要な指標となる
④ SASBはアメリカ企業向けではあるが、何から開示を始めればよいか分からないという企業に

対しては、SASB,GRIの指標を開示することを推奨している
⑤ SASBは有用であると考えている
⑥ セクターにより異なるが、サイエンスドベースな手法を利用していること、パリ協定に沿った目標

であることが求められる。また、サプライチェーン・バリューチェーンにおける取組の定量的な指
標・目標の設定も重要である

⑦ 製造物等に対する物理的リスクを見ており、所在地や業界の状況等の詳細な情報は有用であ
る。サステナビリティのKPIについてはSASBも推奨している

⑧ グリーンプロダクトによる基本的な収益は基本的な指標として見ている。その他（該当する企業
の場合）、エネルギー削減量、排出削減量、GHG排出量、炭素価格に関係する収益の割合、
CDPスコア、エネルギー効率目標、原単位、Scope1,2、フリート排出量、サプライチェーンにお
ける物理的リスクの確率を見ている

 セクター別の気候関連リ
スク、機会の経営インパ
クトの洗い出し

 上記に関する投資家と企
業との更なる対話の推進
（フォーラム、WG等）

ガイダンス
指標・目標
の有用性

カントリーリスク・セクターリスクに沿っている点、詳細説明がある点は有用であり、今
後実際に企業が利用しテストすることでさらに有用性が向上する
① カントリーリスク、セクターリスクに沿った指標・目標は重要であるため、良いスタートポイントだ

と考える。有用性を確かめるためには、実際に企業が利用しテストする必要がある。また、他セ
クターの指標・目標の開発も期待する

② 企業がターゲットを設定し、指標を利用すれば有用となる
③ Scope3に関する指標もあり、分かりやすいと考える

 ガイダンスを使用した
業界別の開示の支援・
フィードバックを踏まえ
た更新

 海外企業の意見収集
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表 45 海外ヒアリング結果と考察⑥ ～EU 最新動向～ 

 

 

⑦ 各国政策動向 

英国と米国の最新動向に関して、英国は COP26 開催に向け、グリーンファイナンスの動きは活

発になる可能性もあるという意見が得られた。次いで、米国については民間企業・団体を主導として

ESG が推進されており、今後、重要なリスクであれば今後 SEC の上場規制や報告規制に組み込

まれる可能性も全くないわけではないという意見も得られた（表 46）。 

 

表 46 海外ヒアリング結果と考察⑦ ～各国政策動向～ 

 

 

⑧ 政府の役割について 

今後の政府の役割として、情報開示の優良企業に対するインセンティブ、業界特有課題の議論、

ESG 市場の取組サポートが求められるという意見が得られた（表 47）。 

 

項目 内容

サステナブル・
ファイナンス

ビジネスモデルに気候関連をどう組み込むかが今後の論点となり、サステナブル・ファイナンスは海外企業に影響
する可能性もある
① 今後ビジネスモデルに気候関連情報をどう組み込んで開示するかが課題である
② 米国企業はEUでグリーンボンドを発行している企業もあるため、影響がある可能性もある

タクソノミ―

グリーン収益等が分かるためエンゲージメントや投資に関する有用性はあるものの、定義、対象範囲、策定タイミ
ングについては疑問の声も
① グリーンな取組の特定だけでなく、パリ協定の目標の達成にも寄与するが、どのように情報を利用するかは理解せず要件が設定

されているように感じる
② 非常に野心的である。アンチグリーン・グリーンの区別は難しく、また現状の市場とグリーンの定義のバランスを取る必要がある
③ 投資をトラックする上でも共通のフレームワークが必要であるため、有用である
④ どうタクソノミ―を活用するかは検討中の様だが具体的に低炭素に向けたポジティブな行動を定義することは有用である
⑤ タクソノミ―はTCFDに沿っており、全く新しい投資行動が生まれるわけではないと考えるが、廃棄物管理、空気汚染、リサイクル

等も項目に入っている点は新しく、まだ開示していない企業は開示すべきである（例：三菱電機はESGの指標に沿ってストーリー
を語ろうとしており、こういった局所的ではなく、廃棄物管理・空気汚染も考慮した全体的なストーリーに基づき開示する手法は興
味深い）

⑥ 企業がグリーン収益を開示し、より透明性の高い情報を提供できるようになる。なお、R&Dは企業によって形が異なるためR&Dよ
りもグリーン収益の情報開示が望ましい

⑦ タクソノミ―に関する収益や、低炭素移行に関連しない活動を知ることができ、そうした項目に対するエンゲージメントはおこない
やすくなる可能性がある

⑧ 共通の定義ができることは望ましいが、この分野は発展途上段階にあり、定義は時期尚早である可能性がある

気候関連情報
開示ガイダンス

TCFD提言よりも実務的である
① TCFD提言よりも実務的であり、強制開示の項目から、グッドプラクティスになり得る項目まで、3つの分野に分類している

TCFD/TEGを
踏まえた金融
商品の変化

AMにおいて投資手法や、気候変動に対する意識の変化が見られた
① アセットマネージャーではないため、投資行動の変化はほぼない
② 元々気候関連の戦略を持っていたが、TCFDやTEGにより開示にどのような要素を含めるのか整理できるようになった
③ 投資手法だけでなく、企業の情報開示や政策も変化している
④ 自社でTCFDフレームワークを利用したほか、ポートフォリオマネージャーが投資判断において気候変動を考慮するようになった
⑤ 直接的な変化は不明だが、気候変動問題のハイライトにより企業が気候変動問題について議論するきっかけが生まれた

項目 内容

英国

COP26開催に向け、グリーンファイナンスの動きは活発になる可能性もある

① Brexitの影響は不明だが、ロンドンでCOP26が開催予定のため、グリーンファイナンスの動きは活発になる可能性がある

② Green Finance Taskforceに限らず、よりよい開示・キャピタルマーケットに向けたイニシアティブは歓迎する

米国

政情によりESGに関する議論は進んでいないが、重要なリスクであれば今後組み込まれることや、SASB

等が反映される可能性はある

① SECは共和党政権であるため、現状議論が進んでいない状況であるが、重要なリスクであればファイリングドキュメントに
気候関連情報を記載するという考えを有している。また、多くの米国企業がSASBの指標も利用しはじめているため、SEC
がSASB基準を組み込む可能性もあるが、どちらもすぐには起こりえない
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表 47 海外ヒアリング結果と考察⑧ ～政府の役割について～ 

対応の方向性としては、「優良企業へのインセンティブ付与（表彰制度等）」「ESG 市場促進政策

の策定（NDC 達成のための必要投資額の算出、情報開示の優良事例の表彰、グリーンボンドの

発行手数料の補助等）」といったことが考えられる。 

  

項目 内容 方向性

今後の政府の
役割

優良企業に対するインセンティブ、業界特有課題の議論、ESG市場の
取組サポート

① 情報開示の優良企業を表彰する等のインセンティブを与えるのもよいのではな
いか。また、業界特有の課題を議論するのも良い（米国ではユーティリティセク
ターのワーキンググループがある）。政策においては、イノベーションを促進する
ようなものが好ましい

② TCFDに限らず、市場が取組に失敗しているものをサポートするのが良い。ESG

も政府の後押しにより、現在のように統合が進んでおり、影響のバランスを見な
がら政策を進めるのがよいのではないか。また、投資に関しては、どれくらいの
金額を要するのか、そのためにはどのような資金調達をおこなうかを明確にす
べきである

 優良企業へのインセンティブ付与
（表彰制度等）

 ESG市場促進政策の策定（NDC達

成のための必要投資額の算出、優
良事例の開示、発行手数料の補助、
日本版グリーンの定義等）
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6 グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する「TCFD 研究会」の運営 

2018 年 8 月に、「グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する『TCFD 研究会』」を

設置し、TCFD が求める気候関連の情報開示について全３回の議論を行った。また、より実務的な

検討を行う場として「グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する『TCFD 研究会』ワ

ーキンググループ」を設置し、全４回にわたって議論を行った。加えて、金融機関から構成される「グ

リーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する『TCFD 研究会』事例検討ワーキンググル

ープ」を設置し、TCFD ガイダンス事例集の策定を行った（表 48）。 
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表 48 研究会実施概要 

研究会名 回数 日時 議題 

グリーンファイ
ナンスと企業
の情報開示の
在り方に関す
る「TCFD 研
究会」 

第 1 回 2018 年 

8 月 8 日 

１. 開会挨拶 

２. 研究会の目的等について 

３. 水野様（国連責任投資原則協会理事、年金積立
金管理運用独立行政法人理事兼 CIO）からのプレゼ
ンテーション 

４. 藤村様（ＴＣＦＤメンバー）からのプレゼンテーショ
ン 

５. 自由討議 

６. 今後の進め方について 

第 2 回 2018 年 

11 月 7 日 

１. 開会挨拶 

２. 吉高様（三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券）か
らのプレゼンテーション 

３. 藤村委員（ＴＣＦＤメンバー）からのプレゼンテーシ
ョン 

４. ワーキンググループにおける検討状況の報告 

５. 自由討議 

６. 今後の進め方について 

第 3 回 2018 年 

12 月 25 日 

１. 開会挨拶 

２. TCFD ガイダンス（案）について 

３. 自由討議 

グリーンファイ
ナンスと企業
の情報開示の
在り方に関す
る「TCFD 研
究会」ワーキ
ンググループ 

第 1 回 2018 年 

9 月 10 日 

１. 角和教授（東京大学公共政策大学院客員教授）
からのプレゼンテーション 

２. 古山様（JOGMEC 調査部エネルギー資源調査
課）からのプレゼンテーション 

３. TCFD 提言を踏まえた各項目の論点について 

４. 自由討議 

第 2 回 2018 年 

9 月 27 日 

 

１. 櫻本様、寺沢様（アセットマネジメント One 株式会
社）からのプレゼンテーション 

２. TCFD ガイダンス策定に向けた論点と対応方針
について 

３. 自由討議 

第 3 回 2018 年 

10 月 22 日 

１. TCFD ガイダンス策定に向けた論点と対応方針
について（２） 

２. 自由討議 

第 4 回 2018 年 

12 月 14 日 

１. TCFD ガイダンス案に関する議論 

２. 自由討議 

グリーンファイ
ナンスと企業
の情報開示の
在り方に関す
る「TCFD 研
究会」事例検
討ワーキング
グループ 

第 1 回 2019 年 

2 月 7 日 

１. TCFD ガイダンス 事例集（案）に関する議論 

２. 自由討議 
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グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する 

「ＴＣＦＤ研究会」 委員名簿 

 

※敬称略、五十音順 

 

（座長） 

伊藤 邦雄 一橋大学 大学院経営管理研究科 特任教授、中央大学 大学院戦略経営研究科 

特任教授 

 

（委員） 

石橋 昌文 ネスレ日本株式会社 専務執行役員/チーフ・マーケティング・オフィサー 

岩永 泰典 アムンディ・ジャパン株式会社 運用本部長兼チーフ・インベストメント・オフィサー 

上山 茂 花王株式会社 常務執行役員 経営サポート部門統括 

大石 英生 株式会社日本政策投資銀行 設備投資研究所長 

田中 伸男 公益財団法人笹川平和財団会長、Innovation for Cool Earth Forum 運営委員長 

内藤 理 株式会社日立製作所 執行役常務 

野崎 邦夫 住友化学株式会社 取締役専務執行役員 

藤村 武宏 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）メンバー 

 （三菱商事株式会社 サステナビリティ推進部長） 

槇   祐治 トヨタ自動車株式会社 常務役員 

宮本 勝弘 新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長 

望月 昭人 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 企画グループ特定分野担

当役員 

森澤 充世 一般社団法人 CDP Worldwide-Japan ジャパンディレクター、PRI ジャパンヘッド 

森下 義人 東京電力ホールディングス株式会社 常務執行役 

湯浅 隆行 東京海上ホールディングス株式会社 専務取締役（代表取締役） グループ資本政策

総括 

 

（オブザーバー） 

環境省 

金融庁 

一般社団法人日本経済団体連合会 

株式会社日本取引所グループ 
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グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する 

「ＴＣＦＤ研究会」ワーキンググループ 委員名簿 

※敬称略・五十音順 

 

饗場 崇夫 トヨタ自動車株式会社 環境部コミュニケーション室 担当部長 

泉山 雅明 新日鐵住金株式会社 環境部長 

伊藤 邦雄 一橋大学 大学院経営管理研究科 特任教授、中央大学 大学院戦略経営研究科 

特任教授 

上野 貴弘 一般財団法人電力中央研究所 社会経済研究所 上席研究員 

近江 静子 アムンディ・ジャパン株式会社 ヴァイスプレジデント 運用本部 ESG リサーチ部長 

嘉納 未來 ネスレ日本株式会社 執行役員 コーポレートアフェアーズ統括部長 

高瀬 香絵 一般社団法人 CDP Worldwide-Japan シニアマネージャー 

高橋 和範 株式会社日立製作所 サステナビリティ推進本部 副本部長 

竹ケ原 啓介 株式会社日本政策投資銀行 執行役員 産業調査本部 副本部長  

兼 経営企画部サステナビリティ経営室長  

田中 伸男 公益財団法人笹川平和財団会長、Innovation for Cool Earth Forum 運営委員長 

手塚 宏之 JFE スチール株式会社 技術企画部理事 地球環境グループリーダー 

寺沢 徹 アセットマネジメント One 株式会社 運用本部 責任投資部長 

東内 正春 東京電力ホールディングス株式会社 技術・環境戦略ユニット 環境室長 

中野 裕一 JXTG ホールディングス株式会社 経営企画部 政策室 政策グループマネージャー 

長村 政明 東京海上ホールディングス株式会社 事業戦略部 参与 

橋本 昌幸 丸紅株式会社 広報部 サステナビリティ推進室長 

藤木 彩 ブラックロック・ジャパン株式会社 インベストメント・スチュワードシップ部 ヴァイスプ

レジデント 

藤村 武宏 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）メンバー 

（三菱商事株式会社 サステナビリティ推進部長） 

松原 稔 株式会社りそな銀行 アセットマネジメント部 責任投資グループ グループリーダー 

村田 弘一 住友化学株式会社 理事 レスポンシブルケア部 部長 

森西 徹 株式会社みずほフィナンシャルグループ 戦略企画部 金融調査チーム 

次長/サステナビリティ推進室 室長 

柳田 康一 花王株式会社 ESG 部門 副統括 

 

（オブザーバー） 

環境省 

金融庁 

一般社団法人日本経済団体連合会 

株式会社日本取引所グループ 

日本公認会計士協会 
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グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する 

「ＴＣＦＤ研究会」事例検討ワーキンググループ 委員名簿 

※敬称略・五十音順 

 

近江 静子 アムンディ・ジャパン株式会社 ヴァイスプレジデント 運用本部 ESG リサーチ部長 

竹ケ原 啓介 株式会社日本政策投資銀行 執行役員 産業調査本部 副本部長  

兼 経営企画部サステナビリティ経営室長  

寺沢 徹 アセットマネジメント One 株式会社 運用本部 責任投資部長 

長村 政明 東京海上ホールディングス株式会社 事業戦略部 参与 

藤木 彩 ブラックロック・ジャパン株式会社 インベストメント・スチュワードシップ部 ヴァイスプ

レジデント 

松原 稔 株式会社りそな銀行 アセットマネジメント部 責任投資グループ グループリーダー 

森西 徹 株式会社みずほフィナンシャルグループ 戦略企画部 金融調査チーム 

次長/サステナビリティ推進室 室長 

 

また、全 8 回の研究会及びワーキンググループの委員委嘱、日程調整とともに、資料作成支

援（海外政策動向調査、国内外企業開示動向調査等）を行った。また、TCFD ガイダンスの作

成支援とともに、海外展開に向けて翻訳を実施した。 
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7 まとめ・今後の方向性 

TCFD ガイダンスの策定、公表に伴い企業の TCFD への対応に対するハードルも低減されて

いると考えられる。また、日本の TCFD 賛同企業は他国と比較しても順調に増加しており、今後も

同様の傾向で日本における TCFD 賛同企業は増加していくと考えられる。 

一方で、TCFD の賛同のみでなく、TCFD への適切な対応と、投資家への更なる対話を通じた

企業価値向上が企業として重要であり、そのためには政府の支援が必要であると考える。以下に

一例を記載する。 

 

○投資家との対話の場の構築 

 国内外の投資家の指向はここ数年で変化してきており、ESG 投資の考え方もよりアクティブ運用

にシフトしてきているという意見も得られている。このことから、企業価値向上に向けて投資家の求

める情報を明確化するためにも、企業と投資家との対話の場を政府主導で構築し、その情報を広く

周知することも一案である。 

 

○TCFD ガイダンスの拡充 

 TCFD ガイダンスについては、海外投資家からも本事業におけるヒアリングにおいては概ね好意

的な評価を得ている一方で、ガバナンスやシナリオ分析、セクター別パートに対して改善点も得られ

ている。セクター別パートにおけるセクターの拡充や、シナリオ分析の手法のガイダンスへの追加、

優良事例の選定、拡充などが、TCFD ガイダンスの拡充の方向性として考えられる。 

 

○開示のインセンティブの付与  

 上述した投資家との対話の場の構築とも通ずるが、開示のインセンティブがないと、企業にとって

はコストでしかない。開示のインセンティブとして、海外投資家から表彰制度等の意見も得られてお

り、優良事例の表彰や公表は企業の開示を進める上でも有効であると考える。 
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別添資料 1. グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する「TCFD 研究会」（第１回） 

議事要旨 

 

日時：平成 30 年 8 月 8 日（水曜日）16 時 00 分～18 時 00 分 

場所：経済産業省別館 3 階 312 会議室 

 

出席者 

伊藤座長、石橋委員、近江氏（岩永委員代理）、柳田氏（上山委員代理）、大石委員、田中委員、内

藤委員、野崎委員、藤村委員（テレビ会議出席）、槇委員、宮本委員、望月委員、森澤委員、森下

委員、湯浅委員 

 

議題 

1. 開会挨拶 

2. 研究会の目的等について 

3. プレゼンテーション 

4. 自由討議 

5. 今後の進め方について 

 

議事概要 

事務局より研究会の目的等についての説明を行った後、水野様（国連責任投資原則協会理事、年

金積立金管理運用独立行政法人理事兼 CIO）及び藤村委員よりプレゼンテーションが行われた。

その後、自由討議を行った。議事概要は以下の通り。 

 

【ESG 投資の方向性について】 

 ESG 投資というと、これまでは、ダイベストメントといったネガティブな文脈で捉えられることが

多かったが、現在はネガティブな評価から、ポジティブスクリーニングといったプラス面の評価

に向かってきている。 

 ESG 投資の論点に、ダイベストメントかエンゲージメントかという議論がある。ダイベストメント

を良しとする投資家がいる一方、ダイベストメントは解決策にならず、株主として投資先にエン

ゲージメントを行うことが企業にとって長期的に前向きなよりよい結果をもたらすのではないか

という考えが広まりつつある。 

 Climate Action100+はエンゲージメントの大きな動きである。これは、機関投資家が、

systemically important greenhouse gas emitters、つまりシステムに大きな影響がある

100 社に対して共同エンゲージメントをするという試みであり、日本企業も 10 社対象に選ばれ

ている。一見、CO2 をたくさん出す悪い企業のリストに見えるが、金融業界における SIFI（シ
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ステム上重要な金融機関）のリストと同じく、世界で規模が大きい社会的に重要な企業であり、

投資家側から前向きなコミュニケーションを図るものである。 

 今後、世界規模で ESG 資金の獲得競争が起こると考えている。この半年で、ヨーロッパ各国

や中東など様々な地域から講演依頼が多くあり、ESG 投資獲得の切迫感が出ている。日本企

業には気候関連情報に関する開示を積極的に行い、資金獲得競争に勝利してほしい。 

 これまで ESG は非財務情報として取り扱われてきたが、これからは「将来財務情報（future 

financial information）」と呼んではどうか。こちらの名称の方が財務に近いというイメージに

なる。 

 

【TCFD のとらえ方について】 

 TCFD で求められているシナリオ分析について、イングランド銀行のマーク・カーニー総裁は、

Strategy と呼んでいる。シナリオ分析は戦略であり、長期の目標に対する企業戦略である。日

本の上場企業にアンケートを行ったところ、70％の企業が長期ビジョンを提示しているが、長期

が何年かというと 3－5 年という回答が 70%強を占める。TCFD で求められている戦略は 20

年～30 年の超長期となり今までとは違うアプローチが必要となる。 

 日本企業は大変真面目なので、TCFD のような 20 年～30 年先のあいまいなシナリオを出す

ことには抵抗が大きい。このような長期目標は、英語では goal であるが、日本語では

Challenge にニュアンスが近い。 

 TCFD では、財務情報そのものを開示すると誤解されているようだが、財務情報そのものでは

なく、財務的影響をもたらす事象の定性的情報について開示するものである。 

 シナリオ分析について、ハードルが高いと言われている。将来予想について知りたいという投

資家の要請に対して、将来何かが起こっても企業は大丈夫であることを示す必要がある。シナ

リオの正確性も重要であるが、過度に考える必要はなく、将来のことを考えて経営してことを確

認するためのチェックポイントという位置づけである。 

 TCFD において必要なのは、シナリオ分析の精緻化ではなく経営陣のコミットメントである。リ

スク、機会が将来のキャッシュフローに対してどのような影響を及ぼすか、ガバナンスをどうし

ているか、取締役会がどう考えているかが見たいということである。 

 CDP も TCFD に準拠した枠組みになり、CDP に回答すると TCFD に対応する形になる。

CDP はドリルであり、投資家に伝えやすいひな形として考えてほしい。 
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 情報開示は責任であり義務でもあり、投資家との対話にもつながる。この考えはグローバルで

も国内でも同じである。 

 海外の目から日本企業を見ると、他国の企業に引けを取らない、優れた取り組みが見られて

いる。一方、事業戦略として捉えられていないことも多く、日本企業においては、経営層のコミッ

トメントが企業のレジリエンスを見るうえでも重要である。 

 

【TCFD の今後の方向性について】 

 今後の展開として、9 月に FSB に対して新たなレポートを出す予定である。このレポートは、

TCFD の浸透度をまとめたものであり、各国での TCFD の利用状況や個別の開示事例を取

り上げる予定である。 

 TCFD 事務局では、5 年のタイムフレームに沿って TCFD の提案内容を実施していくことを想

定している。また、各企業レベルにおいても、直ちに TCFD に沿った開示を完成させるべきと

は、TCFD 事務局も考えていない。例えば 3 年計画とし、1 年目にリスクと機会の洗い出しを

行い、2 年目に事業戦略を立案して社内体制を作り、3 年目にシナリオ分析を行う等のステッ

プも想定されている。 

 欧米ではインタナルカーボンプラシングを設定して、それに合わないものは投資しない企業が

多くなっている。TCFD ではどのように考えているかが気になる。 

 TCFD はポリシーニュートラルであり、インターナルカーボンプライシングをする・しないではな

く、導入するのであれば開示すべきというスタンスである。 

 インターナルカーボンプライングは議論されており、欧州では既に実際に導入されている。

TCFD のレポート本文と別冊には、インターナルカーボンプライシングに関する記載がある。 

 

【企業の TCFD への対応状況について】 

（製造業） 

 今まで IR 部門や CSR 部門、各拠点で別々に開示を行っていたが、これらを統合的に行うた

めに社内でサステナビリティ推進委員会を立ち上げて対応している。 

 ヨーロッパの競合他社が ESG に取り組んでいることから、取締役会直轄の ESG 委員会を立

ち上げ、社長を委員長として取り組んでいる。 

 

（金融業） 
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 金融業として本来の責任である、課題解決のパートナーとしての立場で支援をしていくことが、

きわめて重要であると考えている。中堅・中小企業まで浸透させていく責任もあり、企業の皆様

との対話が重要であると考えている。 

 事業者の方々と対話しつつ、事業戦略を踏まえたポジティブな評価を実施してきた経験がある

ため、うまく研究会にフィードバックできればと考えている。 

 保険会社としては、ESG 的に問題があるからといって単純に引き受けを停止すればよいという

話ではなく、万が一事故が起こった際の被害者救済も大事な役割だと考えている。 

 

【TCFD への企業の対応の課題について】 

 シナリオ分析を 1 社で実施するのは困難であるため、投資家と事業会社が共有できるベース

シナリオがあるとよい。 

 具体的な開示項目として、GHG の削減量だけでなく気候変動への適応策（食料増産等）が入

ってくるとよいのではないか。 

 情報開示は時に訴訟等のリスクにもなり得る。TCFD を通じた開示がネガティブスクリーニン

グだけでなく、ポジティブスクリーニングとして使われるようになることが必要である。 

 TCFD 対応はサプライチェーン全体に影響を及ぼすため、ある条件を達成できなければ調達

しないという制限を設けると、独占禁止法に抵触する恐れもある。 

 TCFD を含む多様な社会からの要請の中で、どのように資金を配分していくのかが課題とな

る。TCFD の開示の結果、一つのビジョンを描きそこに資金を振り向けていくような形になれば

良いと考える。 

 技術開発については連続的な成長だけではなく、非連続なイノベーションが起こる可能性もあ

る。このような観点を踏まえ、長期的な視点から技術開発のテーマを選定していくということを、

投資家との対話の中に取り込んでいくことが重要である。 

 取組結果がステークホルダーに正しく伝わるよう、コミュニケーションの方法に注意する必要が

ある。 

 

【TCFD の対応の方向性について】 

（企業の方向性） 
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 TCFD は始まったばかりであり、今であれば、実施イコールベストプラクティスとなりえる。ルー

ルが決まった後ではルールに対応せざるをえなくなるが、今であれば自分たちの実施し易いや

り方、基準をスタンダード化、ベストプラクティスの共有を通じて、ルール設定することができる

のではないか。 

 8 月現在、TCFD に賛同する日本企業は 21 社である。賛同の理由としては、TCFD の開示

はまだできないが、これをきっかけに社内分析を実施したいというものが多い。従来、環境部の

ラインで検討していたものを CFO や経営戦略のラインに上げていくきっかけとしても TCFD は

有用である。 

 TCFD に沿った開示に向けては、事業者と金融機関が同じ目線を持って取り組むことが重要

であると考える。 

 

（政府の方向性） 

 日本政府としても本研究会を通じて、日本のベストプラクティス提示を後押しし、海外にアピー

ルするのが良いと考える。 

 これまでに、TCFD 事務局に対して本邦産業界からの意見として 3 点提出し反映されている。

シナリオ分析において NDC も参照できるようにすべきという点、総量ではなく原単位ベースの

開示も可能にすべきという点、温対法等の計算手法も反映すべきという点である。また、製品

のライフサイクルを通じた avoided emission についても追加されている。 

 欧州はルールベース、米国はマーケットベースのアプローチで TCFD 対応を進めている。それ

に対して日本はどのようなアプローチで行くのかを考える必要がある。 

 この会議のように、官民が集まって皆で進めていくのが、日本型ではないか。これだけの重要

な企業が集まり、この研究会がかなりのスピード感をもって進んでいることこそ、日本型の推進

力と言える。 

 一律の評価軸ではなく、業界ごとの事情を考慮した評価ができるとよいと考えている。 

 日本の特性をどう入れていくかが重要であると考えており、特にエネルギーについては、資源

制約の問題がある。エネルギー産業全体としてカーボンフリーに近づいて行っているということ

はアピールすべきである。 

 日本の強みを伝えるときに必ず日本版という話が出てくるが、日本版 TCFD というのは避ける

べきと思う。ESG 投資の議論でも、欧米の基準でやるのではなく日本基準を作らないのかとい
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う声もあるが、日本企業はグローバル基準で十分戦えるのに、日本版を主張することは逆にネ

ガティブな印象を与える。実際に、昨年一年で日本企業の ESG 評価は大幅に改善しており、

それが証明されたと思う。TCFD というグローバルスタンダードで日本企業は十分に強みを発

揮できると確信している。  
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別添資料 2. グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する「TCFD 研究会」（第２回）

議事要旨 

日時：平成 30 年 11 月 7 日（水曜日）10 時 00 分～12 時 00 分 

場所：経済産業省別館 3 階 312 会議室 

 

出席者 

伊藤座長、石橋委員、岩永委員、柳田氏（上山委員代理）、大石委員、田中委員、内藤委員、野崎

委員、藤村委員、槇委員、宮本委員、望月委員、森澤委員、森下委員、長村氏（湯浅委員代理） 

 

議題 

1. 開会挨拶 

2. プレゼンテーション 

3. ワーキンググループにおける検討状況の報告 

4. 自由討議 

5. 今後の進め方について 

 

議事概要 

吉高様（三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券）及び藤村委員（TCFD メンバー）よりプレゼンテーショ

ンが行われた後、事務局よりワーキンググループにおける検討状況について報告を行った。その

後、自由討議を行った。議事概要は以下の通り。 

 

【企業の TCFD への対応状況について】 

 気候関連リスクと機会について、自社の統合報告書で移行リスク・物理的リスクを一通り説明し

た。説明が不足している点もあるかもしれないが、まずはマネジメントとして意識しているという

メッセージを出すことが重要だと考えた。 

 豪雨や台風の影響が損害として影響してしまうので、TCFD は各社の経営上も重要になってき

ている。 

 業界別では、エネルギー業界、金属・マイニング業界、化学業界のような化石燃料に大きく左

右される業界において TCFD への対応が加速していると感じる。欧州の石油・ガス業界は勉

強会を行っており、資源業界の各社もよい開示を行っている。 

 金融セクターでは国連環境計画・金融イニシアティブでのパイロットがあり、既に銀行セクター

向けのガイダンスに公表されている。アセットマネージャー向けには年末に向けガイダンスを作

成しており、保険セクターもプロジェクトの立ち上げ準備中で、間もなくリリースされる予定であ

る。このように情報の受け手側が取り組みを進めているため、今後 TCFD 対応が加速する可

能性がある。 
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 短期の 3 年、5 年で実施するシナリオは、IEA の予測値等である程度数値化できる。一方、将

来は圧倒的に技術イノベーションの影響度が大きく、これをどう実務的に開示していくかが課

題。どうしても開示は足下の情報に偏る。 

 

【ESG 投資・TCFD に対する金融機関の視点について】 

 長期のシナリオを検討する際、沢山のシナリオがある中、長期で低リターンになるシナリオと、

イノベーションを起こし高リターンになることを目指すシナリオでは財務インパクトが大きく異な

る。この違いについて機関投資家がどのように考えているのか知りたい。 

 アセットマネジメント会社との対話の際、ESG アナリストが不在だと十分な対話ができないこと

がある。今後アセットマネジメント会社ではどのように ESG 対応を進めていくのか。 

 ESG アナリストはセクター横断的に見ているが、各セクターのアナリストは ESG 情報を十分に

見られていないのが実情。ESG について勉強中の企業も多いため、事業会社の側から積極

的に意見を伝えられると良い。 

 運用規模の小さい会社では、ESG アナリストを養成する余裕があまりない。しかし、現在これ

だけモメンタムが高まっている中で、資産運用業界もそれに呼応する形で ESG 情報の分析能

力を高めることは必要である。 

 各セクターのアナリストが ESG 情報を分析しなければ、インテグレーションが進まない。例え

ば ESG を評価することがそのアナリストの評価になるようなシステムにすることが必要。 

 アセットマネージャーは、アセットオーナーの依頼があれば ESG 投資を進めていくと考えられ

るため、投資のバリューチェーンのトップであるアセットオーナーに対してこうした動きを啓蒙し

ていく必要がある。 

 改訂コーポレートガバナンスコードでも、アセットオーナー側が知識を持つべきという記載があ

り、気候変動関連、TCFD に関してアセットオーナー側も知識を高めていくことが重要である。 

 気候変動に限らず、価値創造に向けた戦略・リスク対応等の非財務情報を財務情報に統合す

る観点が広まると、金融機関としては資金円滑化の余地が広がる。また、こうした観点はサプ

ライチェーン及び金融機関の日頃の接点を通じて中小企業まで広がっていく。 

 

【TCFD 事務局の動向について】 
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 TCFD 事務局は、来年の G20 の時期に次のステータスレポートを出す予定であり、その際は

セクターをより詳細に分けて分析する予定である。 

 ステータスレポートの分析結果から、特定のセクター内でも企業によって開示の程度にはばら

つきがみられるが、TCFD は各セクター内でのイニシアティブを奨励している。 

 

【TCFD 研究会への要望について】 

 ガイダンスの中では地域性や、産業別といった視点も入れた方が良いと考える。 

 個社だけではなく業界の貢献も評価してほしい。ガイダンスの作成に当たっては、実態に沿っ

たセクターの分類をした上で、各セクターの見るべき視点を記載してほしい。原単位に関しては

業種によって意味合いが異なるので、数字だけが一人歩きし、横並びして比較されないよう

に、業界特性を踏まえた対話を求めたい。 

 セクターごとにマテリアリティは異なるため、セクターごとのガイダンスは重要。TCFD に賛同し

たいという日本企業は多いので、窓口をこの研究会に設ける、TCFD のレポートを日本語訳し

て提供すること等を検討してもらいたい。 

 国の政策との関係が強い業種では、その点をどのようにガイダンスに入れ込んでいくのかが重

要である。また、将来のシナリオについてどの程度まで定量化を求めるのかも課題である。 

 金融機関が開示された数字の意味合いを理解できることが重要であるため、比較可能な定量

化を見据えたガイダンスとなることを期待する。また、企業は短期的な目標を注視しがちである

が、長期のゴールを設定し、そのために短期・中期のターゲットを定めることを後押しするような

ガイダンスとしてほしい。日本は課題先進国と言われているが、金融を通じて課題解決先進国

としていきたい。 

 この会議は、TCFD という大きな流れの中で、官民一体となって、日本の強みを出していこうと

いう話だったので、その原点を踏まえて議論を進めるべきである。 

 バリューチェーン全体での削減の視点がある方が良い。また、非連続なイノベーションを各企

業の投資に任せるのではなく、イノベーションへの投資を後押しするようなメッセージが入ると

非常に有意義である。 

 WBCSD でもセクター別の TCFD Preparer Forum を順次立ち上げており、オイル＆ガスセ

クターのガイダンスを出している。また、化学や電力セクターに関しても、これから Forum を立
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ち上げ、2019 年にガイダンス発行を予定している。WBCSD に持っていけるようなものを作っ

ていただければ、ルールメイカーになりうるのではないか。 

 セクター別の開示内容に、サービス産業が入っていない点が気になる。e コマースの拡大を踏

まえると、小売業においてもエネルギー消費に変化があると考えられるため、そのような視点

でセクターの分類を考えるべきである。 

 

【サプライチェーンにおける取組について】 

 サプライチェーンも、マテリアリティの中でうまくピックアップして、CO2 削減を進めていきたい。

その点、日本では再エネ調達に課題がある。そうした課題をクリアするためにイノベーションが

必要である。 

 日本ではサプライヤーのことを考慮して RE100 に加盟しない企業もあるが、米国企業は消費

者からの要請があり、コミットメントを求められる場合もある。また、日本の強みとして水があ

る。豊富な水資源はアセットとなるため、その観点も重要である。 

 

【その他】 

 10 月 10 日、11 日に開催された ICEF の Statement では TCFD が 3 回言及された。また、

ICEF のアクションプランに各社がボランタリーにインターナルカーボンプライシングも活用する

と記載されている。サプライチェーン企業にも SDGs 対応を求めていくことが需要サイドからの

エネルギー変革を主導する。 
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別添資料 3. グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方に関する「TCFD 研究会」（第３回） 

議事要旨 

日時：平成 30 年 12 月 25 日（火曜日）14 時 45 分～16 時 20 分 

場所：経済産業省本館 17 階第 1-2 共用会議室 

 

出席者 

伊藤座長、岩永委員、柳田氏（上山委員代理）、大石委員、田中委員、高橋氏（内藤委員代理）、野

崎委員、加藤氏（藤村委員代理）、饗場氏（槇委員代理）、泉山氏（宮本委員代理）、森西氏（望月委

員代理）、森澤委員、森下委員、湯浅委員、長村氏（湯浅委員代理） 

 

議題 

1. 開会挨拶 

2. TCFD ガイダンス（案）について 

3. 自由討議 

 

議事概要 

世耕経済産業大臣より開会挨拶を行った後、イングランド銀行のカーニー総裁からのビデオメッセ

ージを上映し、さらに、国連責任投資原則協会理事・年金積立金管理運用独立行政法人理事兼

CIO の水野様よりご挨拶をいただいた。その後、事務局より TCFD ガイダンス（案）についての説

明がなされた後、自由討議を行った。議事概要は以下の通り。 

 

（TCFD ガイダンスの意義等について） 

 TCFD自体がまだ試行錯誤の最中にあるこの段階で、世界のルールメーキングにいち早く参画

したということ自体、一定の意味がある。また研究会やWGを通じて、金融機関と産業界の対話

が行われ、相互理解が進んだ。したがって、成果物としてのガイダンスに加え、検討プロセス自体

にも大いに価値があったのではないか。 

 気候関連の開示について、どのような形・やり方・基準で開示すべきかわからなかったので、開示

手法がガイダンスで示されたことには大きな意義があった。 

 TCFDガイダンスは情報開示への種々の不安・疑問を取り除くという意味で、非常に具体的な筋

道が見える有意義なものだった。特に事例について、ガバナンスやリスク管理だけでなく、事業機

会の創出やビジネスモデルへの転換といった積極的な企業価値向上に向けた姿勢が見えて大

変良かった。 

 短期間でTCFDガイダンスをまとめていただき大変ありがたい。本ガイダンス骨子の英語仮訳は

TCFD事務局にも確認してもらったが、評価されるものだった。 

 年明けの TCFD に関するシンポジウムには、TCFD の事務局幹部も来ると聞いているので、そ

こでも日本企業の取組も報告できると思う。 

 TCFDの提示した開示の枠組が日本の事業会社にとって不利に働いたり、事業会社の得意な面

が光らなかったりするものなら意味がないと思い、経団連や各業界のアイディアも頂きながら
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TCFD事務局に提案を行ってきたが、その中の一部は反映されたものの、まだ十分ではなかった。

今般のTCFDガイダンスによって、その部分が相当払拭されたことは大変感慨深い。 

 気候変動への対応には様々なやり方があるが、TCFDに沿った情報開示もそのうちの１つの手

法。TCFDに沿った形の開示が必要なレベルの会社もあれば、そうではないが、気候変動対応

の努力を何らかの形で示すことで対話が進む企業もある。 

 金融機関同士で意見交換をすることは多くあったが、事業会社から様々な生の意見を聞けたの

は貴重な機会だった。今後も研究会のような枠組が続いていくのであればぜひ参加したい。 

 また、次段階として、開示の内容・中身をどうするか、シナリオ分析ではどんなシナリオを使うか、

等について、ピンポイントですり合わせていくことが考えられる。なかなかハードルが高いと思う

が、引き続き協力していきたい。 

 投資家の商売は、どのような情報が入ってくるかを見ながら、投資先を選んでいくもの。様々な企

業の取組が公開情報となってこそ、投資家は分析可能となる。今回のガイダンスは、それを進め

ていく第一歩ではないか。 

 インベストメントチェーンを回す上では相互の対話が必要になるが、研究会は対話のきっかけとな

った。 

 また、今後議論を進める中で、３つの主体、発行体とアセットオーナーとアセットマネージャーのそ

れぞれが意見をくみ交わし、よりよいものをつくっていくべき。さらに、発信の観点から、英語での

情報発信は必須ではないか。 

 TCFDガイダンスは銀行にとって3つの観点から有用なものになった。1つ目は、ほかの企業と同

様に投資家に開示を行う一企業としての立場からして、主にガイダンス第２章で詳細に解説がな

された点。2つ目は資金供給者として審査をするに際して、業種によってリスクや機会の特性が異

なるので、セクター別に審査部が分かれているが、各業種についてわかりやすくまとまっており、

比較可能性が高まった点。 

3 つ目は、課題解決のパートナーの立場として、中堅・中小企業と今後対話をしていく上での拠り

どころを示された点。 

 GPIFのTCFD署名は素晴らしい。また、TCFDガイダンスがこのスピードで取りまとまったことに

は驚いた。 

TCFD では、6 月の大阪で開催される G20 において何らかのレポートを出されるのかと思うが、

その秋に開催される ICEF も、どの業種でどのような進捗があったのか国際的議論を行う場とし

て積極的に活用していってほしい。 

 中小企業と向き合う際にもこのガイダンスを使いたいという意見やRE100でバリューチェーン改

革が進むと良いという意見があった。たしかに、投資家と接している上場企業のみならず、中堅・

中小企業、さらにはバリューチェーン全体に波及すれば、それだけインパクトは大きくなる。 

中小企業と向き合う際に、金融機関があまりにも TCFD に沿った開示を強く求め過ぎると、中小

企業は他の金融機関で借りるようになる等、金融機関に競走上不利益が生じることも考えられる

が、金融機関はどう考えるか。 

 気候変動のリスク特性は業種・企業によって異なるため、リスクの観点では、その特性をきちんと

わきまえた上で、なるべく押し付けにならないようにしていく必要がある。他方、機会の観点から
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は、日本の中堅・中小企業には多くの優れた技術があるので、それらをうまく引き出せるように、

アピールできる開示が進むと良い。 

 気候変動関連情報の開示というテーマは、ややもすると理念論や志で終始してしまいがちだが、

本研究会では、ガイダンスという形でプラクティカルに議論をつくり上げられたことが大変な前進

だったのと思う。 

11 月の初旬にイイノホールでイングランド銀行のマーク・カーニー総裁が講演した際にも情報開

示を強く謳っていた。 

情報開示には２つの効果がある。１つは、情報開示を進めることでその読み手側が、例えば、投

資家がより適切な判断・分析ができて、資源配分が適切・効率的になるという効果である。もう１

つは、情報の作り手側、つまり発行体側が、マーケットにおいて投資家あるいはステークホルダ

ーの良い評価を得ようとすることで、自らの行動を適切な、正しいものに変えていくインセンティブ

になるという効果である。 

TCFD ガイダンスは完璧なものではないが、使って進化させていってほしい。この研究会はもと

もと、昨年 5 月に経済産業省から発表された価値協創ガイダンスという大きなフレームワークが

あって、その中の非財務情報・気候関連情報を議論してきた。今後、会社の価値創造のストーリ

ーが気候変動関連にも目配りがされた形で投資家やステークホルダーに語られていくことが非

常に大事だと思う。 

 

（海外の動向について）  

 今後のTCFDの動きとしては、今年もステータスレポートを通じてTCFDへの賛同状況や開示例

をFSBに報告したが、次のステータスレポートが来年のG20前に発出される予定。その中で今回

のTCFDガイダンスの取組や日本企業の事例も入れ込むことで日本企業のプレゼンスを高めて

いきたい。 

 11月から12月初めにかけてパリ、ロンドンで行われた幾つかの気候変動関連の会合においても

経産省の取組をPRした。その結果、国際的に関心を集めており、一部のメディアからはTCFDガ

イダンスが出たらぜひ教えてほしいといったメッセージをもらった。 

 グローバルにTCFDガイダンスを使ってもらうために国際会合を開くことに大いに賛成。グローバ

ルレビューは必要であり、グローバルな金融機関・企業からレビューをもらうことで、広く使っても

らえるガイダンスにするのが大事。 

 財務と合わせて気候変動の情報を出さないといけないという世界的な枠組が出てきたものの、し

っかり気候変動への取組を行えている日本企業は評価されていないという悔しい思いをしてきた。 

CDP の質問書には、上場していない日本企業であっても上場企業の取引先として回答している

事例がある。バリューチェーンマネジメントを重視している企業を中心に、世界の取引先に質問を

送り啓蒙を行っている。 

日本は世界から見て、気候変動対応に乗り遅れたように思われているところ、ここ半年くらいでは

「日本もやるじゃないか」と思われてきている。この期待の高まりの中で、TCFD ガイダンスが策

定されたことには大きな意味がある。中小企業含め、日本企業はさらに前に進める。 
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（情報の開示媒体について） 

 TCFD提言の中で年次財務報告での開示が推奨されているということは認識しているが、全ての

情報を有価証券報告書に記載するとなると、限られた紙面の中で十分に表現ができないという面

もある。有価証券報告書の拡充は考えていくが、ガイダンス内の開示媒体に関する記載のように、

統合報告書等との役割分担を明確化することで、より効果的な開示が可能になるのではないか。 

 企業の規模や姿勢によって、開示をどこまで金商法の縛りのある有価証券報告書に書くか、かな

り悩ましい。ガバナンスやリスク管理は書くべきだがそれ以外の部分についても、有価証券報告

書に書くべきなのかは、経産省による今後のベストプラクティスの積み上げを待ちたい。様々なス

テークホルダーの人に理解してもらうことが大事であり、どの媒体で何を書くべきかが大事なわけ

ではない。 

 TCFD関連の情報開示に関して、確かにガバナンスやリスク管理は有価証券報告書に馴染む内

容だが、オポチュニティに近いような、ガバナンスやリスク管理を超える内容が馴染むかというと

難しい。 

 金融庁として投資者にとって投資判断上重要な情報については、有価証券報告書に書いてほし

いというのが基本的な立場だが、書いてほしい内容については、具体的な事例の中で判断して

いかざるを得ない部分がある。企業の開示が進む中で、その開示内容がバランスの取れた充実

したものになっていくよう、金融庁と経産省で連携をしながら対応を進めていきたい。 

 

（業種別ガイダンスについて） 

 業種別ガイダンスのエネルギーセクターでは、日本の資源制約を前提に、国のエネルギーに関

する計画の内容が記載されていてありがたい。これにより世界の方々に日本の事情を理解しても

らえると思う。他方、あまり日本の事情ばかり言って海外の投資家に誤解をされることがないよう、

気を付けて取り組みたい。 

 金融機関や投資家は、すべての業界に詳しいわけではないので、業種別ガイダンスによって、事

業会社と金融機関が対話をするときの目線合わせが行われ、非常に有効な対話ができるのでは

ないかと思う。 

WBCSD においても既にセクター別の TCFD ガイダンス作成の動きが始まっており、化学セクタ

ーのガイダンス作成に向けて 2018 年 12 月にキックオフミーティングが行われたところである。

今後、当社も本取り組みに参画し、WBCSD の同ガイダンスにも経産省の TCFD ガイダンスの

内容をインプットしていきたい。 

 業種別ガイダンスでは、様々な事例を挙げながらしっかり説明されており、第一歩として良いガイ

ダンスができたのではないか。また、経産省として、ガイダンスはこれから、どんどん事例を積み

上げて改訂をしていくとのことだが、世界の流れも見つつ、置いていかれないよう引き続き改訂作

業をお願いしたい。業種別ガイダンスでは、５業種が記載されているが、他の業種についても増

やしていってほしい。 

エネルギーセクターについては、政府の政策が当然バックにあるので、それによらざるを得ない

という説明があった。しかし、ESG 投資、SDGs 投資を進める投資家の動きを踏まえて再エネ

100％を宣言する企業が増えていき、さらに、その企業のサプライチェーンも同様の行動パターン
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に入っていき、需要サイドからエネルギー構造、エネルギー供給構造が変わらざるを得ない世界

が近づいているのではないか。その点も考慮しながら、今後レビューをし、ガイダンス改訂を行っ

てほしい。 

 TCFDガイダンス記載の業種については化粧品や食品・飲料、流通等、種類をもう少し増やして

いってほしい。第一義的ではないかもしれないが、情報開示の流れを一般の消費者・市民の方に

も理解してもらうことが、ある意味企業の動機にもなり、TCFD賛同企業を増やしていく点でかな

り有意義なのではないか。 

 鉄鋼業界が気候変動問題と向き合う上では、３つのエコが重要。１つ目は、つくるときのエコ。主

として原単位において優劣がつくが、その他にもガスのリサイクルや廃プラの活用等でも優劣が

つく。２つ目は、日本の技術を途上国に展開して普及させる、国際貢献上のエコ。３つ目は、グロ

ーバルバリューチェーン。自動車用のハイテン鋼板、自動車の軽量化に資する高機能鋼材に相

当するもの。 

 このような取組を投資家に示すことに意味があると思うが、今回のガイダンスでは以上の３つのエ

コについて言及がなされていた。 

 また、鉄鋼業には高炉と電炉という２種類の業態があり、高炉と電炉は大きな意味で１つのリサイ

クルシステムを形成している。この LCA の考え方が、先月 ISO にて明文化された。そのことにも

ガイダンス内で言及があったので、投資家からの理解が一層進むのではないか。 

（その他）  

 基本的に投資家サイドは、直接的には投資先企業あるいは投資するであろう企業のTCFDへの

向き合い方、あるいは公開情報をもとに対話を行うが、その企業のサプライヤーというのは、投

資判断のときに考慮しないのか。e 

 ケースバイケース。非財務的要因からいろいろ評価する際には、サプライチェーンまで遡るような

ケースもある。例えば、児童労働や生活賃金等についてエンゲージメントを通じて取引先企業の

認識を喚起するようなケースもある。ただ、スコープをどこまで広げられるかは、本当にケースバ

イケースで、難しい。投資コミュニティのサイドで、話し合いや協議する場はないのか。 

 いくつかフォーラムはあるので、今後テーマの１つとなり得る。実際、投資先とのエンゲージメント

のテーマを決める中で、サプライチェーンのあり様をどのように捉えていくのか、投資家サイドも

定型を持っているわけではなく、手探りでやっていく。まさに事例の積み上げが大事になる。 

 サプライヤーに情報開示を求めるべきとの意見があるが、サプライヤーの皆さんに、情報開示を

強制するようなことはできない。一方で、長期的にCO2ゼロを目指すといった大きな方針を示すと、

その方針に沿った提案をしてくれるサプライヤーの方もいる。時間はかかると思うが、良い方向に

つなげていきたい。
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