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1 背景   

1.1 調査の背景と目的 

1.1.1 気候変動の世界的な潮流 

2015年のパリ協定以降、国際社会において、温室効果ガス（GHG）排出削減等のための活動が活発

化してきている。その流れの中、環境・社会・ガバナンス（ESG）投資の拡大や気候関連財務情報開示タ

スクフォース（TCFD）の設立により、欧州（EU）を中心として、企業の気候変動対策や気候リスク・機会

に関する気候関連情報開示（以下、「情報開示」）が急速に進んでいる。また、投資家からは企業に対し

ての気候リスク・機会に関する情報開示の要請が強まっており、特にエネルギーを大量消費する企業や

エネルギーの供給を担う企業に対して、脱炭素化社会に向けた具体的なアクションを求めている。 

 

上述したように、石油・天然ガス・石炭等の利用又は供給を主要な事業とする企業（以下、「化石燃料

企業」）に対する気候変動対策へのコミットメントを求める動きは高まっている。結果、投資家による石

油・天然ガス・石炭関連企業等の化石燃料産業（以下、「化石燃料産業」）からの投資引き上げ（以下、

「ダイベストメント」）の動きも出始めている。このような情勢の中、大手国際石油会社（IOC）を筆頭に、世

界の化石燃料企業は、気候変動対策や情報開示にかかる戦略の策定を進めている。 

 

 日本においても、海外同様の対応が徐々に求められつつある。しかしながら、地政学的な要因から、

化石燃料が現在主要なエネルギー源である日本においては、例として再生可能エネルギー（以下、「再

エネ」）促進などの気候変動対策や情報開示を進めることと並行して、安全性（Security）を前提としたエ

ネルギーの安定供給（Energy Security）、経済効率性（Economic Efficiency）、環境への適合

（Environment）の 3E+S及びレジリエンスの配慮が必要となる。 

 

1.1.2 調査目的 

上述した背景のもと、本調査は、諸外国の化石燃料企業の気候変動対策の取り組みや、金融機関・

投資家の動向を調査・分析し、石油・天然ガス・石炭関連分野における気候変動対応を取り巻く状況を

把握し、我が国の化石燃料政策のあり方の検討と政策立案に資することを目的としている。 

 

 

図 1-1 本調査の全体イメージ像 

投資家の求める情報、
価値が適切に評価され
る方法の検討

 化石燃料企業にお
ける開示ベンチマー
ク

 明確な低炭素戦略
ステップ

• 各国・各社とも、最終
目的（使命）は、高ま
る気候変動対策の潮
流の中で「3E+S」の
確保

• 政府の方向性として、
以下が想定される。
 金融機関・格付機
関との対話による、
日本企業の状況に
沿った適切な開示
方法を調整

 上記に付随した、レ
ジリエンスの解釈
（S(防災)・適応）に
ついての対話

 本調査結果を踏ま
えた、本邦エネル
ギー企業への正し
い現状認識の植え
付け

市場を取り巻く
マクロ環境の変化

引き続く化石燃料
産業への投資

ESG投資の加速

欧州によるルール
メイク

促進する気候関連
情報開示

気候変動対策：あり
情報開示：あり

IOC、
欧州のエネル
ギー企業の
ベンチマーク

NOC、
米国の

エネルギー企業

日本の
エネルギー企業
の現在地

気候変動対策：無し
情報開示：無し

気候変動対策：多少あり
情報開示：無し

気候変動対策：多少あり
情報開示：ほとんど無しor多少あり

【日本のエネルギー企業の現状・ジレンマ】
• 欧州の情報開示レベル、評価手法がわからない
• 欧州基準（TCFD）に沿って開示して、海外投資
家からどう評価されるのか不安（悪影響になるの
ではないか）

海外投資家の投資基
準・評価手法を正しく
把握

Step 1

Step 2

資家の目線と日本に求められる開示の熟度

TCFD・日本投資家
の求めるレベル

欧州機関投資家・
NGOの求めるレベル

政府の方向性

低炭素戦略ステップ

低炭素戦略ステップ

3

1

1

1

2

2

2

3

3
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1.2 気候変動対策と民間企業の位置づけ 

1.2.1 民間イニシアティブの動き 

気候変動対策分野は公的資金が主たる資金源であったが、2015 年のパリ協定の前後より民間企業

による気候変動対策にかかる取り組みは急増し、大手グローバル企業を筆頭に民間企業による様々な

気候関連のイニシアティブが立ち上がり、気候変動対策分野でのプレイヤーは公的機関から民間企業

に移りつつある。 

 

 

図 1-2 気候変動関連の民間イニシアティブ例 

出典：各種資料を基に作成 

 

また、後述の投資家による気候変動関連のイニシアティブも複数立ち上がり、金融機関が、気候変動

対策をリードする傾向が顕著に表れつつある。このような状況の下、企業にとっての気候変動対応は、

評判リスクや企業の社会的責任（CSR）を起因するものではなく、財務リスクや機会を通じた経営戦略の

一部としてとらえられるようになってきている。 

 

1.2.2 ESG投資 

気候変動対策は、電力における化石燃料から再エネを筆頭とするクリーンエネルギーへの移行のみ

にとどまらず、再エネ電力を活用したビジネスモデルの変革など企業の事業活動そのものにも影響を及

ぼしている。その中で、企業活動を支える投資・金融の観点では、ダイベストメントや投融資基準への環

境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）要因の組み込み、投資先への働きかけの動きが急速に拡大している。 

 

米国では、ESGの取組を推進してきた企業と、そうでない企業の間で、株価に差が出ているという研

究もある。日本企業についても、国内外の主要機関投資家の過半数は、ESG情報と企業価値の関係

性に関心を示しているという調査結果も出始めてきており、ESGは、社会的責任・ボランティアという観

点から、「財務影響を及ぼすリスク・機会」や「環境と経済の両立」という観点で考えられるようになってき

ている。 

Fossil Fuel 

Divestment 

Campaign

• 2012年より国際NGO「350.org」が化石燃料からの撤退を呼び掛けるキャンペーンを開始
• COP21において500を超える団体が総額3.4兆米ドル以上のダイベスト・コミットメントを表明したと発表

• 国連グローバルコンパクト、CDP、世界資源研究所、WWFが2014年に設立。企業に対し、2℃目標に整合し
た科学的目標の設定を推奨するイニシアチブ

• 参加企業は、2020年1月時点で802社、うち日本企業は87社。（328社は、SBTから目標が承認済）

• ビル・ゲイツ氏ら20人以上の著名投資家等がクリーンエネルギー技術の事業かに積極的に投資するグルー
プで、2015年に設立（ミッションイノベーションと連携）

• 米国で50億米ドル出資。技術としては、バイオ燃料、炭素貯留技術、風力タービン等

• 炭素排出に価格付けをする25の各国政府、約90の民間企業、NGOの連合
• カーボンプライシングの経験をシェアし促進を目的とし、2015年に設立

• 再生可能エネルギー100%での事業運営を目指す企業組織。2014年設立
• 2020年2月時点で全世界で224社が加盟

組織 概要
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図 1-3 ESG情報に対する機関投資家の関心事項 

出典：環境省（2018）を基に作成 

 

その流れの中で、投資家・金融機関では、気候変動対策を含む ESG要素による財務的影響を適切

に評価する必要、併せて企業は、長期的に自社の財務に影響を与える機会を分析し、リスクに対する対

応を検討し情報公開していく必要性が高まっている。かかる状況下、投資家が ESG投資に関する企業

の開示情報を判断するための開示のイニシアティブや枠組みも複数整備されている状況である。 

 

1.2.3 気候関連情報開示 

投資家や金融機関は、財務上の意思決定を行う際に、気候関連リスクや機会を評価し、将来のキャッ

シュフローが、財務情報にどのように影響するか理解する必要がある。言い換えれば、企業は、投資家・

金融機関に評価してもらうためにわかりやすい開示項目・枠組みが必要であり、投資家・金融機関は正

しく資産の評価、資本配分するために、明確で共通性のある開示枠組みが必要である。このような評価

にかかる枠組みとして、グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）スタンダード、国際統合報告

評議会（IIRC）フレームワーク、米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）基準など存在している。 

しかしながら、企業レベル、国レベルでの情報開示が進みながらも、投資家や企業経営者の 8割以上

が、サステナビリティ情報開示基準が多過ぎるため、基準の統合を求めているという調査結果も存在す

る。また、2014 年に制定された欧州非財務報告指令（NFRD）のように、情報開示に法的拘束力を付与

することに、多くの機関投資家は賛同している。 

 

 

図 1-4 サステナビリティ情報開示の現状 

出典：McKinsey&Company (2019)を基に作成 

 

A
2%

B
2%

C
73%

D
19%

E
1%

F
3%

A）無条件でESGに注力して積極開示すべきである

B）資本効率（ROE)より優先してESGを開示して説明してほしい

C）資本効率（ROE）とESGを両立して価値関連性を示してほしい

D）日本は周回遅れなのでまずは資本効率（ROE）を優先して記述すべき

E）関心がない・重要とは思わない

F）その他

全体 回答数

A 3
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C 102

D 26

E 2

F 4

合計 139
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また、同調査報告書によると、投資家は、サステナビリティ情報開示において、財務的マテリアリティ、

一貫性、信頼性の 3 点を重視しており、今後、投資家自身が積極的に情報開示の基準策定プロセスに

関与することで、投資家が必要としている情報がより盛り込まれていくことになると予想されている。 

 

今後の気候関連情報開示の枠組については、TCFD に集約していく傾向になっていくことが想定され

ており、既存のフレークワークも TCFD提言の内容を踏まえ、改定の動きがある。 

 

表 1-1 情報開示にかかる国際フレームワーク 

 

出典：各種資料を基に作成 

 

 
図 1-5 情報開示にかかる全体像 

出典：各種資料を基に作成 

 

 

情報開示にかかる枠組は、企業レベルのみならず国レベルでも活用されており、情報開示の法制度

化に係る動きにおいて欧州を中心に活用が進んでいる。EU では、情報開示においてフランスが舵を取

っている一方で、金融市場で主導権を握りたい英国は、独自の気候変動情報の開示を推進している状

況である。その他、オランダ、カナダ、中国でも規制下の動きは進んでいる。 

  

枠組み 設立年 概要 TCFDとの関係

GRIスタンダード 1997
民間企業が経済、環境、社会に及ぼす影響を開示する際に参考とす

べき国際基準及び「非財務情報・多様性情報についての開示に関する
指令」に準拠する情報開示のフレームワーク

TCFDの提言への支持の表明

IIRCフレームワーク 2010
企業が統合報告書を作成する際に考慮すべき原則や、開示すべき情
報の内容を示した原則主義のガイダンス

TCFDの提言への支持の表明やTCFDの提言への報告への組み込み
を目指すプロジェクト（CRD: Corporate Reporting Dialogue）を主導

SASB基準 2011 企業に対しサステナビリティ関連情報の開示を奨励する非営利団体 TCFD提言に整合するように、SASBを成文化

賛同企業

提言

従来の開示枠組み
（GRI、IIRC、SASB等）

参照

政府 市民
投資家・
金融機関

規制・支援 監視 エンゲージメント・ダイベストメント

評価・格付機関
評価軸

評価
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表 1-2 国レベルの TCFDスタンダード化 

国 TCFDにおける状況 詳細 

EU委員会 

TCFD に準拠して指令を改

訂予定 

• 非財務情報開示指令に関するガイドライン改訂（2019 年 2Q 予定）に向けた

改訂案を 2019年 3月に公表 

• 2019年 6月 20日にガイドラインの改定案と補足資料を発表。TCFDに準拠 

英国 

TCFD に即した規制変更を

要請 

• 低炭素社会移行に向けて Green Finance Taskforce を設置 

• 2022年までに全上場企業、大口アセットオーナーによる TCFDに沿った開示

を目指すと言及 

フランス 

TCFD 提言内容の義務化を

企図 

• Brune Poirson 国務大臣は政府として TCFD の義務化を推進する意向に言

及（2017年 6月） 

• 中央銀行がエネルギー移行法（173 条）と TCFD に関するレポートを発表

（2019年 3月） 

オランダ 

企業に対し TCFD への準拠

を要請 

• 中央銀行が主体となりワーキンググループを設置 

• 企業に対し TCFD提言への準拠を要請（2018年 4月） 

カナダ 

TCFD を含めたサステナブ

ル・ファイナンスの制度化是

非について検討 

• 専門家パネルを設置し、サステナブル・ファイナンスに関する制度化等の論

点・提言を記した最終報告書を公表（2019年 6月） 

• TCFD提言に沿った情報開示の明確化及びタイムラインの作成を検討中 

中国 

環境報告ガイドライン改訂

予定 

• 英政府と共同でパイロットプロジェクトを発足。中国環境報告ガイドラインへの

TCFD 枠組み盛り込みを模索しており、2020 年に全上場企業に義務化する

意向も示している（2018年 1月） 

出典：各種公開資料を基に作成 
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2 国際枠組み・政策 

2.1 気候関連情報開示タスクフォース（TCFD） 

2.1.1 概要 

投資家・金融機関が正しく資産の

評価、資本配分するためには、一貫

性、比較可能性、明確性、効率性を

含んだ枠組みが必要である。そのた

め、2015 年 12 月に金融安定理事

会（FSB）の要請によって、気候関連

情報開示枠組みの構築を目的とし

て TCFDが設置された。 

TCFD は、マルチステークホルダ

ー向けではなく、投資家向けの財務

報告における開示のフレームワーク

（財務に影響を与える気候関連情報

の開示）であり、投資家・企業間の

対話ツールという位置づけである。

任意の枠組みであり、強制力や情

報開示をしないことによる罰則があ

るわけではない。  

正式名称 Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

設立年 2015年 12月 

メンバー • 議長：マイケルブルムバーグ氏 

• 金融機関、会計、コンサルタント、エネルギー、製造業、メデ

ィア、非政府組織（NGO）等の幹部 36名より構成 

• （HSBC、バークレイズ、ムーディーズ、S&P グローバル、ユ

ニリーバ、DOW、EnBW、エニ、エア・リキード等） 

概要 • 開示内容：ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標という

中核的 4要素を年次財務情報で開示することを推奨 

• 補助ガイダンス：対象セクターを金融と非金融に分類 

• シナリオ分析：複数の将来シナリオ分を推奨 

開示方法 • サステナビリティレポート（環境報告書）ではなく、年次財務

報告書での開示が求められる 

直近の動き • 2017年 6月に最終報告書を発行 

• 2018年 9月に 1回目の進捗レポートを発行 

• 2019年 6月に 2回目の進捗レポートを発行 

署名 • 2020年 1月時点で 1,007

社が賛同 

• 日本企業は、234社で、欧

州（英国を除く）の次に、

賛同数が多い。 

 

TCFD は、47 ヵ国、1,007 社の企業・政府・国際機関・民間団体等が賛同を表明しており（2020 年 1

月時点）、賛同表明している企業のの資産総額は、2019年 12月時点で 11兆 US ドルであった。 

図 2-1 TCFDの賛同数（国別） 

出典：TCFD (2020)を基に作成 

 

TCFD では、投資家により対して情報を提供し投資の判断材料とするため、企業には年次財務報告

国／地域 賛同数 

欧州（英国を除く） 246 

北米（米国・カナダ） 187 

英国 143 

アジア（日本を除く） 75 

日本 234 

中東 2 

オセアニア 66 

南米 28 

アフリカ 13 

カリブ 2 

国際 7 

総計 1,007 
 

  

金融

50%その他

41%

素材

6%

公益事業

1%

エネルギー

2%

署名企業（セクター別）

欧州（英国を除く）, 
246

北米（米国・カナダ）, 
187

英国, 143

アジア（日本を除く）

7%

日本, 234

中東, 2

オセアニア, 66

南米, 28

アフリカ, 13 カリブ, 2

国際, 7
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書で具体的な開示を「提言」している。TCFD は「提言」であるため、強制力はなく、開示は任意であるも

のの、TCFD の普及は急激に高まっており、海外の機関投資家を株主とする企業、海外の金融機関か

ら資金調達を行う企業にとって、TCFD の提言に沿った情報開示を行うことは、事実上不可避な流れと

なっている。 

 

提言すべき情報開示の概要は、TCFD 提言報告書に概要がまとめられており、同報告書は、本文

「Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures」、付録文書

「Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures」、

補足書「The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities）

の 3部構成になっている。それぞれ、本文には 4項目における開示内容の考え方、付録文章にはセクタ

ー毎に求められる開示内容、補足書にはシナリオ分析の考え方、手法がまとめられている。 

 

 

図 2-2 3構成からなる TCFD 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

TCFD では、財務情報（財務三表1）に影響を与える気候変動関連財務情報を開示するように提言さ

れている。その気候関連財務情報においては、気候変動に伴うリスクと機会に分かれており、リスクは

移行リスクと物理的リスクの 2種類、機会は 5種類に分類されている。 

 

TCFD への賛同企業は、気候関連のリスクと機会が将来の財務情報にどのように影響するか分析し、

年次報告書にて情報開示することが求められており、透明性があり、判断材料となりうる気候関連情報

開示が、重要になってくる。低炭素経済への移行の準備が不十分な企業は、リスクが高く、収益も低くな

る可能性が示唆されている。 

 

                                                      
1 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書 

セクター毎に
開示の詳細な
内容を提示

内容補足書
（シナリオ分析）

シ
ナ
リ
オ
分
析

気候関連シナリオの種類

シナリオ分析の手法

提言報告書
（開示内容）

ガバナンス
（Governance）

戦略
（Strategy）

リスク管理
（Risk Management）

指標・目標
（Metrics and Targets）

開
示
内
容

内容

付録文書
（補助ガイダンス）

対
象
セ
ク
タ
ー

銀行

保険会社

アセットオーナー

アセットマネージャー

金融セクター 非金融セクター

エネルギー

運輸

材料・原料・建築物

農業・食品・木材製品

内容

開示内容の基盤と
なるシナリオの分
析方法を提示

概要

セクター毎の
考え方

シナリオ分析
の考え方
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図 2-3 気候関連リスク・機会と財務インパクト 

出典：TCFD (2017a)を基に作成 

表 2-1 気候関連リスクと機会の詳細 

 
出典：TCFD (2017a)を基に作成 

 

なお、TCFDに賛同しても、即座にシナリオ分析、情報開示をする必要はない。TCFDでは、情報開示

が社会全体で普及されるまで 5 年程度要するとしており、企業は徐々に情報開示の準備をしていくこと

が期待されている。 

 

 

図 2-4 TCFDにおけるタイムフレームワーク 

出典：TCFD (2017c)を基に作成 

 

2.1.2 開示項目とシナリオ分析 

TCFD で求められる開示項目は、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標の 4 つであり、提言報告

書には、それぞれの具体的な開示項目例が記載されている。企業における一部門で対応できるものも

あれば、部門横断的に対応しないとならない項目、経営層を巻き込まないとならない項目などもある。 

 

移行
リスク

政策と法律

技術

市場

評判

資源効率性

エネルギー源

製品／サービス

市場

レジリエンス

リスク 機会

戦略的計画
リスク管理

財務的インパクト

収入

支出

損益計算書
キャッシュフロー

計算書
貸借対照表

資産
負債

資本
資金調達

急性

慢性

物理的
リスク

気候関連財務情報

財務情報
（財務三表）

リスク

移
行
リ
ス
ク

政策と
法律

GHG排出の価格付け、排出量報告義務強化、製品／
サービスへの規制、訴訟の増加

技術 低炭素オプションへの置換、新規技術への投資の失敗、
移行に伴う先行コスト

市場 消費者行動の変化、原材料コスト高騰

評判 当該セクターへの批判、ステークホルダーの不安増大

物
理
的

リ
ス
ク

急性 洪水やサイクロン等の気象の厳酷度の向上

慢性 異常気象災害の増加、平均気温の上昇

機会

資源効率性 効率的な輸送手段の利用、生産力/固定資産価値増大、
従業員健康 管理の強化

エネルギー源 エネルギー 価格変動への備え

製品／
サービス

消費者の嗜好変化へ の対応、政策/規制の改変に対す
るレジリ エンス確保

市場 商品／サービスの需要拡大

レジリエンス 資源の代替/多様化

金融システム全体がさらされる
気候変動リスクのより包括的な理解

TCFD最終報告書の公表
（2017年7月）

他の開示フレームワークを採用している企業がTCFD提言内容
に関する検討開始

気候変動関連の課題が事業及び投資の
重要要素として認識される

一貫性があり比較可能な情報開示、お
よび適正な価格付けの実現

5年のタイムフレーム

採
用
数

財務報告書への開示の
開始

採用企業数の増加、開示情報水準の発展（例：指標や
シナリオ分析）、情報利用の成熟化
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図 2-5 TCFDの推奨開示項目 

出典：TCFD (2017a)を基に作成 

 

開示項目の一つである戦略において、気候変動に対する具体的かつ複数のシナリオ分析を用いた情

報開示が推奨されている。シナリオ分析とは、気候変動対策目標（2℃目標、各国目標）や気候変動関

連政策によって生まれる将来シナリオを複数想定し、そのシナリオでの企業のリスクと機会を分析するこ

とで、将来的な事業課題に対する内部意思決定を可能にするためのものである。シナリオは、移行シナ

リオと物理的シナリオに分類することができ、シナリオ分析を用いた気候変動による自社事業への影響

分析が TCFDでは推奨されている。 

 

表 2-2 シナリオ分析の分類 

 

出典：TCFD (2017c)を基に作成 

 

シナリオ分析では、経済モデルなどを活用し、世界・国レベルでのエネルギー需給などを定量的に示

すものであるが、大規模なオイルメジャー等を除くと、自社による独自シナリオを活用することは多くはな

い。多くのエネルギー企業では、国際エネルギー機関（IEA）などの既存シナリオをベースに、国際機関・

政府発行のレポートなどによる市場予測を補完活用し、シナリオ分析を行っているのが現状である。 

エネルギー企業でよく活用されるシナリオは、IEA作成の 2℃シナリオである持続可能な開発シナリオ

（SDS）である。同シナリオによると、2017 年と比較して、2040 年時点のエネルギー事情は、石炭（27%

→12%）、石油（32%→23%）が減少する一方で、ガス（22%→25%）と再エネ（14%→31%）に増加する

予測となっている。ベースロード電源として、化石燃料も残る見込みとなっており、化石燃料企業にとって、

どのように将来ポートフォリオを組んでいくかは、重要な判断を行っていくことになる。なお、SDS では、2

度目標達成のため、2018 年から 40 年までの期間で、グリーン技術のみならず既存施設の効率化への

投資も含め、世界累計で 16兆ドルもの投資が必要と試算されている。 

気候関連のリスク及び機会に係る
組織のガバナンス概

要

気候関連のリスク及び機会がもた
らす組織のビジネス・戦略・財務計
画への実際の及び潜在的な影響

気候関連リスクについて、組織が
どのように識別・評価・管理してい
るか

気候関連のリスク及び機会を評
価・管理する際に使用する指標と
目標

ガバナンス 戦略 リスク管理 指標・目標

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

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

推
奨
さ
れ
る
開
示
内
容

a. 組織が識別した、短期・中期・
長期の気候関連のリスク及び
機会

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

c. 2℃以下シナリオを含む、さまざ
まな気候関連シナリオに基づく
検討を踏まえて、組織の戦略の
レジリエンスについて

a. 組織が気候関連リスクを識別・
評価するプロセス

b. 組織が気候関連リスクを管理す
るプロセスを説明する。

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
の統合的リスク管理にどのよう
に統合されているかについて

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

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

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
ついてシナリオ分析

移行シナリオ例 物理シナリオ例

• 低炭素経済への移行が組織に与え
る影響を分析したもの
 政策変更
 気候変動をめぐる外圧の高まり
 低炭素技術の新開発等

• 気候変動を起因とする物理的な影
響のパターンを考慮したもの
 GHG濃度の変化に対する地球
の気候変化
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SDSを含め、よく参照されるシナリオには、次のとおりである。 

 

表 2-3 参考シナリオ例 

 
出典：各種資料を基に作成 

 

また、2019 年 9 月には、国連投資責任原則（PRI）より短中期に出現する可能性のある気候関連の

政策リスクに対して金融市場を準備するためのプロジェクトである避けられない政策対応（IPR）が発表

された。本プロジェクトの一環として、2023-2025 年の間に公表が想定される政策の、2025-2050 年へ

の影響を描いた将来政策シナリオ（FPS）を作成しており、4 つのルールを基に、8 項目にわたり、期待さ

れる政策を特定している。 

 

図 2-6 FPSにおいて想定される政策 

出典：PRI (2019)を基に作成 

 

FPSシナリオは、IEA作成の新政策シナリオ（NPS）を代替する、より現実に即したシナリオである。全

体のシナリオにおいて、二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術が実用化される可能性は低く、原子力発電

のフェーズアウト、再エネ及び水素を活用した脱炭素化が予測されている。日本では、2030 年までの石

炭フェーズアウト、原子力発電の増加が描かれている。 

 

2.1.3 エネルギー業界における情報開示状況 

TCFDでは、金融セクターと非金融セクター（4セクター）に分かれており、非金融セクターの一つは「エ

ネルギー」となっている。このエネルギーセクターの中でも、「石油・ガス」、「石炭」、「電力」、「再生可能

参考シナリオ
目標の気温
上昇

データの粒度
時間軸 メリット デメリット

世界 国単位 技術単位

IEA

持続可能な開発シナリオ (SDS) 2℃未満 ○ ○ 2040 • 年次更新

• 日本の単独データもあり
• 有料

• セクター・技術別のシナリオは無い

• 2040年までのデータのみ新政策シナリオ（NPS) 4℃ ○ ○ 2040

現行政策シナリオ（CPS） 6℃ ○ ○ 2040

エネルギー技術展望（2DS） 2℃未満 ○ ○ 2060 • 年次更新

• 技術データが存在
• 有料

• 技術に偏りがある
IEエネルギー技術展望（RTS） 2℃以上 ○ ○ 2060

大幅炭素排出削減に向けたプロジェクト低炭
素化(DDPP)

2℃未満 ○
△

（16か国）
2050

• 日本の単独データもあり • 詳細データが開示されていない

• 国ごとで算定主体が異なり、国別でのデータの整合
が取れない可能性あり

石炭フェーズアウト
内燃機関（ICE）
販売禁止

炭素価格 CCS、脱炭素

ゼロ炭素電力 エネルギー効率
土地利用ベースの

GHG除去
農業

• 2030年までの、先進企
業の石炭フェーズアウト

• 2030年以降の石炭火
力発電の着実な減少

• 2035年までの、先進企
業のICE販売禁止

• 2050年までの、ICE自
動車の在庫の削減

• 2030年までの先進企業
の炭素価格（USD 40-

60t/CO2）
• 2050年までに≧USD 

100t/CO2

• 2050年までの限定的な
CCS活用

• 産業用にCCSを活用、
BECCS、限定的な水素
活用（産業用）

• 国際的な再エネの増加

• 一部の国における原子
力発電容量の増加、そ
の他はフェーズアウト

• 規模の拡大及び厳格の
強化

• パフォーマンス基準、

ユーティリティ義務プロ
グラム、インセンティブ
の設置

• 森林、自然ベースソ
リューションの改善

• 森林破壊の廃止、森林
再生の拡大

• 利用可能なバイオエネ
ルギーが限定的

• 農業終了の継続的な改
善

• 灌漑と農業技術
（AgTech）の成長

• 牛肉からの段階的なシ
フト

• 現在の勢いを基準とする
• ある程度の国際協力を期待

1. 制度的及び政治的準備度

2. 技術準備度

• 商用展開の段階にある技術の
み、考慮されている

3. Just Transitionと適合

• 食品価格の変化、貧しい国の
政府による資産の座礁は予想
していない

4. 行動及び社会的勢い

• 行動障壁は考慮
• 重要度につき、過去の移行と
比較し、最先端

ルール 想定政策
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エネルギー発電」の 4 つに細分化されている。売り上げが 10 億ドル以上の企業は、戦略及び指標・目

標についても開示が推奨されており、補助ガイダンスに示されたエネルギーセクターにおける開示項目

例は、次表のとおりである。 

 

表 2-4 エネルギーセクターにおける TCFDの開示項目 

 
出典：TCFD (2017a)を基に作成 

 

表 2-5 エネルギーセクターにおける「指標・目標」の開示項目例 

 

出典：TCFD (2017a)を基に作成 

 

なお、海外の石油ガス・資源開発企業の賛同状況については、賛同が一巡しているとみられる（2020

年 1 月時点）。但し、必ずしも業界トップのオイルメジャーが全て賛同しているわけではなく、例えば、石

油・ガス業界において情報開示が進んでいるエクソンやシェブロンについても、TCFD に賛同していない。

エクソンの場合、外部が作成した基準に合わせることは会社の方針としてできないことを理由として述べ

ている。他方で、ガス石油企業のトップ企業は、TCFD項目に沿った情報開示をしている。欧州の金融機

関・事業会社へのヒアリング結果によると、金融機関が見ているのは、横並びで比較・評価可能な開示

情報である。重要なことは、TCFD 提言項目に沿った情報開示であり、形式上の TCFD への賛同自体

だけでは、企業評価がよくなることには繋がらないとのことである。言い換えれば、賛同自体がなくとも、

開示項目 補助ガイダンス 開示例

戦略

a. 組織が識別した、
短期・中期・長期
の気候関連のリ
スク及び機会

1. 気候変動の緩和、適応、機会に関する現
在の意思決定と計画の想定や目標など
の戦略構築に、リスク及び機会をどのよ
うに含めているか

• R&D、新技術の採用
• 現在あるいは将来見込まれる、投資、再編、資産の評価額、減損
• 不良資産化の未然法施策（高GHG排出、エネルギー多消費、水多消費

設備の環境負荷削減策等）
• 資本計画/配分におけるGHG排出、エネルギー・水消費がどの程度配

慮されているか（買収、投資引揚げ、JV、新技術、事業への投資等）
• 資本投下及び資本配分の柔軟性
• 気候関連シナリオに用いられる重要なインプット指標、仮定及び、分析
• 気候関連シナリオ結果がもたらす潜在的な定性的/定量的財務的影響

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

1. 年間売上高10億米ドルを超える企業は
様々な気候関連シナリオを用いて分析を
行い、戦略の強靭さを評価

指標・
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

1. 地域別、事業別、資産種別に、過去の傾
向や将来予測の開示を検討

2. シナリオ分析や戦略的計画プロセスを裏
付け、戦略的・リスク管理的観点から組

織の事業環境のモニタリングに使用され
る指標に関する情報開示を検討

3. GHG排出量、エネルギー、水、土地利用
等の重要と思われる指標の情報開示

• 収入：気候関連製品への投資がもたらす投資利益率（ROI）
• 支出：低炭素技術への支出
• 資産：低炭素技術への投資額
• 資本：投下資本の回収期間、ROI

財務 気候 基準（例） 選定理由 石油・ガス 石炭 電力

収入

GHG

排出量
スコープ3の予想排出量
（方法論、排出要素を含む）

バリューチェーンにおけるCO2排出は、低炭素経済での代替技術の開発の促進に繋がる可能性がある
排出量のレベルは、将来の収益能力の大幅な減少に対する脆弱性を示す

✔ ✔ ✔

リスクの
緩和・適応

低炭素代替品への投資による収入（研究開発、
設備、製品またはサービス）

気候関連の製品やサービス、運用効率を高めるCAPEXプロジェクトの投資収益率による新製品や収益 ✔ ✔ ✔

支出

GHG

排出量
既存の炭素価格

内部炭素価格が使用され、組織の重要な資産は、投資家に適切に行われた仮定の合理性の理解リスク
評価のための入力

✔ ✔ ✔

リスクの
緩和・適応

低炭素代替品の支出（研究開発、設備、製品ま
たはサービス）

新技術への支出には、移行リスクの管理が必要
支出レベルは、将来的なコア事業の収益力への影響のレベルを示す

✔ ✔ ✔

リスクの
緩和・適応

短期資産に対する長期資産に対する資本配分
の割合

気候変動の影響は、規模とタイミングによって不確実性が発生。長期対短期の資産への割り当ての理解
は組織の、気候関連のリスクと機会に適応するための組織のポテンシャル

✔ ✔ ✔

水
ベースラインの水ストレスが高いまたは極端に高
い地域での取水量のパーセント

水ストレスは、供給コストの増加、運営への影響、規制の強化／取水へのアクセスの低下をもたらす可能
性。水ストレスの多い地域での撤退率は、多大なコストまたは生産能力の制限やリスクを報じている

✔ ✔ ✔

GHG

排出量

①燃焼、②フレア炭化水素、③プロセス排出量、
④直接排出量、⑤一過性排出量／漏洩による世
界規模でのスコープ1総排出量

スコープ1における排出量は、製品からの排出量の削減を要求する規制（炭素価格を含む）を推進すると
予想。これにより、将来の収益力が大幅に低下する可能性がある

✔

エネルギー
燃料

現在およびコミットされている将来のプロジェクト
用の指示的な供給コスト（費用曲線または指示
価格帯経由。製品、資産、または地域によって分
類される可能性有）

需要が減少している市場では、低コストの製品が市場に投入されるため、供給コストは重要である。供給
コストを理解することでステークホルダーはポートフォリオの脆弱性及び収益力を把握することが可能

✔ ✔

資産

水
高いまたは極端に高いベースライン水ストレスの
ある地域でコミットされた資産

水ストレスは、生産能力を中断または制限する可能性がある。高い水ストレス地域における資産の価値は、
資産評価に対する影響を報じている。

✔ ✔ ✔

リスクの
緩和・適応

低炭素代替品への投資（設備等）
移行リスクを管理するには、新しいテクノロジーへの投資が必要。投資の水準は将来的なコア事業の収益
力への影響のレベルを示す

✔ ✔ ✔

GHG

排出量

タイプ別の埋蔵量の内訳および将来の潜在的排
出量に関する洞察を提供するための関連排出係
数の表示

低炭素経済への移行は、準備金や長期性資産の価値に影響を与える可能性がある。潜在的な将来の排
出量についての洞察を提供することは、規制措置の影響および収益能力に対する需要の変化について投
資家に知らせるのに役立つ。

✔ ✔

資本
リスクの
緩和・適応

資本回収期間または導入資本利益率
気候変動の影響は、規模と時期の点で不確実性の影響を受ける。資本回収期間または導入された資本
利益率を理解することは、新たな気候関連のリスクおよび機会に対する組織の脆弱性、および低炭素技
術への移行期間中に現在の技術ポートフォリオをより低い経済収益で継続する柔軟性を知らせる。

✔ ✔ ✔
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TCFD 提言に準拠した情報開示がされていれば、企業評価が直接下がることにはならないと言えるであ

ろう。 

 

表 2-6 TCFDの賛同企業（金属・鉱業、石油・ガス、消耗燃料のみ） 

出典：TCFD (2020)を基に作成 

 

2.1.4 TCFDの最新動向 

2019 年 6 月には、第 2 回 TCFD 進捗報告書が発行されている。TCFD 賛同企業の、2016、2017、

2018年度の年次報告書を 1,100 社以上調査し、結果をまとめたものであり、主な調査結果（開示傾向）

は次のとおりである。  

企業名 国 分野 賛同

Barrick Gold Corporation カナダ 金属・鉱業 2017年6月

BHP 豪州 金属・鉱業 2017年6月

Eni SpA イタリア 石油、ガス、消耗燃料 2017年6月

Glencore スイス 金属・鉱業 2017年6月

Norsk Hydro ASA ノルウェー 石油、ガス、消耗燃料 2017年6月

Royal Dutch Shell plc. オランダ 石油、ガス、消耗燃料 2017年6月

Tata Steel (India & South East Asia) インド 金属・鉱業 2017年6月

Vale S.A. ブラジル 金属・鉱業 2017年6月

Statoil ノルウェー 石油、ガス、消耗燃料 2017年7月

Total S.A. フランス 石油、ガス、消耗燃料 2017年7月

UC Rusal ロシア 金属・鉱業 2017年7月

South32 豪州 金属・鉱業 2017年12月

Galp ポルトガル 石油、ガス、消耗燃料 2018年2月

Repsol スペイン 石油、ガス、消耗燃料 2018年4月

Suncor Energy カナダ 石油、ガス、消耗燃料 2018年4月

BlueScope 豪州 金属・鉱業 2018年7月

Rio Tinto 英国 金属・鉱業 2018年7月

Royal Vopak オランダ 石油、ガス、消耗燃料 2018年8月

Anglo American 英国 金属・鉱業 2018年9月

Arcelor Mittal ルクセンブルグ 金属・鉱業 2018年9月

Sims Metal Management 米国 金属・鉱業 2018年9月

SNAM SPA イタリア 石油、ガス、消耗燃料 2018年9月

Teck カナダ 金属・鉱業 2018年9月

Gold Fields 南アフリカ 金属・鉱業 2018年11月

Boliden スウェーデン 金属・鉱業 2019年5月

Envipro Holdings 日本 金属・鉱業 2019年5月

JFE Holdings, Inc. 日本 金属・鉱業 2019年5月

JXTG Holdings, Inc. 日本 石油、ガス、消耗燃料 2019年5月

Nippon Steel Corporation 日本 金属・鉱業 2019年5月

TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., Ltd. 日本 金属・鉱業 2019年5月

Caltex Australia Limited 豪州 石油、ガス、消耗燃料 2019年6月

Newcrest Mining Limited 豪州 金属・鉱業 2019年8月

OMV オーストリア 石油、ガス、消耗燃料 2019年8月

Neste Corporation フィンランド 石油、ガス、消耗燃料 2019年11月
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表 2-7 進捗報告書における主な調査結果 

1. 開示企業数が不十分：情報開示は増えているものの、投資家にとってはいまだ開

示企業数は不十分である。 

2. 明確性の強化：気候関連の問題が企業に与える潜在的な財務インパクトを、より

明確に開示する必要がある 

3. シナリオ分析：シナリオ分析をしている会社のうち、大半は、会社の戦略のレジリエ

ンスに関する情報を開示していない 

4. 関与程度：サステナビリティや CSR 部門のみならず、リスクマネジメント部門や財

務部門など、複数部署の参加が必要 

出典：TCFD (2019)を基に作成 

 

表 2-7の結果に加え、進捗報告書には、TCFD提言に沿った情報開示を行う際の、企業にとっての難

易度や気候関連の財務開示が投資家に役立っているかどうか等のアンケート結果なども掲載されてお

り、次の 3点の課題を指摘している。 

 気候変動は、様々なプロセスに関連しており、当該箇所のみ分けて開示することが困難 

 機密情報が含まれており、将来情報を開示するのは困難 

 自社のセクターに標準化された指標がないこと 

 

上述の課題を踏まえ、タスクフォースは継続的に TCFD 提言の実施を支援する必要があるとしており、

今後のアクションを定めている。 

 TCFD提言の付録文書（補助ガイダンス）の内容の明確化 

 気候関連のシナリオ分析の導入、実行方法におけるプロセスガイダンスの策定 

 各業界が利用できる、気候関連シナリオの特定 

 

同進捗報告書には、エネルギー業界における情報開示の結果が記載されている。他の業界と比較し、

エネルギー業界は、開示比率は全項目において平均を上回っており、業界として積極的に情報開示を

行っている。 

 

なお、全セクター業界横断でシナリオ分析が限定的と課題視しているが、シナリオ分析をしている企業

の中でも、資源開発大手のリオティント及び BHP、独立系の石油・ガス会社であるオイルサーチが優良

事例として挙げられている。投資家の視点では、電力会社では、デンマークのオーステッドの「戦略」及

び「指標・目標」、石油・ガス会社では、シェルの「戦略」と「指標・目標」、レプソルの「ガバナンス」、「戦

略」、「指標・目標」が特に評価されている。 
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表 2-8 2019年進捗報告書におけるエネルギー業界の情報開示結果 

提言 開示内容 2018年 2016年から 

の変化 

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 38% +15% 

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 32% +13% 

戦略 a. 組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスク及び機会 57% +12% 

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 64% +5% 

c. 2℃以下シナリオを含む、さまざまな気候関連シナリオに基づく検討を踏まえ

て、組織の戦略のレジリエンスについて 

13% +7% 

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 38% +11% 

b. 組織が気候関連リスクを管理するプロセスを説明 42% +7% 

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統合的リスク

管理にどのように統合されているかについて 

21% +5% 

指標・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 

49% +4% 

b. スコープ 1、スコープ 2及び当てはまる場合はスコープ 3の GHG排出量と、

その関連リスクについて 

39% -1% 

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 

45% +7% 

出典：TCFD (2019)を基に作成 

 

また、ノルウェーの石油ガス会社であるエクイノールとノルウェーの金融機関であるストアブランドは、

2018 年に共同で、情報開示促進に係る調査「Testing the TCFD Framework – An Equinor and 

Storebrand Case Study」を行い、開示は指標にフォーカスし、文章は簡潔に記載されるべきであると提

言している。 

 

表 2-9 エクイノール・ストアブランドの調査結果概要 

ガバナンス • 気候関連リスクが、他のリスクや機会のガバナンスの文脈で、どのよう

に優先付けられ、扱われているか 

戦略 • 投資家にとっての有用性は「気候関連のリスクと機会（2a）」や「気候関

連のリスクと機会による影響（2b）」の方が、「企業戦略の（2℃シナリオ

を含む）シナリオに対するレジリエンスに関する情報（2c）」よりも低い 

• 財務評価においては定量情報の方が文章よりも有用 

リスク管理 • 他リスク管理と比較して、気候関連リスクが比較可能で一貫したリスク

指標がどのように考慮されているか 

• 気候リスクの体系的な評価、管理が組織の適切なレベルで行われて

いるか 

指標と目標 • 投資家は、データの集計範囲を正しく理解すべき 

• （特に上流の）炭素原単位は有用 

出典：Equinor and Storebrand (2018)を基に作成 

 

2.1.5 他国における気候関連情報開示 

カナダ政府は、サステナブルファイナンスを積極的に進める欧州、英国、中国と比較した結果、自国の
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金融市場がサステナブルファイナンスを活用できておらず、気候変動による影響をより考慮する必要が

あるとして、2018 年に環境・気候変動省及び財務省が共同で、「サステナブルファイナンスに関する専

門家パネル」を設立した。同パネルにより、2019年 6月 14日に 15項目の提言を含めた最終報告書が

発表された。15項目の提言のうち、5項目目は、TCFD勧告を実現するためのアプローチの明確化であ

り、2 フェーズからなるタイムライン作成を提言している。フェーズ 1 は情報開示が安易であるもの、フェ

ーズ 2 は難易度が高いシナリオ分析等を実施することとし、フェーズ 2 実施までの期間については、大

企業では 5年間、中小企業では 2年間という目安が示されている。 

2017年に政府としてTCFDに賛同した英国は、2019年 7月にグリーンファイナンス戦略を発表した。

グリーンファイナンス戦略に含まれる「グリーニングファイナンス」、「ファイナンシンググリーン」、「商業的

機会」の 3 つの戦略のうち、「グリーニングファイナンス」では、上場企業や大資産所有者に対し、TCFD

提言に沿った情報開示が 2022 年までに義務付けられている。また、2020 年にはその進捗を含めた中

間報告を発表する予定である。本戦略として、英国の規制当局共同のタスクフォースを設立し、情報開

示への効率的なアプローチや情報開示の義務化の妥当性を検討することになっている。 

 

表 2-10 TCFDにかかる英国グリーンファイナンス戦略 

 

出典： HM Government (2019)を基に作成 

 

2.1.6 日本における気候関連情報開示 

TCFD設立当初（2017年 7月）は、日本の賛同企業は住友化学と国際航業の 2社のみであったが、

2021年 2月時点では、TCFD コンソーシアムの設立の影響もあり、全賛同企業数の約 2割にあたる合

計 234 社が賛同しており、国別で見ると世界で最も多くの賛同企業・機関数を保有している。日本では

金融機関（銀行、保険会社）、メーカーのみならず、金融庁と環境省も賛同している。電力エネルギー業

界に関しては、一般電力事業者 5 社、エネルギー会社 1 社（JXTG ホールディングス株式会社）等も含

まれている。 

 

行動 詳細

1. TCFD提言に沿った

情報開示に対する
アプローチ及び期
待を設定

• 2022年までに、上場企業や大資産保有者は、TCFD提言に沿っ
た情報開示

• 情報開示へのアプローチを英国の規制当局と共に検討するため
のタスクフォース設立

• 基準設定者とディスカッションを進め、国際的に統一された情報
開示を推奨

2. 高品質なTCFD開

示を支援し、進捗の
モニタリングを行う

• 年金規制局と政府の共同で、年金スキームへのTCFDガイダン
スを開発

• 2020年までに、TCFD提言に沿った情報開示の進捗報告を公表

3. TCFD提言に加え、

透明性に向けたア
クションを推奨

• 国際的パートナと共に、環境関連の金融情報開示を強化
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図 2-7 TCFDにおける日本企業の賛同数 

出典：TCFD コンソーシアム資料に基づき作成 

 

  
図 2-8 日本における業界別 TCFD賛同数（2020年 1月時点） 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

2019年度の日本におけるTCFD関係の主な動きとして、グリーン投資ガイダンスの作成・発表、2019

年 10 月に海外の事業会社・金融機関等の関係者と議論を行う TCFD サミットの開催を経て、TCFD ガ

イダンスの改定が実施される予定である。今後も、日本国内では、情報開示の潮流は加速していくこと

が想定される。 
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図 2-9 日本における TCFD関連動向 

出典：TCFD コンソーシアム資料に基づき作成 

 

2.2 欧州の気候変動政策 

2.2.1 気候変動目標 

EU では、2020 年に GHG を 1990 年比で削減 20%、2030 年に 40%削減という目標が掲げられて

おり、その中で、再エネ導入目標、省エネ目標が設定されている。なお、進捗が順調であること、また昨

今の世界レベルでの気候変動への関心の高まりから、2030 年目標は、2018 年に上方修正が行われ

た。各国は、EUのビジョンに基づき、各国が国別計画・戦略を作っていくことになる。 

 

 
図 2-10 EU気候関連対策における目標 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

また、それぞれ目標を達成するために、欧州レベルで、サステナブルファイナンスの促進、カーボンプ

ライシングを含めた法制度整備も急ぎ進んでいる状況である。なお、欧州では、2000 年代前半より、欧

州域内排出権取引制度（EU-ETS）や炭素税の導入などの対策が取られており、気候変動対策に対して

は、馴染みの強いものとなっている。 

 

TCFDに関する今後のスケジュール

2019年
2020年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

【5月27日】
TCFD

コン ソーシアム
設立総会

【6月中】（予定）
第1回

企画委員会

情報開示
WG

情報活用
WG

TCFDサミット

グリーン投資
ガイ ダンス
公表

TCFD

ガイ ダンス
ver2.0公表

開示情報の活用方法・評価
の在り方につき議論

効果的な情報開示
につき、議論

GHG削減

再エネ

省エネ

2020年目標
（通称：20-20-20）

1990年比で20%

再エネ割合を20%に
引き上げ

省エネ割合を20%に引き
上げ

2030年目標

1990年比で最低限40%

再エネ割合を27%

に引き上げ
（2018年に32%に改正）

最低限27%に引き上げ
（2018年32.5％に改正）

2050年ビジョン

カーボンニュートラル

電力供給の再エネ割合を
80%とする

2005年比で50％
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2.2.2 関係指令等 

（1） 再生可能エネルギー指令（2018/2001） 

再生可能エネルギー指令（2009年 4月）では、2020年までに 20%、2030年までに 27%の再エネ源

を最終エネルギー消費として供給する目標が挙げられていた。2018 年には、導入進捗状況が想定以上

だったこと等もあり、本指令の改正が行われ、2030 年の目標が最低 32%と上方修正された。さらに、

2023 年時点で目標の上方修正も検討されることになっている。本指令に基づき、加盟国は、2030 年の

再エネ・省エネ目標をどのように達成するのかを記載した国家エネルギー・気候変動計画案を 2019 年

12月までに作成することが義務付けられている。 

 

（2） 省エネ指令（指令 2018/2002） 

省エネルギー指令（2012 年 10 月）では、2020 年までに省エネを 20%、2030 年までに 27%の目標

が挙げられていたが、再エネ目標と同様に、2030 年の目標が最低 32.5%と上方修正され、2023 年の

時点での目標の上方修正も今後検討される。また、2021-2023 年の期間において、年間の最終エネル

ギー消費量の 0.8%の節約が義務付けられている。エネルギー消費量に関する情報取得の権限を与え

ることで、メータリングや熱エネルギーの請求に関する規則が強化される。また、加盟国に対し、集合住

宅や雑居ビルで暖房、冷房、給湯消費の費用の配分規則を設置することも要求されている。 

 

（3） バイオ燃料指令（指令 2003） 

バイオ燃料指令（2003/30/EC）では、2005 年、2010 年の、輸送用燃料に占めるバイオ燃料比率の

目標が発表された。その後、バイオ燃料の使用を促進する再エネ指令（2009 年 4 月）が導入された。再

エネ指令では、2020年までに輸送用燃料の割合において、バイオ燃料が最低 10%を占めることが目標

とされている。再エネ指令の導入と共に燃料品質指令（1998/70/EC）も 2009 年に改正され、2020 年ま

でに輸送セクターにおける GHG 排出量 6%以上の削減が義務付けられ、バイオ燃料、電力、低炭素化

石燃料や e-fuel2の使用が拡大すると想定されている。エネルギー企業の投資先としてバイオディーゼ

ルが多いことも本指令に由来している。 

 

2.2.3 欧州域内排出量取引制度（EU-ETS） 

（1） 概要 

EU 加盟国は、1997 年の京都議定書に基づき、GHG 排出量削減が義務付けられ、議定書の目標を

達成するため、2005 年にキャップ・アンド・トレード型3の EU-ETS が設立された。EU-ETS は世界最大

の排出量取引制度であり、EU の排出量削減目標を達成するための主要な施策のひとつとされている。

EU加盟国 28 ヵ国に加え、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーで実施されている。 

EU-ETS では、現在フェーズ 3 を実行中である。2005-2007 年のフェーズ 1 は、パイロットプログラム

として位置づけられ、目標達成の準備期間であり、排出枠の割当方法として、過去の排出量を基準に、

                                                      
2 E-fuel とは、水素と二酸化炭素から合成した燃料で、メタンやメタノールなど。 
3 キャップ・アンド・トレード方式では、対象部門全体の排出量の上限（キャップ）が設定され、その目標に伴い各企業にもキャップが配分

される。配分されたキャップを超えた場合、企業は、排出権（EUA）を調達する必要がある。全体キャップは、毎年削減されるため、総

排出量が徐々に減少されていく仕組みになっている。 
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無償配分を付与するグランドファザリング方式が使われていた。2008-2012 年のフェーズ 2 は、京都議

定書の第 1 約束期間と重なっており、1990 年比 8%削減が目標として設定された。フェーズ 2 でも、主

にグランドファザリング方式による割当が行われていた。現在実施中のフェーズ 3 では、EU が発表した

「2020 年気候・エネルギーパッケージ」政策に伴い、1990 年比 20%の削減が目標とされている。排出

枠は、前フェーズと異なり、欧州委員会によって設定されたベンチマークを基に無償配分量が定められ

ている。 

2021-2030 年に実施されるフェーズ 4 については、EU の「2030 年気候・エネルギー枠組み」の一環

として EU-ETS指令（2018/410）が承認され、2020年以降の EU-ETSの計画が定められた。本指令に

より、1990年比 40%削減の目標が設定されている。 

 

 
図 2-11 EU-ETSの変遷 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

EU-ETSは、企業単位ではなく、温室効果ガス排出取引指令（2003/87/EC）に記載された活動を実施

している「施設」単位で対象となる。エネルギー業界においては、燃焼施設、石油精製、石灰製造等が対

象となる。なお、電力部門は、オークション形式で、他部門は無償割当が行われているが、今後 2030 年

に向け、他部門も全量オークションに移行する見込みである。但し、フェーズ 4では、カーボンリーケージ

のリスクを考慮するため、EU 域外への移転のリスクが最も高いセクターについては、引き続き 100%の

無償配分が与えられる見込みである。 

  

フェーズ1

（2005-2007）
フェーズ2

（2008-2012）
フェーズ3（実施中）
（2013-2020）

フェーズ4

（2021-2030）

【目標】
• 京都議定書目標達成の準備

【特徴】
• キャップ水準の設定無し
• 過去排出量を基準に、無償配分
を付与（グランドファザリング）

• 国際クレジット（CER、ERU）の
活用実績無し

【目標】
• GHG排出量1990年比8%削減
（京都議定書）

【特徴】
• キャップ水準の設定無し
• 過去排出量を基準に、無償配分
を付与（グランドファザリング）

• 国際クレジットの活用あり

【目標】
• GHG排出量1990年比20%削
減（EUの2020年目標）

【特徴】
• キャップが年率1.74%で減少
• ベンチマークを基準に無償配分
を付与

• 国際クレジットの活用あり（し
かし、フェーズ2の繰越不可）

• 市場安定化リザーブ（MSR）
導入（2019年1月）

【目標】
• GHG排出量1990年比40%削
減（EUの2030年目標）

【特徴】
• キャップが年率2.2%で減少
• ベンチマーク基準の強化（カー
ボンリーケージの可能性が高い
セクターのみに無償配分付与）

• 国際クレジットの活用無し
• MSRの強化

概要

フェーズ
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図 2-12 EU-ETSの概要 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 炭素価格の見通し 

2005年の EU-ETS開始から 2017年に亘り、リーマンショックによる世界経済の景気悪化、排出権数

の過大、クリーン開発メカニズムから発生するクレジットの価格下落を含め、クレジットの供給過多等に

伴い欧州連合排出枠（EUA）価格の下落につながった。対策として、2014 年にバックローディング（排出

権のオークションを延期させること）が導入され、更に、より長期的に価格の安定性を確保するため、

2015 年 7 月に、市場安定化リザーブ（MSR）を導入する法案が成立された。MSR とは、市場に流入さ

れる排出権を自動的に調整することで、価格を安定化させる措置である。MSR は 2019 年の 1 月に導

入され、2014年にバックローディングされた EUAがMSRに吸収された。 

現在のところ 20-25 ユーロで推移しているが、各国の削減目標達成のために、MSR の活用により、

2021年までに、価格は 40ユーロまで上がると推測されている。 

 

 
図 2-13 EUAの価格変遷 

出典：EEA (2018)、 Carbon Tracker (2018)等を基に作成 

 

資金効率の高い産業界のGHG排出量削減

方式 キャップ&トレード方式

対象施設
11,000以上の発電所や工場など
（企業単位でなく、施設単位）

対象地域
EU28ヶ国を含む31か国（EU＋アイスランド、リヒテ

ンシュタイン、ノルウェー）

対象範囲 EUの総排出量の40%程度をカバー

排出量割当
（創出）方法

グランドファザリング（無償）ベンチマーク（無償）、
オークション方式の併用（*）

開設
2003年EU指令によって開設が決定

2005年1月より運用開始

目的

取引シェア
取引規模

世界の炭素取引市場の75%以上を占める

排出枠の
用途

キャップの遵守（違反は100€/t-CO2)

投機目的

流通方法 取引所取引、相対取引

種類 活動

産業 • 定格熱入力が20MW を超える燃焼施設（有害廃棄物処理施設
あるいは一般廃棄物処理施設を除く）

• 石油精製
• コークス製造
• 金属鉱石の焙焼・焼結
• 銑鉄・スチール
• セメント・クリンカ製造
• 石灰製造・苦灰石・菱苦土鉱焼成
• ガラス製造
• セラミック製造

• パルプ・繊維製造
• 製紙・段ボール製造
• 鉄鋼製造・加工
• 一次アルミニウム製造、二次アルミニウム製造
• 非鉄金属製造・加工
• 鉱滓綿製造
• 石膏・石膏ボードの製造・加工
• カーボンブラック製造
• 硝酸製造
• アジピン酸製造

• グリオキサル酸・グリオキシル酸の製造
• アンモニア製造
• 高分子化学製造
• 水素・合成ガス製造
• ソーダ灰・重曹製造
• GHG回収

航空セクター • 欧州共同体設立条約が適用される加盟国の領土に位置する飛
行場に発着するすべての飛行便

• 試行錯誤期間であったこともあり、付与されたEUAの数
が多すぎたため、結果的に価格が下落。

• リーマンショックによる世界経済の激変の結果、価格が下
落。

• 国際クレジット（CER）のフェーズ3への繰越が不可能で
あったため、CER価格が下落し、それに伴いEUA価格も
下落。

• バックローディングにより、一時的に価格が上昇。
• 市場安定化リザーブ（MSR）の導入発表に伴い、価格が
増加。

• MSRの導入及びフェーズ4のMSRの強化により、価格は
2020-2021年の間に40ユーロまで上昇すると測定されて
いる。

1

2

3

4

5

6

EUA価格の変動要因EUA価格変動状況（2006-2017）

2

1

3

5

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3 フェーズ4

6

2019

4
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2.2.4 欧州での火力発電の考え方 

EU が掲げる 2050 年のカーボンニュートラルのエネルギーシステムに向けて、欧州電気事業連盟

（Eurelectric）では、2045 年の電源構成案を作成している。80%以上を再エネ電源が占めることになる

が、設備容量ベースで最大15%までは、（水力・原子力電源へのアクセスが困難な地域を中心に、）ガス

火力が残る見込みとなっている。計画上は、（CCS 付、CCS 無共に、）石炭火力は 2040 年をめどに欧

州全域でフェーズアウトされることになっている。 

 

 

図 2-14 EUにおける 2045年の電源構成案 

出典：Eurelectric (2018)を基に作成 

 

現在、欧州で石炭のフェーズアウト予定を発表されている国は 15 ヵ国あり、フェーズアウトを検討して

いる国は 2 ヵ国ある。フェーズアウトの討議を始めていない国も 7 ヵ国あり、その中でもポーランド、スロ

ベニア、トルコ、西バルカン諸国については、新規石炭火力発電所の設置や石炭発電量の増加も予定

している。 

 

なお、2019 年 6 月に開催された欧州首脳会議では、2050 年の GHG 排出量をゼロにする目標設定

が提案された。しかしながら、石炭火力に依存が大きいポーランドの拒否に継ぎ、ハンガリー、エストニ

ア、チェコの合計 4 か国が反対したことで、目標設定は先送りとなった。ポーランドは、2050 年という具

体的な目標ではなく、より曖昧な設定を要望している。今後も化石燃料に依存する国と、そうでない欧州

主要国での対立は続くものとみられる。 

  

*1: 地熱、バイオマス、バイオガス含む
*2: 公開済の各国原子力政策、石炭フェーズ

アウト計画も反映済

95％の場合、4-6%が
化石電源からの排出
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表 2-11 欧州諸国におけるフェーズアウト状況（発表済み、予定、完了済み）4 

 
出典：Beyond Coal (2020)を基に作成 

 

表 2-12 欧州におけるフェーズアウト状況（検討中） 

 

出典：Beyond Coal (2020)を基に作成 

  

                                                      
4 キプロス、エストニア、アイスランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、スイスでは、では、石炭火力発電所は設置されてい

ない。ノルウェーでは、小規模の発電所が一か所設置されているが、クリーンオルタナティブが検討されている。 

国 考え方・目標

オーストリア • 2020年までに石炭フェーズアウト予定

スウエーデン • 2020年に最後の発電所を閉鎖予定

発表、予定
予定

フランス • 2022年までに石炭フェーズアウト

ポルトガル • 2023年までに石炭フェーズアウト

スロバキア • 2023年までに石炭フェーズアウト

英国 • 2025年までに石炭フェーズアウト予定

アイルランド • 2025年までに石炭フェーズアウト

イタリア • 2025年までに石炭フェーズアウト

オランダ • 2029年までに石炭フェーズアウト

デンマーク • 2030年までに石炭フェーズアウト

フィンランド • 2029年までに石炭フェーズアウト

ギリシャ • 2028年までに石炭フェーズアウト

ハンガリー • 2030年までに石炭フェーズアウト

ドイツ • 2038年までに石炭フェーズアウト予定（2035年のオプションも討議中）

完了済み ベルギー • 2016年3月にEU内で初めて0％達成

国 考え方・目標

チェコ
• 2019年8月に石炭委員会が設置され、石炭フェーズアウトを検討している。2020年9月まで
に政府への提言を発表予定

スペイン • 2025年フェーズアウトが検討されている



 

 

29 

 

表 2-13 欧州におけるフェーズアウト状況（予定なし） 

 

出典：Beyond Coal (2020)を基に作成 

 

石炭に限れば、欧州 12 ヵ国で石炭が採掘されている。欧州委員会は、石炭のフェーズアウトに関す

る積極的な動きを示していない地域・国に対し、2017 年 12 月に石炭地域の低炭素経済への移行を支

援する新たな政策プラットフォーム「Platform for Coal Regions in Transition」を設置した。本取組では、

ポーランドなどの石炭への依存度が特に高い国に対し、エネルギー移行に関する戦略、プロジェクトの

ディスカッションや、ベストプラクティスの情報共有や技術的支援を提供している。 

 

なお、欧州外の主な諸国における石炭フェーズアウトの状況は、次のような状況である。 

 

表 2-14 欧州以外のフェーズアウト状況 

 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

2.3 欧州のサステナブルファイナンスポリシー 

2.3.1 概要・背景 

2016 年に、サステナブルファイナンスに向けた欧州の包括的ロードマップ策定支援を目的に、欧州委

員会によって持続可能な金融についてのハイレベル専門家グループ（HLEG）が設立された。その背景

には、欧州における 2030 年の気候変動目標（GHG 排出量削減 40%）を達成するために必要とされる

国 考え方・目標

ブルガリア
• 現在、長期的なエネルギー戦略もなく、石炭のフェーズアウトに関する討議も行わ
れていない

クロアチア
• フェーズアウトに関する討議は行われていない
• 欧州連合への加盟の条件として、2017年に石炭火力発電所を1か所閉鎖する予
定であったが、現在運営者が発電所レトロフィットを検討中

ポーランド
• フェーズアウトに関する討議は行われていない
• 石炭火力の新規5ユニットが建設中

ルーマニア
• フェーズアウトに関する討議は行われていない
• 国家エネルギー戦略では、2030-2050年の間に石炭発電量を15 TWhとすると明
記（2018年と比較して、1TWhの減少のみ）

スロベニア
• 6つの石炭発電所のオペレーターは、2054年まで継続的に石炭発電所を運営する
希望を表明

トルコ • 2023年までに石炭火力容量を増加させる意向を表明

西バルカン諸国
• 新規に石炭がいまだ利用されており、発電容量が6.6GW増加する可能性あり
• 2028年までに、既存の石炭発電所はEU汚染法を準拠することとなる

国 考え方・目標

米国
• マイケルブルームバーグ氏のBeyond Coalイニシアティブにより、2030年までの石炭フェーズアウトを目標
• 州別の政策も進んでおり、ニューヨーク州では2020年までに石炭フェーズアウト予定

カナダ • 2030年までにフェーズアウト予定

豪州 • 石炭のフェーズアウト予定はないもの、ドイツを参考にする可能性あり

中国 • 小規模な古い施設は閉鎖し、新しく効率的な石炭火力発電所を設置

韓国
• 第3次エネルギー基本計画を公表。再エネ目標を2040年までに35％まで引き上げると表明
• 石炭に関する詳細は記載していないが、引き下げると想定

チリ • フェーズアウトを宣言し、すべての新設計画を中止
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1,800 億ユーロの追加融資の獲得（民間資金の更なる動員）に向けた支援であるとともに、環境分野に

おける産業強化（主導権の掌握）がある。上記達成に向け、主要 8提言等からなる HLEG提言、提言達

成に向けた 10のアクションプラン、アクションプラン実行支援を目的とし、金融機関を中心とした 35名か

らなるサステナブルファイナンス行動計画専門家グループ（TEG）が設立された。TEG が作成するレポ

ートに基づき、欧州委員会がサステナブルファイナンスに係る制度化を進めている最中である。 

 

表 2-15 TEG メンバー 

 

出典：TEG (2019c)を基に作成 

 

アクションプランの中で、サステナブルファイナンスの定義につながるタクソノミー、ベンチマーク、非財

務情報開示については、特に化石燃料産業企業の資金調達・事業運営にとって、影響が大きいもので

ある。 

 

 
図 2-15 2019年までのサステナブルファイナンスの主な動き 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

# メンバー所属機関 専門家

1 AIG Europe Daw n SLEVIN

2 Alianz Global Investors Steffen HOERTER

3 Bloomberg Curtis RAVENEL

4 BNP Paribas Asset Management Helena VINES FIESTAS

5 Borsa Italiana Sara LOVISOLO

6 Carbone 4 Jean-Yves WILMOTTE

7 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A Pierfrancesco LATINI

8 CDP (Carbon Disclosure Project) Nico FETTES

9 Climate Bond Initiative Sean KIDNEY 

10 Climate KIC Sandrine DIXSON-DECLEVE

11 EACB Tanguy CLAQUIN

12 EFFAS Jose Luis BLASCO

13 EnBW AG Thomas KUSTERER

14 Eurelectric Jesus MARTINEZ PEREZ

15 Finance Watch Nina LAXIC

16 Green Finance Cluster Frankfurt Karsten LOEFFLER

17 GRI (Global Reporting Initiative) Eszter VITORINO

# メンバー所属機関 専門家

18 ICMA Nicolas PFAFF

19 KfW Bankengruppe Karl Ludw ig BROCKMANN

20 Luxembourg Stock Exchange Jane WILKINSON

21 Mirova Manuel COESLIER

22 MSCI Veronique MENOU

23 Nordea Aila AHO

24 PRI Nathan FABIAN

25 RICS Ursula HARTENBERGER

26 SCOR Michele LACROIX

27 SEB Marie BAUMGARTS

28 Sw iss Re Ltd Claudia BOLLI

29 Reinf Elena PHILIPOVA

30 Unilever Michel PINTO

31 WiseEuropa Maciej BUKOWSKI

32 WWF Jochen KRIMPHOFF

33 （ステークホルダー代表として参加） Andreas HOEPNER

34

35
（個人としての任命）

Brenda KRAMER

Paolo MASONI

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に

か
か
る
動
き

【7月】
HLEG

最終報告書
（提言）

【7月】

サステナブルファイ
ナンスに関する技術
専門家グループ
（TEG）設立

【10月】

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
（HLEG）設立

【11月】
非財務情報

開示指令
（NFRD）採択

2014 2016 2017 2018 2019

【6月】
NFRD

ガイドライン
採択

【3月】

欧州委員会ア
クション
プラン策定

【6月】
TEG最終報告書
（4サブグループ）

組
織

取
組

情
報
開
示

NFRD

ガイドライン
改正
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図 2-16 サステナブルファイナンスにかかる全体潮流 

出典：EC (2018b), EC (2018c)を基に作成 

 

2.3.2 タクソノミー 

（1） 概要 

タクソノミーの本来の意味は、「分類（学）」の意味である。本文脈においては、経済活動が環境面で持

続可能か否かを示す「サステナブル」の範囲（活動の種類）・属性を示すものである。これは、従前よりサ

ステナブルやグリーンにかかる様々な基準があり、投資家が混乱していたことが背景にある。 

サステナブルファイナンスに係る施策の基礎（根幹の定義）となることから、主要提言の一番目にタク

ソノミーが位置されており、本定義に基づき、グリーンボンド、ベンチマーク、情報開示のルールが定めら

れていくことになっている。なお、銀行等の金融機関については、金融商品の基準や資本規制はタクソノ

ミーに基づくことが求められている一方で、機関投資家による投資や公共事業・調達においては、既存

システムにおける補完的役割が期待されている。 

 

 

図 2-17 EUのサステナブルファイナンスの取り組み 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

2019年6月に発表されたTEGのタクソノミーの最終報告書「Taxonomy Technical Report」によると、

緩和分野については、農業、製造業、電力・エネルギー、水インフラ、交通・輸送、情報通信技術（ICT）、

不動産の 7 セクターから 67 業種、適応分野については、農業、電力・エネルギー、水インフラ、ICT、金

融、科学的・技術的事業の 6 セクターから 9 業種が定義されている。選定基準は緩和と適応において、

条件が設定されている。しかしながら、本案は、専門家による助言という立場であり、強制力など盛った

主体

年

取組

概要

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（HLEG）

欧州委員会
（EU Commission）

サステナブルファイナンスに関する
技術専門家グループ（TEG）

2018年1月 2018年3月 2018年5月

欧州委員会への、サステナブルファイナ
ンスに関する8つの提言を発表

HLEGの提言を踏まえた、持続可能な開発
の為のアクションプランの策定（*1）

アクションプラン実行にかかる4グループ設
立・始動

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

2. 投資家の義務の明確化し、ESGの要素をより
重要視

3. 気候変動におけるリスク・機会にかかる開示
規制の改定

4. 個人投資家へのサステナブルファイナンスの
課題に対応が可能

5. 欧州のサステナブルファイナンスの基準開発
（グリーンボンド等）

6. 「サステナブル・インフラストラクチャ・ヨーロッ
パ」の設立

7. サステナブルファイナンス促進のために企業
のガバナンスとリーダシップの改革

8. サステナブルファイナス促進のため、欧州監
督機関（ESAs）の役割と能力の拡大

1. 持続可能な活動におけるEU分類システムの構築

2. グリーンファイナンス商品の基準およびラベルの作成

3. 持続可能なプロジェクトへの投資の促進

4. 投資アドバイスにおける持続可能性の組み入れ

5. サステナビリティ・ベンチマークの開発

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

7. 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

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
み込み

9. 持続可能な開示と会計ルールの強化

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

EUグリーン
ボンド

ベンチマーク

気候関連情
報開示

タクソノミ―
• EUのサステナビリティ方針に資
する経済活動を分類したもの

• EUグリーンボンドの主要項目に
おけるガイダンスを作成

• 上記のタクソノミーと連携予定

• 低炭素、ポジティブカーボンイン
パクト、ESGに係るベンチマーク
を開発

• NFRDガイダンスをTCFDに沿っ
た形で修正（気候関連に関する
項目のみ）

背景

• 様々な基準（フレームワーク、

スタンダード等）があり、投資

家・金融機関が困惑

• 環境基準を満たしていないに

もかかわらず、グリーンやサ

ステナブルな金融商品を装う
「グリーンウォッシュ問題」が

多発

タクソノミー（分類化）

• 金融の世界で、サステナブル

の範囲・属性を整理・分類す

る必要あり

• EU共通のルール化すること

で、EUが環境金融の主導権

確保を目指す

EUの他ルールへのインパクト

• 構築中のグリーンボンドの基

準策定、ベンチマーク、非財

務情報開示におけるルール

設計土台となる

派生効果

【公共機関】

• 規制当局による環境金融承

認に関する要件設定

【投資家・金融機関】

• サステナブルな金融商品の設
計・販売に活用
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ものではない。後述（４）のとおり、今後本案を基に、法制度化に向かって進んでいくことになる。 

 

 

図 2-18 タクソノミーにおける緩和・適応事業に係る基準 

出典：TEG (2019c)を基に作成 

 

（2） 火力発電事業 

TEGのタクソノミー最終案では、「グリーン事業」の定義が厳しく、発電事業では、ISO14044 に準拠し

たライフサイクル排出量が基準とされており、電力を生産ライフサイクル全体で 100g CO2e/kWhを下回

っていることを実証する必要がある。なお、2050 年以降につながる活動は、ゼロエミッション達成が技術

的に実現可能であることが求められている。 

 

 
図 2-19 タクソノミニーにおける発電事業の除外状況 

出典：TEG (2019c)を基に作成 

事業の種類 条件 例

Greening of:

技術的なスクリー
ニング基準に適
応する活動

1. 低炭素事
業

長期的及び安定的

• ゼロ排出運輸

• ゼロ排出に近い発電
事業

• 植林

2. ゼロ排出

経済に寄与
する事業

今後、ゼロ排出に向
けて改正される

• リノベーション

• 電力発電
（<100gCO2/kWh）

• 車（<50g CO2/km）

Greening by:

環境への重大な
悪影響を回避す
る活動（DNSH）

3. 上記を促
進する事業

1の促進は、長期的
及び安定的。2の促

進は、ゼロ排出に向
けて改正される

• 風力タービン製造

• ビルにおける、効率
的なボイラーの設置

条件 詳細

A1. 物理的気候変動リスク
の削減

経済活動は、すべての物理的な気候変動リスクを
可能な限り削減させる

A2. システム適応への支援 他の適応事業の努力に悪影響を与えないこと

A3.適応結果のモニタリング 物理的気候変動のリスクの測定が可能であること

B1. 他の経済活動の
適応支援

経済活動が、他の事業の適応、または適応に係る
潜在的な障壁を特定すること

適
応

1．6つの環境目標に悪影響をもたらさないこと

2．以下の基準を準拠していること

1. 気候変動の緩和
2. 気候変動の適応
3. 水資源と海洋資源の持続可能な

利用と保全

4. 循環経済、廃棄物抑制、リサイクル社
会への移行

5. 汚染の防止と管理
6. 健全なエコシステムの保全

緩
和

発電源 結果 理由 その他

石油・
ガス

△
閾値条件を
満たせない

• （天然ガスを除外した）ガス火力
発電所は含まれる

• 炭素回収・貯蓄（CCS）を備えた
ものであれば、今後適格と認め
られる可能性有り

石炭 ×
閾値条件を
満たせない

• CCSを備えた発電所についても、
2025年までにゼロ排出を達成
することが条件

原子力 ×
環境目標
への悪影
響

• 気候変動緩和に寄与
• 原子力のDNSH評価の深堀を
提言

原
則

• ネットゼロ排出経済への移行を支援
• ネットゼロ排出経済への意向に繋がらない技術の普及回避
• 経済活動が、ベスト・プラクティス基準を満たす
• ネットゼロ排出経済目標の達成に向け、経済活動における同
等の比較可能性を確保する

• 必要に応じて、テクノロジー固有の考慮事項を、二次的な指
標と閾値に組み込む

指
標

ISO14044準拠のライフサイクル排出量（LCE）評価を用いて、
1kWhの電力を生産するためのライフサイクルでの影響が指定
閾値を下回る必要あり

閾
値

対象となるのは、ライフサイクル排出量が100（gCO2e/kWh）以
下の施設であり、2050年には0（gCO2e/kWh）に減少する必要
がある

• 2050年のCO2排出量の実質ゼロ化に伴い、5年ごとに削減
• 天然ガス発電は、LCEを定期的に提供する必要がある
• 2050年以降の活動は、ゼロエミッション達成が技術的に可能
であること

詳細
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天然ガス火力発電所は、上述の条件を満たしていないため、タクソノミーから除外されている。今後、

CCS 設備を備えた発電所は認められる可能性はあるものの、条件として、ガスサプライチェーン全体の

排出量の推定ではなく測定が必要となる。石炭火力発電も同じく、電力発電における条件を満たしてい

ないため、除外の対象となった。CCSを備えた発電であっても、2025年までにゼロ排出目標を達成でき

ない限り、実質除外されることになる。 

 

（3） 原子力発電 

原子力発電は、GHG 削減には寄与することは認められつつ、使用済み核燃料の廃棄物処分等の課

題が解決していない等の理由より除外されている。但し、パリ目標達成のために、あらゆる政策手段を

残すため、2019 年末時点では、除外撤回に係る懇願活動が展開されているとの報道もあがっている。

今後、原子力の取り扱いについては、注視が必要である。 

 

（4） 今後の動き 

TEG が作成したレポートに対し、2019 年 12 月まで欧州議会による文章の改定作業を続けられてい

たが、今後は 2021 年末の法制度化に向け、欧州委員会中心にコンサルテーションが続いていくことに

なる。コンサルテーションにおいて、TEG は 2019 年末にいったん解散されたものの、技術的支援や提

言をするサステナブルファイナンスプラットフォームが設立され、議論を支援していくことになる。 

 

 

 

図 2-20 タクソノミー開発のタイムライン 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

なお、2019 年 10 月に実施した欧州での現地ヒアリング（事業者、事業者団体、金融機関）において、

タクソノミー案について以下のような意見が聞かれた。 

 

 本タクソノミーで定義された事業の評価において、物理的・移行リスク、リスク管理のコストを

考慮していない。 

 欧州では、石炭への依存度が高いポーランドやチェコから、石炭をサステナブルタクソノミー

から除外することに対し、反発の意見ががっている。 

 石油・石炭において、CCS付の発電所も含まれていないことから、化石燃料国には厳しす

ぎる。 

6月 9月 12月4月
2019年

2月12月
2018年

7月

技術報告書への
フィードバック

適応、DNSH活動の継続開発

実践ユーザーガイダンスの継続開発

更なる提言への
準備

コンサルテーション

サステナブルファイナンス

プラットフォーム報告書の

準備
影響評価

技術スクリーニング基

準の調整・拡張

一次フレームワークと方法論の確立
初期的技術スクリーニング基準の開発

フィード

バック

2020年
2月時点

2021年末
法制度
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 技術スクリーニングクライテリアは、既存の欧州制度と連動させるべきである。そうでなけれ

ば、企業の製造サイクル、市場、経済に悪影響を及ぼしかねない。 

 経済活動全体で物事を捉えないとならないが、タクソノミーはそうではない。事業運営費

（OPEX）や資本的支出（CAPEX）も考慮される形でなければならない。 

 法的拘束力を持たせる前には、EU議会・委員会は、産業界との十分な対話が必要。 

 タクソノミーでは、段階的格付け制度の導入が望ましい。 

 EU と一言に行っても国によって状況は異なるので、その際も考慮されるべきである。 

 タクソノミーの制度化や、実施細則の検討の際には、既存及び開発中の低炭素技術という

観点も考慮されるべき。 

 サステナブルなものだけが、脱炭素社会に貢献するわけではない。従来型のブラウン技術

や情報通信なども重要な役割を果たしており、今後阻害されないか懸念が残る。 

 EUのみならずグローバルレベルにて、国連、経済協力開発機構（OECD）、G20等のガイ

ダンス・ルールとも沿う形で投資フローを考えるべき。 

 

また、2019 年 9 月の国連気候行動サミットにおいて、英イングランド銀行のマーク・カーニー総裁も、

「サステナブルファイナンスの需要は、もっと豊かなタクソノミーにある。」と、定義の柔軟性・拡大につい

て提言をしており、制度化作業に向けどのような落としどころになるのか、引き続き注視が必要である。 

 

2.3.3 ベンチマーク 

ベンチマークとは、金融商品を評価するための資料や基準のことであり、投資商品の設計、投資商品

のパフォーマンス測定、資産配分戦略（投資先の選定）のために投資家によって使われるものである。

従前、投資家は、必ずしも低炭素関連のインデックス（指標）を活用しているわけではなかったため、ベン

チマーク作成にかかるサブグループを通じ、GHG 排出削減を重視した低炭素ベンチマーク、GHG 排出

削減量を評価したカーボンインパクトベンチマークの策定に取り組んだ。 

2019 年 9 月に発表されたベンチマークの最終報告書では、EU 気候移行ベンチマーク（EU CTB）、 

EUパリ整合ベンチマーク（EU PAB）の 2種類のベンチマークが公表されている。 

EU CTB は、ベンチマークポートフォリオが脱炭素化軌道に乗っているものか示す指標で、年金基金

や保険等の機関投資家向けのものである。EU PAB は、ベンチマークポートフォリオが GHG 排出量が

パリ協定の長期目標と整合性を取った指標であり、1.5℃シナリオへの移行に緊急性を示しており、最前

線に立っている機関投資家である。そのため、石炭採掘関連の売上が 1%以上、石油採掘関連の売上

が 10%以上、天然ガス採掘関連の売上が 50%以上、排出係数が 100gCO2e/kWh を上回る発電が全

体の 50%以上の電力会社も除外している。 

ベンチマークの基準の 1つである GHG排出量において、EU CTB、EU PABいずれのシナリオでも、

石油・ガス及び鉱業等の気候変動へのエクスポージャーが高いセクターについては、ベンチマークを活

用し始めた時点でスコープ 35の GHG 排出量データの導入が推奨されている。その他のセクターは、4

                                                      
5 GHG排出ににおけるスコープとは、自社の直接排出（スコープ 1）、他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出（スコー

プ 2）、それ以外の排出量（スコープ 3）の 3つに分類されている。 
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年以内の導入が推奨されている。 

 

 

図 2-21 EUベンチマークの目標・基準6 

出典：TEG (2019b)を基に作成 

 

また、本報告書では、気候変動に係る 2 種類のベンチマークの策定に加え、すべての投資分野に共

通する ESG 情報開示の最小基準が設定されている。ESG 情報開示基準は、資産クラス別の ESG デ

ータによるため、各指標はアセットクラスベース（株式資本、企業債権、ソブリンボンド、 商品、インフラ、

未公開株、ヘッジファンド）で提供されている。なお、欧州委員会は、最終報告書に基づき、規制の基準

法を策定する見込みで、同基準法は、2020年中に適用されることが見込まれている。 

 

表 2-16 ESGに関する開示要請 

 

出典：TEG (2019a)を基に作成 

 

2.3.4 気候関連情報開示 

2014 年に制定された欧州非財務報告指令（NFRD）（2014/95/EU）に基づき、従業員 500 名以上の

社会的影響度の高い EU域内企業（主に上場企業や金融機関）は、環境、社会、人権、腐敗防止などに

                                                      
6 Factor 4 とは、同一の財やサービスを得るために必要な資源やエネルギーを 4分の 1にし、その実現により、豊かさを 2倍にし、天然

資源の浪費などの環境負荷を半減できること 

項目 EU CTB EU PAB

気候変動のリスクにおける最低基準

• 投資対象ユニバースと比較したスコー
プ1-2（＋3）排出量原単位の削減率

30% 50% 

• スコープ3排出量の取り込み 4年

• ベースライン除外 問題性のある武器に関するセクター、その他の分野（*1）に違反する企業

• 事業除外 -

石炭採掘関連の売上が1%以上、石油採掘関連の売上が10%以上、天
然ガス採掘関連の売上が50%以上、排出係数が100gCO2e/kWhを上回
る発電が全体の50%以上の電力会社

気候変動の機会における最低基準

• ベンチマークの前年比自己脱炭素 最低限7%: 脱炭素軌道に沿った／超えるIPCC’s 1.5℃シナリオ

• グリーンシェア／ブラウンシェア 最低限同等 極大化（factor 4）（*2）

• エクスポージャーへの制約 気候変動へのエクスポージャーが高いセクター（石油・ガスセクター含む）へのエクスポージャーは市場のベンチマークと最低限同等

• 企業の目標設定
グリーンウォッシングを避けるため、科学的根拠に基づいた目標設定を行っている企業のポートフォリオにおけるウエイトを増加させることを
検討

• 2年連続軌道からずれた場合のラベル
からの失格

即時

＝ベンチマーク間の差異

ESG全般開示 E：環境開示 S：社会性開示 G：ガバナンス開示

• 連結ESGレーティング

• ESGレーティングの上位10構
成要素

• 国連グローバルコンパクト
（UNGC）への違反（%）

• 国際標準への署名 （%）

• 連結環境レーティング

• CO2排出原単位

• 化石燃料業界へのエクス
ポージャー （%）

• グリーン収益 （%）

• グリーンボンド （%）

• 気候関連の物理的リスクへ
のエクスポージャー

• 気候関連の物理的リスクへ
のエクスポージャー方法論

• 連結社会性レーティング

• 社会的違反

• 論争になる武器 （%）

• 論争になる武器の定義

• タバコ （%）

• タバコの定義

• 人権指数

• 所得格差

• 表現の自由

• 連結ガバナンスレーティング

• 取締役会の独立性 （%）

• 取締役会の多様性 （%）

• 腐敗

• 政治的安定

• 法の支配

• スチュワードシップポリシー
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関する方針について情報開示することが求められている。対象企業は約 6,000 社と言われており、報告

は 2018 年（2017 年事業年度）より適用されている。なお、NFRD では、年次報告書ではなく、同時期に

発行される別レポート（サステナビリティレポート）での開示でも可としている。 

 

本指令に基づき、EU 各国で非財務情報開示にかかる国内法整備が進めており、開示状況・程度は、

国によって異なっている。開示項目・内容は下表のとおりであるが、「環境保護」については、環境負荷

状況と予見、健康・衛生、エネルギー・再エネの利用、水利用、大気汚染物質等の管理が含まれている。 

 

表 2-17 NFRDの開示項目・内容 

 

出典：EC (2019c)を基に作成 

 

2017年には、SDGs、パリ協定、TCFDなどの観点も含めた NFRD達成を支援するためのガイドライ

ンが策定され、2019年 6月には TEGによって改定版が公表されている。 

 

表 2-18 NFRDの開示項目 

 

出典：EC (2019b)を基に作成 

 

2.4 EUグリーンディール 

欧州では、2019 年 12 月に欧州委員会によって、今後 5 年間の政策パッケージのうちの一つとして、

EU グリーンディール政策が発表された。これは、2050 年までにカーボンニュートラル達成を目的として

おり、目標実現のために法的な裏付けとなる欧州気候変動法を設定する政策である。省エネ及び再エ

ネを軸としたエネルギーセクターの構築、安定的及び低廉な価格でのエネルギー供給、統合相互接続、

デジタル化された EU エネルギー市場の実現が、その軸となっている。EU 加盟国では、2023 年までに

開示項目 開示内容

• ビジネスモデル
• 環境保護
• 社会及び従業員
• 人権尊重
• 腐敗防止及び賄賂の問題
• 取締役会等の多様性

• 開示項目に関し適用される方針
• リスク

• 非財務に係 る主要業 績指標
（KPI）

項目 開示が推奨される内容 TCFD整合性

a. ビ ジ ネ ス
モデル

• ビジネスモデル、戦略、財務計画へ気候関連リスク・機会によるインパクト

• ビジネスモデルが与える気候変動へのインパクト（ポジティブ、ネガティブ）

• 複数気候関連シナリオ（2℃以下、2℃以上の2シナリオ、異なる時間軸等）でのビジネスモデル・戦略の弾力性

• TCFD：戦略b

• -

• TCFD:戦略c

b. 政 策 と
デュ ーデリ
ジェンスプロ
セス

• 気候変動（緩和・適応）に関連する企業の方針、戦略等

• 企業方針に盛り込まれている気関連目標（GHG排出削減目標等）、どのように当該目標が国、国際目標に関連しているか

• 気候関連のリスク・機会について取締役会による監視体制

• 気候関連のリスク・機会を評価・管理する上での経営層の役割

• -

• -

• TCFD：ガバナンスa

• TCFD：ガバナンスb

c. アウトカム
• 気候関連のリスク・機会を管理するための指標・目標に対する、企業パフォーマンス
• 設定された目標や、関連リスクに対するGHG排出削減の開発

• TCFD：指標、目標c

• TCFD：指標、目標b

d. 主要リスクと
その管理

• 短期・中期・長期の気候関連リスク・機会の認識プロセス及びプロセス及び定義方法
• バリューチェーン全体における、識別された短期・中期・長期の気候関連リスク・機会
• 気候関連リスクの管理プロセス
• 企業全体のリスクマネージメントに、どのように気候関連リスクの識別・評価のシステム及びプロセスが統合されるのか

• TCFD:リスク管理a

• TCFD:戦略a

• TCFD:リスク管理b

• TCFD：リスク管理c

e. KPI

• 企業の戦略・リスク管理プロセスに伴う、気候関連のリスク・機会を評価するために使用された指標・ターゲット
• 推奨されている指標は次のとおり
（GHG排出量、エネルギー消費量、再エネ及び非再エネ言のエネルギー生産、再エネ消費量または生産ターゲット、物理
的リスク、気候変動の緩和または適応の基準に沿った製品・サービスの売上高、CAPEX、OPEX、グリーンボンドやグリー
ン負債比率等）

• TCFD：KPIa

• -
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は、グリーンディールの目標達成に沿ったエネルギー・気候計画の更新が義務付けられているが、目標

達成のためには、年間 2,600億ユーロ必要とも言われている。 

そのため、持続可能な欧州に向けた投資計画（SEIP）も立案され、2030 年までに 1 兆ユーロの資金

動員が予定されている。また、欧州では、国内総生産（GDP）に悪影響がない脱炭素社会への移行を根

底に掲げており、化石燃料の依存が高い国でも、公正な移行を可能にすべく、公正な移行メカニズム

（JTM）も設立された。JTFを通じて、2012-27年の間に、1,000億ユーロの資金動員が予定されている。

JTM における一カ国の上限支援額は、20 億ユーロであり、経済社会状況によって額は異なるものの、

例えば、ポーランドには上限の 20 億ユーロ、ドイツには、8.7 億ユーロが配分されることが予定されてい

る。 

 

表 2-19 JTFにおける評価軸 

 
出典：EC (2020)を基に作成 

 

2.5 サステナブルファイナンスに係る国際プラットフォーム 

2019年 10月に欧州委員会が主導して、サステナブルファイナンス政策の拡大、関連イニシアティブ・

取り組みを推進するサステナブルファイナンスに係る国際プラットフォーム（IPSF）が設立された。これは、

世界レベルでサステナブルな民間資金の拡大に向けた情報発信・共有、協調の強化などが設立背景に

謳われているが、EU による他地域におけるルールメイク（同分野での主導権の確保）とも捉えられてい

る。なお、2020年 1月時点、日本は参加をしていない。 

 

 
図 2-20 IPSFの概要 

出典：公開資料に基づき作成  

分類 評価項目 評価の重み

経済 EU排出原単位の平均値を超える地域に
おける産業施設のGHG排出量

50%

泥炭生産量

オイルシェール生産

社会 石炭及び亜炭採掘の雇用レベル 50% 

EU排出原単位の平均値を超える地域に
おける産業の雇用レベル

• メンバー主導のフォーラムであり、環境的・持続可能な金融に関するイニシアティブの開発担当・公的機関が参加可能

• IPFS事務局に申請後、承認を経て参加が可能

• 気候変動はグローバル課題であり、パリ協定達成には今後数十年間で数兆円もの投資が必要

• 世界各地域で環境的・持続可能な金融ツールの開発を始めているが、国家レベルでの取り組みは不十分であり、環境
的・持続可能なファイナンスの拡大およびグリーンファイナンスの市場への統合をより推進するためにはさらなる国際協
力が必要となる

• 欧州委員会の取り組みの一部であるIPSFは、国内・地域の状況を尊重しながら、環境的・持続可能なファイナンスに関
する意見交換・取り組みを推進するためのフォーラムとして機能する

• 「環境的・持続可能な投資に向け民間資金を拡大させること」が最大の目的

• 民間投資家がグローバルにおける投資機会を認識・獲得するための国際協力や、資本市場へのアプローチ、イニシア
ティブ（タクソノミー、開示、基準、ラベル等）の推進・調整を実施

• 環境的・持続可能な金融のベストプラクティスを促進するための情報交換・発信

• 様々なイニシアティブを比較し、環境的・持続可能な金融をグローバルで拡大させるための課題・機会の特定

• 国・地域の状況を尊重しながら、必要な場合は国際協調の強化、イニシアティブ・アプローチの促進

• 欧州連合、アルゼンチン、カナダ、チリ、中国、インド、ケニア、モロッコの関係当局

設立背景

目的・目標

参加者

参加方法

目的

目標

メンバー

オブザーバー
• 気候変動対策のための財務大臣連合、EBRD（欧州復興開発銀行）、EIB（欧州投資銀行）、IOSCO（証券監督者国際機

構）、NGFS（気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク）、OECD、UNEP FI



 

 

38 

 

3 化石燃料業界のイニシアティブ 

 化石燃料産業の業界団体においても、他業界と同様に、業界団体が窓口となり政府と折衝を行った

り、組織的に環境・気候変動対策にかかる指針やグッドプラクティスの共有を行っている。 

 

石油ガス業界においては、欧州のサステナブルポリシーの制度化にかかる窓口は、国産石油ガス生

産者協会（IOGP）や、石油ガスの上流から下流まで全域における環境・社会問題を取り扱う国際石油産

業保全機構（IPIECA）、オイルメジャーのトップ企業が集まり、石油ガス分野における気候変動対策への

取り組みを推奨し、同分野への投資を行う石油・ガス気候変動イニシアティブ（OGCI）などがある。 

IPIECA や OGCI では、ワーキンググループや投資ファンドを通じた低炭素経済に向けた取り組みの

他、加盟企業または同業界で活動している企業向けの情報開示を支援するレポート、フレームワーク、

ガイダンス等を公表しており、その詳細について本紙にて取りまとめている。また、持続可能な開発のた

めの世界経済人会議（WBCSD）では、石油ガス大手 4 社と共同で、TCFD への対応に向けた準備フォ

ーラムも立ち上げており、同取り組み・示唆についても分析を行っている。 

 

石炭関連については、元々の参加企業数も少ないものの、グローバルな業界団体である世界石炭協

会（WCA）や、石炭フェーズアウトを目指す脱石炭連連盟（PPCA）等が存在している。PPCA では、脱石

炭社会に向け共同体への参加国・企業は増えていることもある一方で、気候変動対策への見解相違や

株主からの反対で、石炭団体から反対する企業もあり、その動きはさまざまである。それらの最新動向

につき、取りまとめている。  

 

3.1 国際石油産業環境保全連盟（IPIECA） 

3.1.1 概要 

IPIECA は、国連環境計画

（UNEP）の設立に伴い、主要な

環境及び社会問題に関する石

油・ガス産業の国際団体として、

1974年に創設された。 

創設から現在まで、UNEP、気

候変動に関する国際連合枠組 

条約（UNFCC）とグローバル石

油・ガス産業とのコミュニケーショ

ンチャネルとしての役割を果たし

ている。 

正式名称 International Petroleum Industry Environmental Conservation 

Association 

設立年 1974年 

参加企業 • 加盟：企業会員 36社、アソシエート 5社、協会会員 26団体 

• （BP、シェブロン、エニ、エクイノール、エクソンモービル、ヘス、国

際石油開発帝石株式会社（INPEX）ノーブル・エナジー、ペトロナ

ス、レプソル、ペトロブラス、サウジアラムコ、シェル、トタル、タロ

ーオイル等） 

作業部会 • 加盟会員を通じて、主な事業分野である気候・ エネルギー、環

境、社会責任、レポートティングにおける活動を実施 

• 専門グループ 4組：気候変動、環境、油流出対応、社会的責任 

• 作業グループ 8 組：生物多様性と生態系サービス、水、人権、燃

料と製品、健康、 サプライチェーン、報告、コミュニケーション 

• SDG タスクフォース 

• 「報告」において、石油・ガス業界向けの情報  開示ガイダンス

を策定 
 

 

IPIECA は、石油・ガス業界の上流・下流の両部門を代表し、環境及び社会問題に全般に対応する国

際団体であり、気候変動対策は、その部会の一部のテーマという位置づけである。加盟会員主導の 4専

門グループ（気候変動、環境、油流出対応、社会的責任）と 8 作業グループ（生物多様性と生態系サー
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ビス、水、人権、燃料と製品、健康、サプライチェーン、報告、コミュニケーション）における活動を通じ、各

加盟会員に対して、持続可能な開発に寄与する機会・情報を提供している。また、これまでに国際海事

機関、業種間生物多様性イニシアティブ、人権に関する自主原則等との多くのパートナーシップを築いて

おり、2019年 4月には、WBCSDとパートナーシップを組み、2020年中に石油・ガス産業向けの SDGs

ロードマップを作成する予定である。  

 

 
図 3-1 IPIECAの組織構成 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

3.1.2 IPIECA報告フレームワーク 

報告事業において、IPIECAは、石油・ガス業界向けの情報開示ガイダンスやフレームワークの策定、

ワークショップの実施、ステークホルダーとのエンゲージメントを行っている。例えば、投資家が求めてい

る情報を石油ガス企業が的確に情報開示できるよう、サステナビリティ情報開示ガイダンス、GHG 排出

量情報開示ガイドライン及び気候変動情報開示フレームワークが公表されている。 

 

 

図 3-2 IPIECAにおける情報開示ガイドライン 

出典：各種公開資料を基に作成  

運営

事業

概要

総会

理事会
（BP、シェブロン、コノコフィリップス、エニ、エクイノール、エクソンモービル、ヘス、 INPEX、
ノーブル・エナジー、ペトロナス、レプソル、サウジアラムコ、シェル、トタル、タローオイル)

気候問題に関連する専門グループ／作業グループのメンバー

サステナビリティ

情報開示
ガイドライン（2015）

GHG排出量

情報開示

ガイドライン
（2011）

気候変動

情報開示
フレーム

ワーク（2017）

気候・エネルギー 環境 報告社会責任

• 世界のエネルギー需要
の増大と気候変動リスク
への対処における石油・
ガス産業の役割をテーマ
とする

• 例：CCUSに関するワー
クショップ、レポートの公
表、フレアリングに関する
地方自治体との政策構
築等の取組

• 石油・ガス産業の社会的
および経済的発展への
貢献の最大化をテーマと
する

• 例：人権に対する意識向
上、現地の労働利用に係
る戦略の作成、セキュリ
ティを考慮した運営方法
の開発等の取組

• リスク管理と革新を通じ
た、石油・ガス産業の環
境問題への対応をテーマ
とする

• 例：オイルスピルへの対
応（Global Initiative: GI

の活動）、生物多様性と
生態系サービス、水管理
に係る取組

石油・ガス業界における情
報開示に伴うガイドライン
を公表：

補足

2010

2011

2015

2017

2004

．
．
．

2005

2020

年

GHG排出量情報開示
ガイドライン改正

サステナビリティ情報開示
ガイダンス改正

気候変動情報開示
フレームワーク採択

サステナビリティ情報開示
ガイダンス改正

GHG排出量情報開示
ガイドライン採択

サステナビリティ情報開示
ガイダンス採択

サステナビリティ情報開示
ガイダンス改正（予定）

報告

気候変動情報開示
フレームワーク改正

1. サステナビリティ情報開示ガイダンス（2015）

• 開示内容については、石油・ガス産業に該当する3カテゴリ
（環境問題、健康・安全性に係る問題、社会・経済問題）に該

当する、サステナビリティに係る問題の12項目開示指標を特

定している。

• 2005年に採択された初版は2回ほど改正を受けており、2020

年に再度改正される予定である。

3.気候変動情報開示フレームワーク（2019）

• 近年でステークホルダーは石油・ガス業界の気候変動のリス
クに興味をもっていることを背景におき、 IPIECAは前述に記
載のサステナブルガイダンスの補足として公表されている。

• 2019年の改正版のフレームワークでは、CDPとGRIに加え、
TCFD提言及びISO 14064-1と整合性を取った内容が盛り込
まれている。

2. GHG排出量情報開示ガイドライン（2011）

• 2001年にAPIが公表した「Compendium of GHG Emissions

Estimation Methodologies for the Oil and Gas Industry」を

補完するために、2003年にガイダンスが策定された。また、

前述に記載されているサステナブル情報開示ガイダンス
（2010版）と整合性を取った、2011年に改正されたものが本
ガイダンスとなっている。

2019
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（1） サステナビリティ情報開示ガイダンス 

サステナビリティ情報開示ガイダンスは、環境問題、健康・安全に係る問題、社会・経済問題の 3 つの

トピックから構成されている。環境問題は、「気候変動・エネルギー」、「生物多様性と生態系サービス」、

「水」、「地域の環境影響」の 4 項目・11 指標、健康・安全に係る問題で、「従業員保護」、「製品の健康、

安全、環境リスク」、「プロセスの安全性と資産保全」の 3 項目・5 指標、社会・経済問題は、「地域コミュ

ニティと社会」、「ローカルコンテンツ」、「人権」、「ビジネス・透明性」、「人材活用・育成」の 5 項目・18 指

標が定められている。社会経済問題は、非常に複雑で地域特性も考慮する必要があると言われている。

指標の大半は、企業のマネージメントアプローチを表す定性的な指標となっている。 

「気候変動・エネルギー項目」では、サステナビリティレポーティングの観点で含めた、気候変動へのス

タンス・企業方針・原則、気候変動リスクに関する責任体制、ステークホルダーエンゲージメント方法、エ

ネルギー需要と供給の変動及び気候政策による企業への影響、リスク管理、排出量緩和戦略や事業、

GHG規制の順守、GHG排出量削減への研究開発、排出量データ、情報開示の保証等の情報の 10項

目に分類されている。また、各指標における詳細内容も含まれている。 

 

表 3-1 IPIECAサステナビリティ情報開示ガイダンス 

 

出典：IPIECA (2015)を基に作成 

 

表 3-2 IPIECA気候変動・エネルギーにおける情報開示ガイダンス 

 

出典：IPIECA (2015)を基に作成 

トピック 推奨される指標

環境
問題

気候変動・エネルギー

E1: GHG排出量

E2: エネルギー使用量

E3: 代替エネルギー源

E4: フレアガス

生物多様性と生態系サービス E5: 生物多様性と生態系サービス

水
E6: 淡水

E7: 水への排出

地域の環境影響

E8: その他の大気排出

E9: 環境への流出

E10: 廃棄物

E11: 生産終了処理

健康・

安全に
係る問題

従業員保護

HS1: 従業員の参加

HS2: 従業員の健康維持

HS3: 労災及び病気の発生

製品の健康、安全、環境リスク HS4: 製品管理

プロセスの安全性と資産保全 HS5: プロセス安全性

トピック 推奨される指標

社会・
経済

問題

地域コミュニティと
社会

SE1: 地域社会への影響と関与

SE2: 先住民族

SE3: 非自発的住民移転

SE4: 社会的投資

ローカルコンテント

SE5: ローカルコンテンツ活用

SE6: 現地雇用の活用

SE7: 現地調達とサプライヤー開拓

人権

SE8: 人権デューデリジェンス

SE9: 人権とサプライヤー

SE10: セキュリティと人権

ビジネス・透明性

SE11: 腐敗防止

SE12: ビジネスパートナーの関与による腐敗防止

SE13: 受入国政府への支払いの透明性

SE14: 公的貢献とロビー活動

人材活用・育成

SE15: 従業員の多様性と包括性

SE16: 従業員へのエンゲージメント

SE17: 従業員の訓練と能力開発

SE18: 非報復および苦情処理システム

指標 報告内容

E1: GHG排出量

• 企業の優先アプローチ（運用、株式、その他）に沿った直接的なGHG排出量 （ス

コープ1）の報告。直接的なCO2、CH4、その他重要なガスを含む

• 輸入エネルギーに関連する間接的なGHG排出量（直接排出量とは別々に報告

するが、同様のアプローチを使用）（スコープ2）

• 事業活動（石油・ガス生産、精製等）別の、GHG排出量または強度

E2:エネルギー使用量 • 総エネルギー使用量

E3:代替エネルギー源
• 代替／再エネに対するアプローチを、エネルギー源別に説明（関連する事業活

動の概要、投資計画、研究開発プロジェクトを含む）

E4: フレアガス • 事業により、排出された炭化水素ガス量



 

 

41 

 

（2） GHG排出量情報開示のガイダンス 

GHG排出量情報開示ガイダンスでは、企業の組織範囲及び事業範囲が規定されている。GHG排出

が何れの範囲に該当するかの分類方法と、何れかに該当する場合は、どのように情報開示を進めるか

について記載されている。排出量に関する情報については、スコープ、京都議定書対象の 6 ガス、国、

セクター等の様々な切り分けにおける排出量及びその測定方法を開示することが提言されている。 

 

 

図 3-3 GHG排出量のレポート内容 

出典：IPIECA (2011)を基に作成 

 

（3） 気候変動の情報開示フレームワーク 

本フレークワークには、気候変動リスクの対応に関連する 10 トピックに関して、開示推奨項目が記載

されている。IPIECA では、これらのトピックにおいて、国際的に認められているカーボンディスクロジャー

プロジェクト（CDP）、GRI、SASB などの他情報開示フレームワークとの相互参照の一覧を提供している。 

 

表 3-3 気候変動の情報開示フレームワーク 

 
出典：IPIECA (2019b)を基に作成  

企業及び
資産の範囲

排出量に関して
開示を求められる

情報

• 組織的範囲（会社の資産から排出されるGHG量の計上方法）の選定

• 運営範囲（範囲に含まれる排出量のスコープ。特に自社の資産からではなく、資産運用の結果として発生する可
能性がある排出量）の選定

• 報告期間の開示

• スコープ1、2、3別の排出量
• GHG（CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6）種別の排出量データ。単位は、排出量の計算に使用されたGWPと
同等のメートルトンまたはCO2トンを使用

• 排出量データが、各国の環境ルールに基づいて算定されているか、また、これらの排出量から、各企業の総排出
量を算定するための整理方法に関する説明

• 算定基準年を設定するためのアプローチ及び、排出量を測定に適応する政策と整合性のある排出プロファイル
• 基準年排出量の再計算が必要となる、重大な排出量変化（買収/売却、アウトソーシング/インソーシング、報告範
囲の変更または計算方法など）に関する経緯・背景

• スコープとは別に報告された、非生物学的なCO2排出量
（例：燃焼バイオマス/バイオ燃料からのCO2排出量）

• 排出量の計算または測定に使用される方法論
• 排出量計算から除外される情報源、施設および/または事業

トピック 提言

1.気候変動問題に関する企業のポジション、
企業方針、原則

• 企業の気候変動問題に関する企業のポジション、企業方針、原則（気候科学、気候変動の重要性、社会や生態系へのリスク、これ
らのリスクへの対処方法、気候変動関連政策を含む）を報告

2.責任 • 企業内での、気候変動リスクを管理するための責任の所在（職位等）及び、その責任者とのレビュー頻度に関する説明

3. ステークホルダーエンゲージメントアプローチ
• 規制当局、政治家、消費者、公共政策フォーラム、業界団体の公的貢献やロビー活動を含む、気候変動問題における利害関係者
との関わり方に関する説明

4. エネルギー需給の変化と気候変動関連政策
の影響

• 将来のエネルギー需給バランスと気候変動政策との関係についての同社の見解を説明

5. コーポレートリスクマネジメントへの取組み
• 投資及び企業運営上の意思決定において、それらを管理するために使用されるツールと使用方法の説明を含め、気候変動によっ
てもたらされる財務上及び、物理上のリスクと事業機会を管理するためのアプローチ方法に関する説明

6. 排出量削減戦略、プログラム、取組及び活動
• 排出量に関する評価やGHG排出目標の参照方法等、自社の事業におけるGHG排出量を削減するために採用した戦略、プログラ
ム、イニシアチブ、活動について説明

7. GHG規制への取り組み • 排出権取引スキームへの参加やオフセットの使用など、GHG規制プログラムへの同社の取組について説明

8. 研究開発
• エネルギー部門における温室効果ガスの排出量を削減する可能性がある、短・中期及び長期の技術に向けられた、同社の研究開
発（R&D）活動を説明

9. GHGとエネルギーデータ
• 企業のGHG排出量実績の提供を目的としている。各データポイントに推奨される方法論は、サステナブル情報開示ガイダンスの気
候変動・エネルギーセクションに記載

10.データの信頼性 • 企業が、外部の利害関係者に報告するGHG排出量関連データの正確性と完全性を担保するための企業のアプローチを説明
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3.2 石油・ガス気候変動イニシアティブ（OGCI） 

3.2.1 概要 

OGCIは、2014年に大手石油・

ガス会社 10 社の最高経営責任

者（CEO）主導により設立された。

世界的に石油需要が減少していく

ことが想定される中、石油・ガス

産業におけるエネルギー効率向

上・低炭素化促進に共同で取り組

むことを目的としている。なお、世

界の石油・ガス生産量の約 3 割

を、この 10社で占めている。 

 

正式名称 Oil and Gas Climate Initiative 

設立年 2014年 

参加企業 【2014年：初期企業】 

• BP（英）、エニ（イタリア）、レプソル（スペイン）、シェル（英・オラン

ダ）、スタットオイル（ノルウェー）、トタル（フランス）、サウジアラム

コ（サウジアラビア）、ぺメックス（メキシコ）、ペトロブラス（ブラジ

ル）、リライアンス（インド）、CNPC（中国） 

【2018年：追加企業】 

• エクソンモービル、シェブロン、オキシデンタル（以上、米国） 

作業部会 

ガス 

ガスバリューチェーンでのメタン排出量の削減（2025

年までに、メタン強度を 0.25%（野心的目標として

0.20%）以下） 

最終目標はゼロエミッション 

運輸分野

の効率化 

最適な燃料エンジンシステム開発、インセンティブ欠如

等の課題に取り組む関係者の協働 

CCUS 

パリ協定で設定された CO2 削減目標達成に寄与する

CCUS 設備の展開（商業的、現実的、環境配慮型の

循環炭素経済の構築） 

低炭素化 
賛同企業にて、中長期のCO2排出削減に向けた方策

の模索 
 

 

2014 年の設立当初は 10 社で、米国大手企業は参加しておらず、欧米で気候変動対策への温度差

が出ていた。しかしながら、2018 年 9 月に米国 3 社（エクソンモービル、シェブロン、オキシデンタル）が

参画した。なお、OGCI 参加に係る費用が高額（約 1 億ドルの出資が求められる）であることから、日本

企業を含め独立系などの中小規模のエネルギー企業は、参画を果たせていない要因の一つであると考

えられる。 

 

OGCI の団体目的としては、メタン排出量削減、CO2 排出量の削減、二酸化炭素回収・利用・貯蔵

（CCUS）の促進が掲げられている。達成に向けた作業部会があり、ガス、運輸分野の効率化、CCUS、

低炭素化の 4 つに分かれている。具体的行動として、賛同企業出資（各 1 億ドル）による OGCI 気候イ

ニシアティブファンド（OGCI Climate Investments）が設立されており、同ファンドを通じ、石油・ガス産業

でのエネルギー効率化のために、当該技術やビジネスモデルを持つ企業に出資を行っている。また、賛

同企業における気候関連情報開示の共通報告フレームワークの構築や、上流開発における排出原単

位を試算する方法論を開発している。 

 

3.2.2 OGCI気候イニシアティブファンド 

OGCI 気候イニシアティブファンドでは、低炭素化促進のため、商業化が有望な技術・ビジネスモデル

に投資を行っており、2017 年の開設以降、8 案件に投資が実行されている。投資案件数は、メタン排出

削減事業 3件、CO2削減事業 1件、CCUS関連事業 4件となっている。メタン排出量のモニタリング技

術や排出を削減する機器（メタン排出削減事業）や、低炭素排出のエンジン開発（CO2削減事業）、CO2

を製品に取り込む製造技術開発や CCUSを実装した発電所開発（CCUS関連事業）に投資している。 
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表 3-4 OGCI気候イニシアティブファンドにおける投資事業概要 

 

出典：OGCI (2018b)を基に作成 

 

3.2.3 OGCI報告フレームワーク 

OGCI 提供の報告フレーム

ワークの目的は、賛同企業向

けの新しい指標・目標を含ん

だ方法論を提供することでは

なく、石油・ガス企業が活用し

ている既存の報告プロセス7に

おける指標において、定義・

範囲等の共通の考え方を提

供するためのものである。 

 

本フレームワークを通じ開

示される情報は、透明性、一

貫性、比較可能性、網羅性、

正確性が担保されることにな

るとされている。個別の報告

項目は、①アクティビティ（石

油・ガス生産）、②GHG 排出

量、③低炭素投資に類型化さ

れている。 

表 3-5 OGCI報告フレームワークにおける指標 

項目 指標 

アクティビティ 

（炭化水素生産、生

産等に係るデータ） 

A-1 炭化水素の総生産量（運営部門） 

A-2 ガス総生産量（運営） 

A-3 総生産量に占めるガス比率（運営部門） 

B-1 炭化水素の総生産量 

GHG排出量 

（フレア、メタンを含

む GHG排出に係る

データ） 

C-1 GHG総排出量（全部門） 

C-1a うち上流部門 

C-2 総ガスフレア量（上流部門） 

C-3 ガスフレアによる総 GHG排出量（上流部門） 

C-4 総メタン排出量－全部門 

C-4a うち上流部門 

C-6 上流部門の GHG強度 

C-7 上流部門のガスフレア強度 

低炭素投資 

（低炭素技術への研

究開発投資に係る

データ） 

 

D-1 低炭素技術への総投資額 

D-1a うち買収額 

E-1 報告年度中における研究開発に係る支出総額 

E-2 報告年度中における低炭素技術開発に係る支出総額 

E-3 低炭素技術に支出された研究開発予算の割合 

出典：OGCI (2018b)を基に作成 

  

                                                      
7 気候変動に係る政府間パネル（IPCC）、国連、世界銀行、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）、短寿命気候汚染物

質削減のための気候と大気浄化の国際パートナーシップ（CCAC）、IPIECA、アメリカ石油協会（API）等 

 

メタン排出量の削減
（3件）

• 廉価で高解像度のGHGモニタリング衛星（CO2、メタン両対応）、高解像衛星プラットフォームの開発（GHGSat、2018年5月）
• 空中観測によるメタンデータ提供の広域展開。事業拡大に伴う国際人材雇用、設備投資（Kairos Aerospace、2018年9月）
• メタン排出削減につながる、費用対効果がよく高効率な産業用バルブを設計、製造。更なる技術開発、顧客基盤拡大を目指す
（ClarkeValve社、2018年9月）

CO2排出量の削減
（1件）

• CO2、粒子物質、窒素酸化物の削減につながるエンジンの開発。20%のCO2削減効果。（Achates Power、2017年9月）

CO2回収・利用・貯蔵
（CCUS）の促進

（4件）

• CO2を原料にポリウレタン原料のポリオール生産技術を開発。2018年に実証プラントを開設、既存生産方法との置き換えを目指
す。（econic社、2018年2月）

• CCS技術のコストを半減し、CCS市場創出を目指す。2019年中に生産技術・体制を確立し、2020年に市場投入を目指している。
（inventys社、2017年10月）

• 低CO2排出のセメント・コンクリ―ト製造技術を開発。3ヵ国にパイロットプラントを設置、商業化を目指す。（Solidia Technologies

社、2017年10月）
• CCUSを実装した世界初の商業用ガス発電所を目指す。事業性確保のため、事業コンセプトやプラント設計を検討している。
（Clean Gas Product社、2017年8月）



 

 

44 

 

3.3 持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD） 

3.3.1 概要 

WBCSD は、持続可能な開発・

世界を目指す約 200 社（売上約

8.5 兆ドル）の企業の CEO 連合

体である。 

参加企業の中で、石油ガス業

界は 5％を占めている。また、60

以上の企業組織のネットワークも

保持していることから、企業によ

る大規模な行動を促進している。 

正式名称 World Business Council for Sustainable Development 

設立年 1990年（1995年にWBCSDに名称変更） 

加盟企業 • 合計売上高 8.5 兆ドルの持続可能な開発を目指す 200 企業の

CEO 

• 石油・ガス業界は 5% 

• 日本企業は 9％、その内石油・ガス企業は無し 

概要 
• 6 つのワーキングプログラム（循環型経済、気候変動・エネルギ

ー、生態系・景観管理、社会インパクト、持続可能なライフスタイ

ル、水）を通じて持続可能な開発目標の実現に向けたプロジェク

トを展開 

• 現時点で 38 件のプロジェクトを実施しており、その内、TCFD 石

油＆ガス準備フォーラムを立ち上げ 

 

 

3.3.2 石油・ガス業界向け TCFD実践ガイダンス 

WBCSD 下で、石油ガス業界の持続可能な開発を推進するため、石油・ガス大手 4 社（エニ、エクイノ

ール、シェル、トタル）は、TCFD への対応に向け、2017 年に TCFD 石油ガス準備フォーラムを立ち上

げた。同フォーラムでは、TCFD 事務局、投資家、事業家から、TCFD 対応に関する多くの情報提供

（TCFD 対応例）を受け、石油・ガス企業向けの TCFD 実践ガイダンス（Climate-related financial 

disclosure by oil and gas companies: implementing the TCFD recommendations）を作成・公開して

いる。TCFD 実践ガイド内では、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標に類型化して、各社の TCFD

に対応した情報公開実例を紹介している。 

 

例えば、「ガバナンス」における開示内容において、企業買収等の重要な経営戦略を検討する際に、

取締役会は、他検討項目と同様に気候変動リスクを適切に考慮・検討することが重要であるとしている。

「戦略リスク特定とタイムフレーム」における開示内容については、各社の財務情報開示方法に倣い、セ

グメント別に情報を細分化して、明記されていることが望ましいが、細分化の粒度については、営業活動

や業績に影響を与えることが無いよう、留意が必要であるとしている。 

 

シナリオ分析では、事業戦略のシナリオ分析に用いられている情報が、常に技術開発やコストに関す

る情報が最新である必要があるとしている。また、公開される情報が感度分析等を用い可能な限り具体

的な情報であることや、IEA などの客観的な情報ソースを利用していることも重要であるとしている。計

画・実施される投資については、現時点で投資回収を見込め、将来の事業戦略に適うことが確認できる

内容であることが望ましく、それに伴う資金支出が適切に行われていることも重要である。さらに、これま

での事業活動で行われてきた設備投資や、既設備の稼働終了時期、既投資事業からのダイベストメント

に関する情報等の情報を明示することが推奨されている。 

 

気候変動リスク管理については、リスク管理の対象が明確に定義されていること、企業全体のリスク

管理に組み込まれていること、気候変動リスク以外の事業リスクと同様のプロセスで管理されていること
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が推奨されている。電源種別の発電量や、新たな電力事業や非化石電源への資金投資等の実務運用

上や財務上の事業情報も将来的には求められる。 

 

表 3-6 ガバナンス・戦略項目の具体例 

 

出典：WBCSD (2018)を基に作成 

 

3.4 世界石炭協会（WCA） 

3.4.1 概要 

WCA は、大手石炭開発事業者及びス

テークホルダーにより結成された石炭業

界団体である。石炭業界の長期的な持

続可能性を確保するため、業界が直面

する課題への対応、イノベーションの推

進、メンバーが業界のリーダーになるた

めの支援を実施している。 

WCA の活動は、エンゲージメント、経

済発展、環境問題への対処、持続可能

社会の構築、の 4 つの戦略目標に基づ

いている。活動は、政策の説明会、ワー

クショップ、イベントの開催、石炭に関す

る情報提供等を行っている。 

正式名称 World Coal Association 

設立年 1985年（設立当初はWCI、2010年に現名称へ変更） 

参加企業 • メンバーは、企業会員とアソシエート会員の 2種類。 

• 企業会員 14 社、アソシエート会員 15 社が加盟してお

り、4団体と覚書（MOU）を締結。 

• 運営幹部は、下記 8社の幹部より構成 

 アングロ・アメリカン、キャタピラー、グレンコア、ピー

ボディー・エナジー、小松製作所、SUEK、ホワイトヘ

イブン、CHNエネルギー 

概要 • 4つの戦略目標を基に活動を行っている： 

 エンゲージメント：政策立案者等に対して、定量デー

タ等を用いて、石炭産業を進歩性のあるものとする 

 経済発展:エネルギー貧困及び都市化への対処し、

経済的に競争力のあるエネルギーである石炭が、欠

かせない役割を果たしていることを証明 

 環境問題への対処：気候変動目標は、クリーンコー

ル支援なしでは実現不可能であることを証明 

 持続可能社会の構築：石炭生産及び使用が、持続

可能で繁栄した社会の構築に寄与 
 

開示項目 開示内容 石油・ガス業界向け具体例

ガバナンス

気候関連のリスク及び機会
に係る組織のガバナンス

a. 取締役会による気候変動関連リスクの監視体制概要
b. 気候変動リスクに対する役割と責任の明示
c. 取締役会で協議される気候変動リスクの内容とその頻度
d. 気候変動に関するリスクや事業機会は戦略決定、リスク管理、予算、支出、買収や投資撤退
検討の際に、どのように考慮されるか

e. 気候変動リスクのモニタリング手法

戦略 － リスク
特定とタイムフ
レーム

気候関連のリスク及び機会
がもたらす組織のビジネス・
戦略・財務計画への実際の
及び潜在的な影響

a. 案件開発や資産の経済価値に影響のある規制等の気候変動リスクに関連する材料
b. バイオ燃料等の、気候変動リスクに関連する新技術や新規市場へのアクセス
c. 企業体に影響を及ぼす気候変動に関連するリスクや事業機会の投資期間
d. どの気候関連のリスクと機会が組織に重大な財務上の影響を与える可能性があるかを決定する
ために使用されるプロセスとその影響がどのように評価されたかを説明

戦略‐気候変動
に関するリスクと
事業機会や、戦
略的対応、強靭
さ

気候関連のリスク及び機会
がもたらす組織のビジネス・
戦略・財務計画への実際の
及び潜在的な影響

a. カーボンプライシングの感度分析
b. 石油価格の感度分析
c. 設備投資
d. 生命保全
e. ポートフォリオの最適化に関する記載
f. コスト機軸のマネジメント
g. IRR

h. 生産予測
i. 収支と供給コスト
j. 人口、GDP,エネルギー消費予測、一次エネルギー予測、CO2排出量予測、や排ガス回収等の
主要な数値想定

k. 戦略的、戦略的な強靭性を支える要因
l. 事業や事業のポートフォリオ、新たな技術等の開発と最適化
m.戦略を支える適切な資本配分と支出計画

リスク管理

気候関連リスクについて、組
織がどのように識別・評価・
管理しているか

a. 気候変動リスクが企業のリスク管理に組み込まれているか
b. 気候変動リスクの管理手法
c. 資産レベルで適用されるリスク特定手法の概要
d. インパクト測定基準と優先度測定基準の運用に関する概要

指標・目標

気候関連のリスク及び機会を
評価・管理する際に使用する
指標と目標

a. 排出削減、燃焼、メタン排出、カーボン回収量の特定
b. 生産に係る関連業務や使用インフラに由来する排出量
c. 目標設定を通じて、気候変動に関するリスクや事業機会を管理するために、測定基準がどのよう
に運用されているか

d. 気候変動リスクと企業戦略や財務計画との関連性
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3.4.2 気候変動対策への支援 

WCA は、2010 年に気候ポリシーステートメントを出しており、署名することでメンバーは 5 つの宣言

にコミットしている。 

 

1. 自社の事業運営における CO2排出量を削減 

2. 人為的 GHG排出量の削減への建設的かつ持続可能な行動をとるために、地域・州・国内・

国際レベルで政府を支援 

3. G8/G20目標である、2020年までに 20件の CCS運転開始を支援 

4. GHG削減、エネルギー安定供給、経済開発、貧困緩和に寄与する技術支援を提供 

5. 本ステートメントの目標達成のために、政府、石炭利用者、NGO、他機関等と連携 

 

また、WCAでは、石炭業界が「CO2排出量削減」、「持続可能社会の構築」、「環境保全」の 3分野に

どのように貢献できているかについて、情報を公開している。 

CO2排出量削減では、気候変動目標の達成のためには、高効率低排出石炭火力発電所及びCCUS

技術の促進が必要不可欠であると宣言している。2018年11月には、「Driving CCUS deployment: The 

pathway to zero emissions from coal」のレポートを公表し、CCUS事業への国際的支援の加速を呼び

かけている。持続可能社会の構築では、SDGs における石炭の役割、インフラ整備、労働雇用、石炭に

よるエネルギーの安定供給、に関する情報を提供している。環境保全では、石炭採掘及び石炭消費に

起因する土地・水資源の利用、汚染物質排出量、廃棄物、公衆衛生問題への対応を説明している。 

 

3.4.3 企業の動向 

2018 年 4 月に、資源開発に越える世界最大手の BHP は、WCA を脱退している。報道によると、同

社は、2 度目標達成を重視する考えを示し、（高効率・低排出技術であるとしても）石炭政策への加速、

パリ協定への懐疑的な姿勢、カーボンプライシングへの反対等を掲げる WCA との見解相違があったよ

うである。また、株主からの圧力があったものとみられている。 

 

3.5 脱石炭連盟（PPCA） 

3.5.1 概要 

PPCA は、ドイツで行われた第 23

回気候変動枠組条約締約国会議で、

英国とカナダ政府によって設立された

イニシアティブである。 

石炭火力発電からクリーンエネル

ギーへの移行の促進を目的としてい

る政府主導の自主的な連盟である。 

2019年 12月時点で、97の加盟組

織（33 ヵ国、27 地方政府、37 の企

正式名称 Powering Past Coal Alliance 

設立年 2017年 

参加企業 • 英国とカナダ両政府主導により設立 

• 加盟機関：83（33 カ国、27地方政府、37企業・団体） 

（2019年 12月時点） 

 国：カナダ、英国、豪州、アンゴラ、ベルギー、フラン

ス、イタリア、オランダ、メキシコ、ポルトガル、スイス、

アイルランド、スウェーデン、コスタリカ等 

 地域の政府：シドニー（豪）、カリフォルニア（米）等 

 企業：BT（英）、エンジー（仏）、イベルドローラ（西）等 



 

 

47 

 

業・団体）で構成されている。 

OECD 加盟各国に対し、遅くとも

2030 年までに CCUS 未設置の石炭

火力発電を廃止すべきとしている。ま

た、上記以外の国でも、2050 年まで

に廃止されることを目指している。 

概要 • 加盟にあたり、各機関は以下を宣言 

 加盟国は、CCUS を設置していない、既存の石炭火

力発電所を廃止し、同設備を設置しない、石炭火力発

電所を新規で建設しない 

 加盟企業・団体は、事業活動において、石炭火力を使

用しない 

 加盟各機関は、政策や、企業方針、投資において、ク

リーンエネルギー発電を推進する 
 

 

加盟を希望する国や機関は、石炭フェーズアウトに関する PPCA 宣言に同意することが必要となって

おり、参加政府は、「CCUS が設置されていない既存の石炭火力発電所を廃止すること」、加盟企業・団

体は、「石炭火力を使用しないこと」が目標とされている。なお、全加盟者に共通として、「政策や投資に

よってクリーンパワー発電を促進し、CCS が備えられていない石炭火力発電所への投融資を抑制する

こと」が土台となっている。金融機関については、PPCA 宣言に加え、PPCA ファイナンス原則に同意す

ることも必要となっている。 

 

表 3-7 PPCA ファイナンス原則の概要 

分野 宣言 

金融サービス • 新規の削減対策の無い石炭火力発電所、または PPCAタイムフレーム以降も運営が続く、既存の削減

対策なしの石炭火力発電所へのプロジェクトファイナンス、金融サービスは行わない 

• PPCA タイムフレーム以降の、削減対策なしの石炭火力発電所の建設、又は削減対策なしの石炭火力

由来の電力発電に資金を使用する企業への金融サービスは行わない 

• 金融サービスを提供している企業先に対して、PPCA タイムフレームに見合った、削減対策なしの石炭

火力のフェーズアウトに関するパブリックコミットメントを要求する 

投資 • 新規サービス又は新規投融資を行うことで、削減対策なしの石炭から電力を発電する企業に対するエ

クスポージャーを回避する 

• 新規の削減対策なしの石炭火力発電所の代替を提言し、Climate Action 100+等のグローバルイニシ

アティブを通じて、PPCA タイムフレーム内の、削減対策なしの石炭火力発電所のフェーズアウトを推奨

する 

• 投資情報提供者に対し、石炭火力発電所を所有している企業（新規発電所の建設、OECD 加盟国内

に所在する発電所は、フェーズアウトの期日を重視）のトラッキングを推奨する 

情報開示 • TCFD等のフレームワークに沿って情報開示を行場合は、「Comply or explain」手法を活用する 

PPCAの促進 • 石炭火力のフェーズアウトに取り組むことを推奨し、PPCA を促進する（クライアントにアドバイザリーサ

ービスや、技術的支援を提供している場合も含む） 

• 石炭火力への投融資を行っている金融機関に対し、専門知識を共有する 

出典：各種公開資料を基に作成 
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4 投資家系イニシアティブ 

パリ協定以降、投資家によるイニシアティブも複数立ち上がり、イニシアティブを通じた金融機関が、

昨今の気候変動対策をリードする傾向になっていると言える。影響力のある投資家による、企業への積

極的な情報開示の要請を通じ、企業の気候変動対策戦略の策定や排出削減の取組につながるケース

も多々確認されている。本調査では、主なグローバルレベルでの気候変動に係る投資家イニシアティブ、

企業への対話促進を目的とするイニシアティブ、投資に係るシンクタンク等の概要、取り組みをまとめて

いる。 

 

4.1 気候変動に係るグローバル投資家連合（GIC） 

4.1.1 概要 

元々は地域毎に、気候変動に係る欧

州投資家団体（IIGCC）、米国の気候リス

ク投資家ネットワーク（INCR）、気候変動

に係るオーストラリア・ニュージランド投資

家団体（IGCC）、気候変動に係るアジア

投資家団体（AIGCC）があったものの、

団体毎の目標や参加企業が類似してい

たため、活動促進を目的に、これらイニシ

アティブの取りまとめとして、気候変動に

係るグローバル投資家連合（GIC）が結

成された。 

正式名称 Global Investor Coalition on Climate Change 

設立年 2012年 

メンバー 
• 気候変動に係る欧州投資家団体（IIGCC） 

• 米国の気候リスク投資家ネットワーク（INCR） 

• 気候変動に係るオーストラリア・ニュージランド投資家

団体（IGCC） 

• 気候変動に係るアジア投資家団体（AIGCC） 

概要 • 投資、企業、政策の 3項目において事業を実施 

 投資：気候関連リスクや機会を考慮した、低炭素経

済への資産配分 

 企業：気候関連リスクや機会における企業の行動、

責任、情報開示の促進 

 政策：パリ協定の目標達成に向けた政策、規制の

導入 
 

なお、GICを構成している 4団体の概要は次のとおりである。 

 

表 4-1 GICを構成する 4団体の概要 

団体 地域 概要 

IIGCC 欧州 • 設立年：2001年、加盟企業数：170 

• 投資家に、長期的なリスク・機会を考慮した政策策定、投資に関する意思決定、企業のアクショ

ンを推奨することを目標としている投資家ネットワーク 

Ceres 米国 • 設立年：2003年、加盟企業数：160 

• 気候変動、水不足や汚染等のサステナビリティ課題の対応を行っている NPO「Ceres」が発足し

た、気候変動による財務リスク、投資機会を重要視している投資家ネットワーク 

• 8 つの分野（炭素資産リスク、水資源リスク、環境政策、持続可能な森林、情報開示、低炭素・ク

リーンエネルギー、シェアホルダー、CA 100+）のワーキンググループを設立し、サステナビリティ

に関する課題を対策 

IGCC 豪州／新 • 設立年：2005年、加盟企業数：71 

• 気候変動のリスク・機会を考慮した政策策定、投資に関する意思決定を推奨することを目標とし

ている、機関投資家・アドバイザーのネットワーク 

AIGCC アジア • 設立年：2011年、加盟企業数：31 

• アジアの資産管理者、金融機関に気候変動及び低炭素投資について認知度を向上させるため

に発足されたイニシアティブ 

出典：各種公開資料を基に作成 
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4.1.2 石油・ガス業界への影響 

2014年 12月に GICによって「Investor Expectations Guide for Oil & Gas」が作成され、2016年 11

月には、パリ協定を踏まえた改正版が発表された。同ガイドは、「ガバナンス」、「戦略」、「実践」、「透明

性」、「公共政策」の 5項目で構成されている。低炭素エネルギー経済への移行を保証するため、企業の

事業戦略を評価するためのパラメーターとして、5項目が位置付けられている。 

2017 年には、CDP と共同で、気候変動対応を求めるエンゲージメントの結果及び効果をまとめた報

告書「Investor Climate Compass: Oil and Gas – Navigating Investor Engagement」を発表した。欧州

と北米の大手石油・ガス会社がレポートの対象となり、上述のガイドの 5 項目につき、分析が行われた。

機関投資家が関心を持っている、上述の 5 項目につき分析を行うことで、石油・ガス関連企業が持つ課

題を明確化し、今後企業及び投資家がとるべきアクションを提供している。 

 

表 4-2 石油・ガス会社の情報開示における課題・今後の取り組み 

分野 課題 今後の取り組み 

ガバナンス • 調査対象の 10 社のうち 5 社は、CO2 排出量と役員

報酬を連動している 

• しかし、長期的または戦略的な削減量を目指すイン

センティブが設計された役員報酬制度を設けている

企業はまだ 2社のみ 

• 気候変動のレジリエンスに対し、測定可能な目標を設定

し、株主に役員会へのアクセスを与える 

• 経営軍の報酬は、長期的な低炭素以降戦略及び気候

パフォーマンス指標と連動させる 

戦略 • 調査対象の 10 社のうち、7 社は 2℃目標のシナリオ

を活用したが、IEAの「450ppmシナリオ」の財務影響

を定量分析した企業は 2社のみ 

• 2℃目標と整合性を取った財務影響分析を公表（炭素価

格、新規技術、将来の石油価格において、企業のビジネ

スモデルに対しチャレンジとなるストレステストの実施） 

実践 • 調査対象の 10 社のうち、3 社はオイルサンド等の高

炭素資産からダイベストメントを行っているが、全体

で、2016年 CAPEXの 1.5%のみが低炭素投融資 

• メタン排出の測定及び削減計画を説明 

• 代替エネルギーへの研究開発において、透明性を持つ 

• 成果をどのように測定するか、説明 

透明性 • 調査対象の 10 社のうち 8 社はスコープ 3 排出量を

開示しているが、排出量削減目標を設定したのは、4

社のみ 

• スコープ 3 排出量を開示し、排出フットプリントを軽減す

る排出量削減目標を設定 

• スコープ 3 評価が、2℃シナリオにおける企業戦略をど

のように強化するか説明 

公共政策 • 調査対象の 10 社のうち 8 社はパリ協定目標達成へ

のサポートを宣言しているが、国内・国際環境政策へ

の支援をすべての企業において、強化する必要があ

る 

• 政策立案者とのエンゲージメントを通じ、カーボンプライ

シング及びパリ協定目標と整合性を取った政策を推進

するべき 

• 石油・ガス企業は、気候政策におけるずれを、業界団体

を通じてどのように特定しているかを開示する 

出典：IIGCC (2017)を基に作成 
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4.2 Climate Action 100+（CA 100+） 

4.2.1 概要 

2017 年 9 月国連総会の場

でフランス政府主導で、官民で

気候変動関連政策の促進やビ

ジネスに越える環境リスクの軽

減を目指すワン・プラネット・サ

ミットが提唱された。主要 12 イ

ニシアティブの 1つとして、同年

12 月に機関投資家主導で

Climate Action 100+（以下、

「CA 100+））が設立された。CA 

100+は、GHG 排出量の多い

企業に気候変動対策を促進さ

せる機関投資家による 5 ヵ年イ

ニシアティブである。2020 年 1

月時点で投資家の 370 機関以

上の署名があり、賛同投資家

資産運用額は、総額 35 兆ドル

と巨額になっている。 

対象企業の選定には、CDP

のデータが活用され、スコープ

1-3の総排出量が最も高い100

社が選ばれている。 

正式名称 Climate Action 100+ 

設立年 2017年 12月 

概要 • 投資家主導の 5 ヵ年イニシアティブ 

• GHG 排出量の多い企業に対して、気候変動にかかるガバナン

スフレームワークの導入、排出量削減、TCFD に沿った気候関

連財務情報開示の強化を求めるエンゲージメントを実施 

• 5 つのワーキンググループ（実行、ベンチマーク、コミュニケーシ

ョン、ガバナンス、資金調達） 

ガバナンス • 運営委員会は、5 機関の役員及び各 5 地域の代表者 10 名より

構成 

国 投資家 団体 

アジア Manulife Investment 

Management 

AIGCC 

欧米 CalPERS Ceres 

豪州・新 Australian Super IGCC 

欧州 HSBC Global Asset 

Management 

IIGCC 

グローバル Ircantec PRI 
 

金融機関・ 

投資家 

• 総額 USD 35兆を運用する、370以上の機関投資家が参加 

• 投資家は、リード（企業とのエンゲージメント有り）とサポーター

（エンゲージメント無し）の 2 種類に分別されている。日本の場合

は、次のとおり 

 リード：三菱 UFJ 信託銀行、三井住友信託銀行、りそな銀

行、日本興亜アセットマネジメント、日興アセットマネジメン

ト、富国生命投資顧問株式会社損保ジャパン） 

 サポーター：年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） 

対象企業 

（エンゲージメント） 

• 161 社（年間の排出量の 2/3 を占める企業 100 社、投資家から

指名された 61社（+ list企業） 

• 当初の 100 社のうち、日本のエネルギー企業では、JXTG ホー

ルディングスが参画 
 

また、設立当初の 100社に加え、投資家に任じられ、エネルギー移行への可能性、気候変動リスクか

ら影響があると思われる 61 社が追加され、それらの企業が「+」として追加されている。エネルギー企業

（石油・ガス＋電力・ユーティリティ）が 71社と半数近くを占めている状況である。 

 

 

図 4-1 Climate Action 100+賛同数 

出典：Climate Action 100+（2020）を基に作成 

 

全国 日本

企業名 分野

1. ダイキン工業株式会社 製造業

2. 日立製作所 製造業

3. 本田技研工業株式会社 輸送

4. JXTGホールディングス 石油・ガス

5. 日本製鉄株式会社 鉱業・金属

6. 日産自動車株式会社 輸送

7. パナソニック株式会社 製造業

8. スズキ株式会社 輸送

9. 東レ株式会社 化学

10. トヨタ自動車株式会社 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

全国 日本
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本イニシアティブの主な取組は、エンゲージメントである。エンゲージメントとは、金融機関・投資家が、

投資先企業と建設的な対話を行い、気候変動対策（ガバナンスフレームワークの導入等）、気候関連情

報開示の強化・促進を促すことである。 

投資家と投資先企業の対話を通じ、企業の持続可能性創出のため、気候変動にかかるガバナンスフ

レームワークの導入、排出量削減、TCFDに沿った気候関連財務情報開示の強化を求めることである。 

 

 

図 4-2 Climate Action 100+の活動 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

Climate Action 100+に署名している投資家から化石燃料関連企業への要請（エンゲージメント）によ

り集団エンゲージメントの例として、大手企業への GHG 排出削減目標導入計画（シェル）や行動計画の

策定（グレンコア）などがあり、CO2 排出量が多い企業にとって、投資家の声を無視できない環境が整え

られ始めている。 

 

表 4-3 Climate Action 100+によるエンゲージメント例 

 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

2020年 1月には、総資産運用額 6兆 8,000億ドルの世界最大の資産運用会社ブラックロックが CA 

投資家 対象企業

署名投資家約370社

• 全資産規模：35兆米ドル

温暖化効果ガス排出量が最も多い161社
• 石油・ガス、電力、交通等
• CDPのデータに基づき選定
• 排出量は直接・間接双方を対象
（スコープ1、2、3）

• アセットマネジメント One株式会社
• 富国生命投資顧問株式会社
• 株式会社りそな銀行
• 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）
• 日興アセットマネジメント株式会社
• 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
• 三井住友信託銀行
• 三菱UFJ信託銀行株式会社
• 第一生命保険株式会社

• 日本製鉄株式会社
• トヨタ自動車株式会社
• 日産自動車株式会社
• スズキ株式会社
• ダイキン工業株式会社
• 東レ株式会社

• JXTGホールディングス
株式会社

• 本田技研工業株式会社
• 株式会社日立製作所
• パナソニック株式会社

概要

日本
企業

エンゲージメント

• 気候変動対策の取り組み強化を目的
• 5年間を目処

• 対象企業毎に代表投資家を設定。そ
の投資家を中心にエンゲージメント戦
略を作成し、実施

※2019年9月時点

分類 企業名 年 Climate Action 100+の要請への対応

石油・ガス
セクター

BP 2019年5月 • パリ協定の目標に沿ったビジネス戦略の構築がシェアホルダー99％の賛同を得た

英蘭シェル

2019年4月 • 投資家との討議を背景におき、米燃料石油化学製造者協会（AFPM）からの離脱を表明

2018年12月 • 役員報酬連動型の温暖化ガス排出量削減目標を2020年に導入する計画を発表

2018年3月 • 短期的なCO2排出削減目標を設定

エクイノール 2019年4月 • 気候変動へのコミットメントを強化すると発表

オクシデンタル 2019年3月 • CCS技術を利用してカーボンニュートラルを実現する目標（スコープ3排出量を含む）を発表

Ptt - • TCFDに沿った報告書を発表し、自社の戦略をパリ協定の目標に適合させる意向を表明

ペトロチャイナ - • 気候変動戦略を策定し、自社の気候方針をパリ協定の目標に適合させる意向を表明

エニ - • カーボンニュートラルを実現する長期目標（スコープ3排出量は含まない）を公式に表明

サントス -
• 自社のポートフォリオに関するシナリオ分析を発表、資産レベルの分析と報告書作成を表
明、TCFD報告書を作成

採鉱・金属

BHP 2019年7月 • 自社のスコープ3排出量の目標を設定することを発表

グレンコア 2019年2月 • 低炭素経済への移行をさらに進めるためのアクションプランを発表

リオティント 2018年
• 石炭採掘事業から撤退、TCFD 報告書を発表し、排出量削減目標を定めるために各資産
のレビューを行うと表明
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100+への署名を果たした。これまで同社は、大手エネルギー企業に投資をしてきているが、気候変動対

策の実施を求める株主提案に対しほとんど反対か棄却の投票を行い、エンゲージメントやダイベストメン

トなども実施してこなかった。しかしながら、今回の署名により、資金力の観点からも影響力の大きい同

社の賛同により、エネルギー企業へ与える影響が今後想定される。 

 

4.3 インベスターアジェンダ 

4.3.1 概要 

インベスターアジェンダは、国連環

境計画金融イニシアティブ (UNEP 

FI)、PRI、CDP、GIC 構成 4 団体の

計 7団体により、2018年 9月に発足

されたイニシアティブである。 

2019年 12月時点で 631社（運用

資産総額 37 兆ドル） の機関投資家

が参加している。 

イニシアティブの活動として、2℃目

標達成に向け、投資家が起こすべき

行 動 を ガ イ ダ ン ス （ 「 Investor 

Agenda」）としてまとめ、機関投資家

に同ガイダンスに基づく宣言を行うよ

う働きかけを行っている。 

正式名称 Investor Agenda 

設立年 2018年 

概要 • パリ協定の 2℃目標達成に向け、投資家が起こすべき行

動をまとめたガイダンス（「Investor Agenda」）を策定 

• 下記 4分野でアクションを設定し取り組みを推進 

 投資（Investment） 

 企業エンゲージメント（Corporate Engagement） 

 投資家の情報開示（Investor Disclosure） 

 政策提言（Policy） 

ガバナンス • 国連機関 3団体及び GIC構成 4団体により発足 

• 日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）がサポートパー

トナーとして参画 

メンバー • 2019 年 12 月時点で 631 社（運用資産総額 37 兆ドル）

が参加 

• 日本企業は下記 8社（2019年 6月時点） 

 秋田銀行、三菱 UFJ国際投信、三菱 UFJ信託銀行、

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、野村アセットマネジメント、上智学院、三井住友トラ

スト・アセットマネジメント 
 

 

同ガイダンスでは、投資、エンゲージメント、投資家自身の情報開示、政策提言の 4 分野における提

言がまとめられている。 

 

表 4-4 Investor Agendaの主な取り組み 

分野 取り組み 

1. 投資 • 低炭素投資の実施及び報告 

• 石炭のダイベストメント 

• 気候変動を踏まえた意思決定やポートフォリオ分析を実施 

2. 企業エンゲージメント • Climate Action 100+への署名 

• CDPが求めている、気候変動リスク管理や対策についての情報開示 

3. 投資家の情報開示 • 投資家自身の TCFDへの賛同 

4. 政策提言 • パリ協定の目標達成、低炭素移行への投資の促進、気候変動に関する財務報告の強化を各刻政

府に促す「グローバルな投資家から政府への気候変動対策宣言」への署名 

出典：Investor Agenda (2019b)を基に作成 

 

さらに、2019年 12月の共同声明「G20グローバルな投資家による気候変動対策宣言」では、各国の

政府に対し、パリ協定目標の達成、低炭素経済への移行のための民間投資の促進、気候関連情報開

示の強化を要請している。 
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表 4-5 インベスターアジェンダにおける 2019年共同声明 

行動 概要 

1．パリ協定目標の達成 • パリ協定の削減目標に沿った約束草案（NDC）の更新・強化（2020年までに実施） 
• 長期的な CO2排出量削減の戦略策定 
• 全ての気候関連政策枠組みのパリ協定目標への整合 
• 低炭素経済への移行支援 

2. 低炭素経済への移行のための民

間投資の促進 

• 全ての関連政策枠組み及びエネルギー移行計画へのパリ協定に沿う気候シナリオの組

み込み 

• 期限内での、世界規模での石炭火力発電の段階的廃止 

• 有効な炭素価格の設定 

• 期限内での、化石燃料への投融資の段階的廃止 

3. 気候関連情報開示の強化 • TCFD提言及び TCFDの活動期間延長への賛同 

• 2020年までの TCFD提言に沿った情報開示へのコミット 

• FSBに対する、ガイドラインへの TCFD提言の組み込み要請 

• 国際的基準策定団体に対する、同団体基準への TCFD提言の組み込み要請 

出典：Investor Agenda (2019a)を基に作成 

 

4.4 2℃投資イニシアティブ 

4.4.1 概要 

2℃投資イニシアティブは、2012年

に発足したマルチステークホルダー

からなるグローバルシンクタンクであ

る。気候・長期的リスク分析及び金融

市場の政策開発に取り組んでいる。 

「金融機関の投資プロセスにおけ

る 2℃シナリオとの一致」、「金融機関

の気候パフォーマンスを測る技術の

開発」、「エネルギー移行のための投

資に関する政策やインセンティブの

整備の実現」を目標としている。 

正式名称 2° Investing Initiative 

設立年 2012年 

概要 • 気候・長期的リスクメトリクスや政府の整備に取り組むグロ

ーバルシンクタンク 

• 欧州委員会、フランスのエコロジー・持続可能開発・エネル

ギー省、国連等を含む、公共・民間・慈善セクターの 40 団

体とパートナーシップを組んでいる 

主要事業 • 調査及びエンゲージメントに関する活動を実施 

• 調査：複数年に渡る調査プログラム、テーマ別研究、政策

文書等 

• エンゲージメント：調査用のワークショップ・セミナーの実

施、マルチステークホルダーコンソーシアム構築や資金調

達を目的とした共同プロジェクト、政策立案者・NGO への

無料技術サポート、会議・セミナー・二国間説明会等での

調査結果の報告 
 

 

調査事業は、下記 3つを柱としており、シナリオ分析の支援も行っている。 

 金融ポートフォリオや金融市場における、気候及び経済動向との一貫性や財務リスクを測

定するための、データ・シナリオ・分析的ソリューションの開発 

 投融資の意思決定における上述ソリューションの活用、ホライズンの悲劇8への対応 

 資本と長期政策目標を効率的につなげるため、金融政策の枠組と政策目標の整合 

 

4.4.2 取組例 

（1） 気候変動移行リスク評価ツール（PACTA)  

PRIの支援を受け、2℃投資イニシアティブは、2018年 9月に、気候変動移行リスク評価（PACTA）ツ

                                                      
8 企業や投資家が、気候変動等の課題による経済へのリスクを認識していながらも、これらに対する適切なアクションを怠り発生する市

場の失敗 
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ールを開発した。PACTA ツールとは、TCFD 提言に基づくシナリオ分析ツールであり、無償で提供され

ている。本ツールを活用することで、化石燃料、電力、運輸（小型トラック、航空、運送）、産業（セメント・

鉄鋼）の 4 セクターにおいて、機関投資家の実際のポートフォリオと、パリ協定の 2℃目標シナリオとの

ギャップ分析が可能となるとされている。但し、投資だけが評価対象であり、融資は含有されていない。 

同ツールは、2019 年 11 月時点で 1,000 を超える金融機関に適用されている。2020 年には、ツール

を活用しパリ協定の目標達成の進捗を評価する、国連主導の国別パイロットプログラムが開始予定であ

ると共に、パリ協定 1.5度目標と整合性が取れより強化されたツールが策定される予定である。 

 

（2） エネルギー移行リスクプロジェクト 

エネルギー移行リスクプロジェクトは、低炭素経済への移行に関連する財務リスクや機会を評価する

ための、リサーチ・コンソーシアムである。「エネルギー移行リスクの重要課題（マテリアリティ）について

の投資家及び政策立案者の理解促進」、「投資家による株式及び債権ポートフォリオにおける、エネル

ギー移行リスクの重要課題の評価支援」、「エネルギー移行リスクへの取り組みによる、投資家や政策

立案者とのエンゲージメント及び持続可能なエネルギー投資への資金調達」を 3つの柱としている。 

2017 年 6 月には、移行リスクの事業影響評価についての具体的な進め方を整理したレポート

（「Transition Risk-o-Meter」）が発行された。エネルギー消費が多い 7セクター（石油、ガス、電力会社、

自動車、航空、セメント、鉄鋼）について、重要パラメータを設定し既存のシナリオと比較している。本レポ

ートでは、2 度の世界を想定した野心的気候関連移行と、3-4℃の世界を想定した限定的気候関連移行

の 2つのシナリオが含まれている。 

30 以上のリスク関連指標には、「生産・技術」、「市場価値」、「政策コスト・インセンティブ」の 3 つのパ

ラメーターを基にしている。エネルギーセクターでは、「市場価格」及び「政策コスト・インセンティブ」の 2

つのパラメーターを基に、原油価格、天然ガス価格、石炭価格、電力価格、炭素価格を特定している。 

 

表 4-6 化石燃料関連業界における指標 

セクター パラメーター 

生産・技術 市場価値 政策コスト・インセンティブ 

1. クロスセクター 

（石油・ガス・石炭） 

- • 原油価格 

• 天然ガス価格 

• 石炭価格 

• 電力価格 

• 炭素価格 

2. 電力セクター • 発電量 

• 発電設備容量 

• 均等化発電原価 • 補助金 

• 実効炭素価格 

出典：2°ii (2017)を基に作成 

 

（3） 気候技術コンパス（Climate Tech Compass） 

2℃イニシアティブと、債券投資家向け ESG 関連のデータプロバイダーである「Beyond Ratings」が

共同で開発した気候技術コンパスとは、機関投資家向けのパリ協定整合性分析ツールである。投資家、

金融機関、企業、政府は、本ツールによって、101 ヵ国及び 8 つの気候関連セクター（自動車、航空、海

運、電力、セメント、銅、農業、不動産）における 2℃目標のために、必要な技術及び投資をマッピングす

ることが可能となる。セクター毎のデータ及び方法論が公表されている。  
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5 金融機関・投資家の方針 

 上述のように、欧州のサステナブルファイナンスポリシー制定の動きや、投資家イニシアティブの気候

変動対策・脱炭素へ向けた動きに伴い、欧州の投資家・金融機関を筆頭にその対策方針を強めている

状況である。今後は特に、タクソノミーやベンチマークに併せる形で、投融資が進んでいくと考えられる。

なお、サステナブルファイナンスポリシーで議論されていることは投資であり、融資方針と投資方針には

違いがある。例えば、化石燃料企業に関し、投資はできないけれども、融資は可能なケース、プロジェク

トファイナンスはできないけれどもコーポレートファイナンスは可能なケース、再エネの成長性に注目し、

再エネにも投資しているか化石燃料企業は投資先として残すようなケースなど各金融機関の対応は

様々である。それぞれが異なった投資融資戦略を持ち、事業を行っているが、欧州における欧米の大手

投資家・金融機関、保険会社、ソブリンウェルスファンドにおける 2019年末時点での気候変動対策方針

は次のとおりである。 

 

5.1 BNPパリバ 

5.1.1 概要 

BNP パリバは、フランスに本社を置く、

欧州の最大手金融機関の一つである。

近年では、ESG 投資やサステナブルファ

イナンスに大きく舵を切っており、同分野

で世界をリードしている状況である。例え

ば、2015年のパリ協定では、エネルギー

転換への支援を通じた、2℃目標達成支

援を謳っている。 

BNP パリバの気候変動対策は、パリ

協定と整合性を持ったものであり、低炭

素開発と資本フローの両立を目標として

いる。気候変動対策は、「顧客への低炭

素社会移行への指針提供」、「経営にお

ける環境（CO2）フットプリントの削減」、

「環境関連ベストプラクティスの共有」を 3

つの柱としている。 

正式名称 BNP Paribas 

設立年 1848年 

分類 銀行・証券グループ 

売上高 425億ユーロ（約 5.1兆円）（2018年） 

総資産 1.0兆ユーロ（約 125.4兆円）（2018年） 

従業員数 約 20万人 

主要事業 • リテールバンキング 

• ホールセールバンキング 

• 投資銀行 

• 資産運用 

• ウェルスマネジメント 

気候変動 

対策方針 

• 顧客への低炭素社会移行への指針提供 

• 経営における環境（CO2）フットプリントの削減 

• 環境関連ベストプラクティスの共有 

投融資方針 • 2℃目標に沿った投融資活動にコミット 

• 9 つのセクター別に（防衛、パーム油、パルプ、原子

力、石炭火力、農業、炭鉱、たばこ、非在来型石油・

ガス）投融資方針を策定 

TCFD • 2017年 6月賛同 
 

 

気候変動対策の成果は、「再エネへのファイナンス」、「GHG排出削減量」、「BNPパリバによって、気

候関連の問題への教育を受けた人の数」の 3 つの重要業績評価指標（KPI）を通じてモニタリングしてい

る。これらを実現するために、エネルギー移行に対するコミットメントを宣言し、再エネへの融資の拡大、

エネルギー転換に積極的な企業の支援、石炭への投融資の削減等を進めている。 
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1. 石炭へのエクスポージャーの削減（詳細後述） 

2. 再エネへのファイナンスの倍増（目標：2020年までに 150億ユーロ） 

3. エネルギー移行を加速させる革新的スタートアップへの支援 

（投資額：2020年までに 1億ユーロ） 

4. カーボンリスクマネジメントの強化（カーボンプライシングの組織的活用、企業及び事業の資

金調達での気候変動を考慮した格付手法の適応） 

5. 森林伐採への対策（農業・パーム油・木材パルプ分野への森林保護基準の追加） 

6. 低炭素経済への投資（幅広い種類の低炭素ファンドの提供） 

7. 自社の GHG排出量の削減（目標：2012年比で 2020年までに 25％削減（2.41t-CO2/人）と

する 

 

5.1.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス 

石油・ガス関連ファイナンスは、「Unconventional Oil and Gas – Sector Policy」が原則になっている。

2017 年には、エネルギー転換への支援加速に向けた投融資方針し、エネルギー転換にコミットしている

企業への積極支援や、一定条件下の石油・ガス事業への融資停止（ダイベストメント）の方針を発表して

いる。 

ダイベストメントとして、グリーンフィールド、ブラウンフィールド問わず、非在来型油ガス9のプロジェクト

に対して、①非在来型油ガスの探査・生産、②非在来型油ガスを運ぶパイプライン、③非在来型油ガス

で供給されている LNG輸出ターミナルへのファイナンスの 3つは行わないことを方針としている。 

非在来型油ガスプロジェクトに関与している企業に対しては、①非在来型油ガスの割合が高い探査・

生産会社、②生産以外（中流、下流）事業に携わっている会社において、探査・生産が収益の大半を占

めている会社、③非在来型油ガスが事業の大半を占める貿易会社、非在来型油ガスの供給が高いパイ

プライン、④LNG輸出ターミナルを所有、運営している企業への投融資は行わないことを方針としている。 

 

非在来型油ガスに関与しているが、これらの投資の除外条件に該当しない企業においては、セクター

ポリシーに基づき、表 5-1の条件が適用されることになる。また、必須条件ではないものの、非在来型油

ガスプロジェクトに関与している企業は、GRI、CDP、採取産業透明性イニシアティブ（EITI）10、IPIECA

のサステナブル情報開示における石油・ガス業界ガイダンス、SASB に基づいて情報開示を行うことが

推奨されている。 

 

  

                                                      
9  シェールオイル・ガス、オイルサンドからの石油、北極圏に所在する石油・ガス源 
10  採取産業から資源産出国政府への資金の流れの透明性を高め、腐敗や紛争を予防し、成長と貧困削減に寄与する責任ある資源開

発を促すイニシアティブ 
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表 5-1 BNPパリバにおける石油・ガス発電会社へのファイナンス条件 

必須条件 • フランス、EU、米国、国連が経済制裁を科していない国に本社を置く 

• 国際労働機関（ILO）定義の児童労働、強制労働を使用していない 

• 労働者の健康、安全を保護するための規制を設置しており、企業レベルで健康、安全に関する実績を開示 

• 水使用、廃棄物発生、エネルギー消費、GHG排出、土地精査性戦略に関連する情報を開示 

評価基準 【一般】 

• ESGに関する方針・目標の公開及びその実績の開示 

• 環境、社会、セキュリティ、ガバナンスにおける、頻繁な批判の有無、かつその問題への対応方法 

【健康、安全、セキュリティ、環境】 

• 環境、社会問題のモニタリングを目的とした、研究またはマルチステークホルダーイニシアティブへの参画 

• 環境、社会、健康、安全につき、説得力のある実績の有無 

• ガスフレアリング、ベンティングへの方針の有無 

• プロジェクト開発における、生物多様性の考慮 

• 下記エリアにおける非在来型油事業開発の有無 

 ユネスコ世界遺産サイト 

 ラムサール条約湿地 

 絶滅ゼロ同盟（Alliance for Zero Exctinction (AZE)）サイト 

 国際自然保護連合（IUCN）カテゴリ I〜IV地域 

 法的保護区域 

• 企業の非在来型油ガス事業（新規、既存を含む）の、下記の基準との整合性 

 国際金融公社パフォーマンス基準 

 世界銀行グループ環境・健康・安全ガイドライン 

【人権、ガバナンス】 

• ステークホルダーエンゲージメント計画（新規非在来型油ガス事業によって影響を受けた地域へのコンサルテー

ションプロセスを含む）の実行 

• 苦情処理メカニズムの設置 

• 施設国政府への支払い（ロイヤルティー、税金、利潤分配等）の開示 

• 地元地域の持続可能な開発を支援する方針の設置 

出典：BNP Paribas (2017c)を基に作成 

 

（2） 石炭 

石炭は、経済発展と安定的エネルギー供給のため重要であるため、需要の高まりと、CO2 排出削減

のバランスを考えるべきとしているものの、昨今の世界的気候変動関心の高まりもあり、（プロジェクトフ

ァイナンス、コーポレートファイナンス共に、）石炭発掘、石炭火力発電への投融資は減らす方針を示し

ている。なお、原則的な石炭産業への投融資は、「セクターポリシー－石炭火力発電」に記載されており、

現時点での原則的な投融資条件は次のとおりとなっている。 

 

表 5-2 BNPパリバにおける石炭火力発電会社へのファイナンス条件 

条件／確認事項 詳細 

必須条件 • 自社の発電構成の石炭比率低減のための多様化戦略の保有 

• 安全に関する実績情報の公開 

• 環境データ（SO2 、NOx、粒子状物質、CO2, 水の消費、灰の発生、処分方法等）の情報公開 

評価基準 • ESGパフォーマンスにおける主要課題11への、定期的且つ頻繁な批判の有無、課題への対処方法 

• 従業員の健康と安全を保護するための規制の制定 

• 新規事業開発により影響を受けた地域へのコンサルテーションプロセスの設置 

• 環境、社会、健康、安全への取り組みに関する、説得力のある実績の有無 

出典：BNP Paribas (2017b)を基に作成 

 

                                                      
11 国連グローバルコンパクト原則の違反による問題 
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石炭火力発電所の建設事業（拡張、更新を含む）について、CCS 設備が搭載されていない案件への

投融資は行わない方針を打ち出している。投融資が可能なCCS搭載の石炭火力発電事業についても、

環境及び社会条件を考慮した上で、資金提供の可否が検討される。石炭火力発電関連企業12に関して

は、下記の必須条件を満たしたうえで、評価基準に沿った評価分析を行い、最終的な投融資の可能性

を検討する仕組みとなっている。なお、本方針が公表された 2017年 2月 2日以降は、収益の過半を石

炭火力発電が占める企業へのオンボーディングは、行わない方針としている。 

2019 年 5 月には、石炭火力の依存度が高いことを理由に、ポーランドの大手電力会社への新規ファ

イナンスを停止する報道があり、今後の石炭産業への投融資の更なる縮小も想定される。 

 

石炭採掘事業については、2013 年に発表された「セクターポリシー－鉱業」に基づいており、石炭採

掘事業及び石炭採掘企業への投融資条件は以下のとおりとなっている。また、必須条件ではないもの

の、石炭採掘企業は、GRI、CDP（炭素及び水）、EITI に基づいて情報開示を行うことが推奨されている。 

 

表 5-3 BNPパリバにおける石炭採掘事業へのファイナンス条件 

必須条件 • 下記エリアに鉱業事業を行っていない 

 ユネスコ世界遺産サイト 

 ラムサール条約湿地 

 絶滅ゼロ同盟（Alliance for Zero Exctinction (AZE)）サイト 

 IUCN カテゴリ I〜IV地域 

• フランス、EU、米国、国連が経済制裁を科していない国で事業を行っている 

• 武力紛争中地域ではない 

• 国際労働機関（ILO）定義の児童労働、強制労働を使用していない 

• 国際労働機関の「鉱山における安全・健康条約」（C176）を遵守している 

• 用地再利用計画を擁しない 

• 一般炭（燃焼用）採掘事業ではない 

• アスベストを産出する事業ではない 

• 健康安全管理計画を擁しており、既存の採掘所に関してはさらに過去の安全衛生問題の記録をとっている 

• 小規模採掘事業ではない 

• アパラチア山脈地域でマウンテントップ・リムーバル式石炭採掘事業ではない 

• 河川や浅瀬に産業廃棄物を埋設する事業ではない 

出典：BNP Paribas (2013)を基に作成 

 

表 5-4 BNPパリバにおける石炭採掘企業へのファイナンス条件 

必須条件 • フランス、EU、米国、国連が経済制裁を科している国ではない 

• ILO定義の児童労働、強制労働を使用していない 

• 企業レベルで健康、安全に関する実績を開示 

• 国際労働機関の「鉱山における安全・健康条約」（C176）を遵守している 

• 一般炭（燃焼用）採掘事業を行っていない、かつ多角化戦略を持っている 

• アスベストを産出していない 

• アパラチア山脈地域でマウンテントップ・リムーバル式石炭採掘事業を行っていない 

• 水使用、廃棄物発生、エネルギー消費、GHG排出、土地精査性戦略に関連する情報を開示 

出典：BNP Paribas (2013)を基に作成 

 

（3） 資産運用 

資産運用は、グループ会社の BNPパリバ・アセットマネジメントが行っている。2019年 3月に「グロー

                                                      
12 石炭火力発電所（CFPP）を所有または運営しており、保有する発電設備容量の 30%以上を石炭火力がが占める電力会社 
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バルサステナブル戦略」を公表しており、サステナブル投資の信念及び「サステナブル投資ロードマップ

（2019-2022）」を策定している。サステナブル投資への指針は、6つの軸に基づいている。 

 

表 5-5 BNPパリバ・アセットマネジメントにおけるサステナブル投資指針 

信念 詳細 

1. ESG統合でのリスク調整による、収益率

の向上 

• 投資のリスクやリターンにおいてサステナビリティは重要な要素であり、ESG 要

素を投資分析や意思決定に盛り込むことで、より適切な投資が可能となる 

2. 受託者への忠実義務に沿うための、サス

テナブル投資の実施 

• 顧客への義務として、十分な情報を基にした投資決定や各種リスクへの慎重な

検討が求められており、中でも、ESGは考慮すべき重要な要素である 

3. 機会及び義務としてのスチュワードシップ • 長期的視点を持つ投資家として、スチュワードシップ（機関投資家のための行

動規範）を活用すべきである。原則、エンゲージメントを重視し、ダイベストメント

は最終手段と考える 

4. 長期的及び将来を見据えた投資家 • 長期的視点に立ち、低炭素、サステナブル、インクルーシブな成長を重視した

経済モデルを検討する 

5. 将来のサステナブル経済とサステナブル

投資の結びつきの強さ 

• ESG リスクを管理することで、市場の安定、持続可能な長期的成長の促進が

可能であると考える 

6. 卓越したサービスのための、有言実行の

重要性 

• 投資先からの期待を超える取組や情報開示が求められている。全ての事業へ

どのようにサステナビリティの視点を統合するか探索している 

出典：BNP Paribas Asset Management (2018)を基に作成 

 

同ロードマップによると、「低炭素経済へのエネルギー移行」、「環境サステナビリティ」、「平等性・成長」

が 3 軸として記載されており、例えば、化石燃料へのエクスポージャーを減少、既存のエクスポージャー

は、IEA の持続可能シナリオや 2℃目標と整合性の確保、EU タクソノミーとの整合、CA 100+に積極的

に取り組む等の点が言及されている。 

また、石炭による発電のCO2排出基準値や企業における石炭売上割合を厳格化するなど、グループ

の方針と比較し、より積極的な石炭方針を有している。2020年 1月から適用される予定である。 

ポートフォリオの脱炭素化を進める石炭関連企業へのエンゲージメントを積極的に行うことになってい

る。また、自社の目標を期間内に達成するために、投票権やスチュワートシップ活動を通じて、投資先企

業への働きかけを進める方針を記載している。 

 

1. 石炭事業が、売り上げの 10％超、または自社の世界全体生産量の 1%超の企業は、投資除

外指定 

2. 自社の平均 CO2排出量が、世界平均 491gCO2/kWhを超える、石炭火力発電事業を行う

電力会社は、投資除外指定 

 

他方で、一定期間内に、パリ協定の目標レベルまで石炭事業を削減することをコミットする企業は、特

例として検討されることになる。具体的には、石炭関連資産の処分計画、低炭素な発電資産の取得計画、

取締役会による低炭素なビジネスモデルの優先について、定量的・定性的に評価が行われ、2 年以内

の達成が期待されることになる。 

 



 

 

60 

 

• 以下の条件を、除外が開始した時点から 2年以内に達成した石炭採掘企業への投融資は可

能：  

 収益における一般炭の割合を 10%以下に削減することにコミット 

 グローバルで総合生産量における一般炭生産量を 1%以下に削減 

• 以下の条件を、除外が開始した時点から 2年以内に達成した石炭火力発電企業への投融資は

可能： 

 パリ協定と整合性を取った、IEAシナリオに沿った、炭素集約度の削減 

 

BNP アセットマネジメントは、気候変動に係る議決権ガイドラインを強化し、アジア企業に対しても

2020 年から適用される旨を発表している。全企業は、スコープ 1、2 の開示を求められ、スコープ 3 は、

化石燃料企業及び炭素集約度（Carbon Intensity）が高い分野に該当する企業（スコープ 3 排出が、企

業全体の排出量の85%を占める）については、スコープ3の開示も求められることになる見込みである。 

 

5.2 HSBCホールディングス 

5.2.1 概要 

HSBC ホールディングスは、ロン

ドンに本社を置く、英国最大規模の

メガバンクである。 

2005 年より気候変動対策を本格

化させ、気候変動宣言では、「平均

気温上昇を産業革命前水準よりも

2℃以下に抑え、上昇を 1.5℃に制

限」、「気候変動適応」、「GHG 排出

量削減に伴う資金還流の促進」等の

パリ協定目標を支援し、企業戦略に

盛り込むことを言及している。また、

近年はサステナブルファイナンス事

業も強化しており、2019 年には、金

融専門誌であるユーロマネー誌の

「サステナブルファイナンス・ベスト・

バンク 2019」」賞を取得している。 

正式名称 HSBC Holdings plc 

設立年 1865年 

分類 銀行・証券 

売上高 • 538億ドル（5.9兆円）（2018年） 

総資産 • 2.6兆ドル（281.7兆円）（2018年） 

従業員数 • 約 24万人 

主要事業 • リテールバンキング 

• ウェルスマネジメント 

• 商業銀行 

• 資産管理・運用 

気候変動 

対策方針 

• パリ協定目標の支援 

 平均気温上昇を産業革命前の水準よりも 2℃以下に抑

え、上昇を 1.5℃に制限 

 気候変動への適応 

 GHG排出量削減に伴った資金の流れの促進 

投融資方針 • 2025年までにサステナブルなプロジェクトに 1,000億ドル投

融資 

• エネルギー方針にて、原則、石炭火力発電所（新規） 、オフ

ショア石油・ガス（新規）、グリーンフィールドオイルサンド（新

規）等の事業への融資を禁止 

TCFD • 2017年 6月賛同 

• TCFDの特別アドバイザーとして参加 
 

 

投融資に関しては、HSBCは 2017年にサステナブルファイナンスへの 5つのコミットメントを表明して

いる。 

 

1. 2025年までにクリーンエネルギー、低炭素技術、パリ協定及び国連の持続可能な開発目標

に寄与するプロジェクトに 1,000億ドル投融資 

2. 2025年までに消費電力量 90%を再エネで賄い、2030年までに再エネ 100%を実現 
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3. 一般炭へのエクスポージャーの削減及び他の高炭素セクターへの移行。すなわち、新規の石

炭鉱及び石炭鉱に依存する新規顧客への投資の中止。（エネルギー関連の投融資方針は、

企業版 2℃目標の Science Based Targets（SBT）及び気候関連指標と整合性を取るように

更新（詳細は後述）） 

4. TCFD提言に沿った、情報開示の実施 

5. サステナブル投融資に関する議論の促進 

 

HSBC では、農産物、化学産業、防衛、エネルギー、森林、鉱業・金属、世界遺産・ラムサール湿原政

策の 7セクター別に、サステナブルリスク方針を策定している。 

2018 年には、石油・ガス、電力、配電のいずれかの事業に関与するエネルギー企業（サプライヤーは

除く）に対する投融資方針を改正し、高炭素から低炭素経済への移行、何十年に渡り回避不可能な排

出を伴うインフラ事業への融資禁止、環境への悪影響が大きい企業へのデューデリジェンスの 3 つを主

なアプローチしている。 

 

5.2.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス 

投融資を行わない事業を下記分野とする方針としている。 

 北極園の新規オフショア石油・ガス 

 新規グリーンフィールドオイルサンド 

 オイルサンドの新規パイプライン 

 

但し、事業が下記条件を満たした場合追加のデューデリジェンスを実施し、投融資の可否が検討・決

定される。なお、特にオイルサンド分野は今後のコミットメントが減少する見込みだが、具体的な時期は

明言されていない。 

 

表 5-6 HSBCにおける石油・ガス事業のデューデリジェンス対象 

分野 条件 

オイルサンド • オイルサンドの抽出、インフラ関連 

新規石油・ガス • メタン排出量の削減・排除予定無し、またはフレア実施中 

新規シェールフラッキング • 掘削時の安全確認無し、またはリアルタイムモニタリング無し 

出典：HSBC (2018)を基に作成 

 

（2） 石炭 

HSBC の石炭への投融資は、「エネルギーセクターポリシー」及び「鉱業と金属ポリシー」にまとめられ

ている。エネルギーセクターポリシーでは、原則、新規の石炭火力発電事業への投融資は行わない方

針としているが、国民の電力アクセス及び代替エネルギー源の有無が限定的であるとされるバングラデ

シュ、インドネシア、ベトナムの 3 カ国については、通常適用される条件と異なる除外条件の適用が検討

されることになる。 
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表 5-7 HSBCにおける石炭火力発電事業のデューデリジェンス対象 

分野 条件 

対象 3 カ国 

 

• 立地が対象 3か国（バングラデシュ、インドネシア、ベトナム）且つ以下の条件を満たす： 

 石炭以外の代替エネルギー源がないことを証明する独立分析 

 炭素原単位が 810g/CO2 kWh以下 

• 事業のファイナンスクローズが 2023年 12月 31日迄に完了 

対象 3 カ国以外 • 発電設備容量 3,000MW 超の石炭火力ポートフォリオを有し、且つ下記条件のいずれかを満たす： 

 高所得国/高中所得国且つ石炭火力発電の新規開発あるいは権利取得を予定 

• 過去 3年間の石炭火力ポートフォリオの炭素原単位が増加傾向 

出典：HSBC (2018)を基に作成 

 

なお、2019 年 12 月 31 日までには、高所得国13の新規石炭火力発電プロジェクトへの融資を段階的

に廃止することを宣言している。 

 

石炭採掘については、下記分野への投融資は禁止する方針を打ち出している。 

 新規一般炭鉱山14 

 収益の 50%以上を一般炭鉱山が占める新規企業 

 マウンテントップリムーバル方式（MTR）を使用した石炭鉱山 

 収益の 50%以上をMTRが占める企業 

 2007年以降、川または浅海の尾鉱の処分を開始した企業 

 

石炭火力発電事業と同じく、石炭採掘についても、除外条件が適用された事業は、デューデリジェン

スが行われる。 

 

表 5-8 HSBCにおける石炭採掘事業のデューデリジェンス対象 

条件 

• 禁止の対象となっていない、新規一般炭鉱山の開発を行う既存の企業 

• 2006年以前に、川または浅海の尾鉱の処分を開始した企業 

• シアン化物を使用して、金を他の鉱石から分類する企業（国際シアン化物管理コードで認定されていない場合 

• 人権への悪影響に寄与、又は原因となる企業 

• 下記分野における、サステナビリティ実績が低い企業： 

 大量死 

 事故、流出、汚染 

 規制上の罰金又はライセンスの停止（キンバリー・プロセスを含む） 

出典：HSBC (2016)を基に作成 

 

また HSBC は、2015 年に、「Stranded assets: what next?」、「Keeping it cool」という気候変動に

関する報告書を発表し、啓蒙に努めている。本書により、同社のストラテジスト部門は、トムソン・ロイター

から「気候変動リサーチ」の分野で金賞を獲得している。他方、先進的な NGO からは同社が石炭を始

め化石燃料の分野に金融サービスを引き続き提供していることに対し、「不徹底」との謗りも受けている。 

 

                                                      
13 世界銀行の定義による 80 ヵ国 
14 完全に新規の一般炭鉱山、地理的に所在地が異なる又は新規インフラが含まれる、既一般炭鉱山の大規模拡大。一般炭鉱山とは、

生産量又は石炭埋蔵量の 50%以上を一般炭が占める鉱山を指す。 
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（3） 資産運用（HSBC Global Asset Management (GAM)） 

資産運用は、グループ会社の HSBC グローバルアセットマネジメント（GAM）が行っている。同社は、

独自に気候変動への対応方針を策定しており、「低炭素投資機会の特定」、「気候変動のリスク・機会の

評価能力の強化」、「投資先企業とのエンゲージメント」、「情報開示」、「政策立案者との連携」へ取り組

むことを宣言している。「2018 年度スチュワードシップ報告書」では、CA 100+への参画を通じ、企業に

対して TCFD提言に沿った情報開示を推奨している。 

なお、HSBC GAM は、グリーンインパクト投資ガイドラインを策定しており、同ガイドラインでは石油・

ガス、石炭等の化石燃料関連事業をグリーン事業の対象から除外している。なお、代替事業が存在しな

いガス発電事業については、評価結果を受けて投融資の可否が決定される。評価観点は、電力構成の

再エネ割合、投融資規模、再エネ発電容量の増加目標、再エネ発電への移行への支援、再エネインフ

ラ、技術の影響、TCFD提言に沿った情報開示である。 

 

表 5-9 HSBC GAMにおけるグリーン事業の対象から除外される事業 

分野 条件 

化石燃料抽出・精製 • 石油・ガス探査・生産（一般炭鉱業を含む） 

オイルサンド • 石炭（クリーンコール事業含む）、石油・ガス 

• ガス関連事業は、代替手段が無く、且つ次の条件を満たす場合に限り検討可能 

 後開発途上国、300MW 以下、利用可能な最高技術、投資先国 NDC との整合性 

石油・ガス（新規） • パイプラインを通じた石油・ガスの輸送、化石燃料を使用した発電所からの電力送電 

シェールフラッキング 

（新規） 

• 鉱業、輸送、石炭火力発電所、且つこれらの事業を支援するためのインフラサービス 

出典：HSBC GAM (2019)を基に作成 

 

5.3 バークレイズ 

5.3.1 概要 

バークレイズは、ロンドンに本社を

置く、国際金融機関である。 

バークレイズは、「再エネ拡大に

向けた投融資及び世界的環境問題

の解決に寄与する事業開発支援」、

「拝州係数が高いエネルギー源へ

の責任あるサステナブルなアプロー

チの構築」、「事業運営において、

2025 年までにスコープ 1、2 の排出

量を 80%削減、2030 年までにグロ

ーバル事業を 100%再エネ化」の 3

つの柱を気候変動対策の柱として

いる。 

正式名称 Barclays PLC 

設立年 1690年 

分類 銀行・証券 

売上高 • 211億ポンド（3兆円）（2018） 

総資産 • 1.13兆ポンド（165兆円）（2018） 

従業員数 • 約 8.4万人 

主要事業 • 銀行業務 

• 投融資銀行業務 

• クレジットカード 

• 資産管理 

気候変動 

対策方針 

• 再エネ及び環境問題に寄与する事業に投融資する 

• 排出係数の高いエネルギ―源へのサステナブルなアプロー

チの構築 

• スコープ 1、2の排出量を 2025年までに 80%削減 

• 2030年までに自社の事業を再エネ 100%とする 

（2025年までに 90%） 

投融資方針 • 環境、人権、ガバナンス・金融犯罪、行動機関の 4分野への

ステートメント及び方針の公表 

（環境方針ではエネルギー・気候変動へのステートメントを

含む） 

TCFD • 2017年 6月賛同 

• TCFDデータユーザーのメンバー 
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バークレイズでは、「環境」、「人権」、「ガバナンス・金融犯罪」の 3 分野へのポリシーポジション、また

はステートメントを公表している。環境分野では、「エネルギー・気候変動」、「森林・パーム油」、「世界遺

産・ラムサール湿原政策」、「融資に係る環境リスク」、「ソフトコモディティコンパクト」の 5項目についてス

テートメントを構築している。エネルギー及び鉱業分野での事業への投融資では、全体的に投融資額を

削減する方針ではあるが、6 条件を満たす事業については、案件毎のデューデリジェンスの実施により

投融資可否を決定することになる。6 条件の他には、TCFD に沿った情報開示の実施、プロジェクトファ

イナンスにおいては、一般的なガイドラインとなる赤道原則および国際金融公社のパフォーマンススタン

ダードへの準拠が求められている。 

 

表 5-10 エネルギー事業におけるデューデリジェンス対象となる最低条件 

1. 赤道原則及び関連する国際金融公社パフォーマンススタンダードへの準拠 

2. 地域及び国内の環境規制・基準への準拠 

3. 環境への悪影響最小化のための事業運営手法の導入及び管理 

4. 事業の影響を受ける地域コミュニティ及び先住民へのステークホルダーエンゲージメント 

5. 労働者及び地域コミュニティの健康・安全へのアプローチ 

6. ガバナンス及び気候関連の課題に対する透明性（TCFD提言に沿った情報開示を含む） 

出典：Barclays (2019)を基に作成 

 

5.3.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス 

バークレイズでは、石油・ガスに関しては、今後も長期間（数十年）に渡り、主要なエネルギー源の役

割を担うと考えている。特に、エネルギー転換時に、石油の代替になり得るガスについては、同期間にお

いて強化されると予測している。そのため、石油・ガス事業への投融資については、エネルギーの安定

供給確保を目的に、制限しつつも支援を継続する方針である。具体的には、石油・ガス事業のうち、北極

園における石油・ガス及びオイルサンド事業に関しては、次の条件を満たした案件に対してのみデュー

デリジェンスが行われることになる。 

 

表 5-11 バークレイズにおける石油・ガス事業におけるデューデリジェンス対象となる最低条件 

分野 条件 

北極園の石油・ガス • 北極園における石油・ガスの探査及び抽出の新規事業及び関連事業 

オイルサンド • オイルサンドの探査、抽出、油槽関連事業 

※デューデリジェンス対象事業は、次のコミットメント表明が求められる： 

 事業が行われている地域の法的、規制的要因を順守し、違反は随時是正されていることの証明 

 ライフサイクルベースの GHG集約度の削減 

 環境的悪影響を最小化するための自社の事業運営及び管理の実施 

出典：Barclays (2019)を基に作成 

 

（2） 石炭 

一般炭の需要は、新技術の開発や世界的なエネルギー構成の多様化により、今後数十年間で減少

傾向との見通しを有している。他方で、石炭は一部地域ではエネルギー構成として使用せざるを得ない

状況との理解も有しており、中期的に、エネルギー構成の一部を占め続けると考えている。 
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そのため、原則一般炭鉱山のグリーンフィールド開発、石炭火力発電の建設・拡大及び MTR 事業へ

の投融資は禁止する方針であるものの、他の石炭関連事業については、以下条件を満たした場合はデ

ューデリジェンスが行われることになる。 

 

表 5-12 バークレイズ石炭事業におけるデューデリジェンス対象となる最低条件 

分野 条件 

既存の石炭採掘・ 

石炭火力発電事業 

• 既存の石炭鉱山、石炭火力発電事業への投融資は継続 

• 上述継続事業の内、以下の条件を満たす： 

 一般炭が収益の 50%を占める 

 発電に占める一般炭の割合が 50%以上 

 上述事業における企業の総合収益が、総収益の大半を占める 

マウンテントップリム

ーバル方式（MTR） 

• MTR事業への関与企業を含む、全クレジット・キャピタルマーケット 

• MTR由来の石炭生産事業への関与企業への財務支援、且つ下記条件を満たす： 

 MTR生産事業からのタイムリーな移行に関する書面での宣言 

 土地開拓／土地再生に寄与する資金活用 

 MTR事業からの移行を支援する資金活用 

出典：Barclays (2019)を基に作成 

 

5.4 バンク・オブ・アメリカ 

5.4.1 概要 

バンク・オブ・アメリカは、米国のノ

ースカロライナ州に本社を置く、大手

金融サービス会社である。 

気候変動対策として、低炭素及び

サステナブル経済への移行支援を宣

言しており、2007 年にはその実現に

向けたイニシアティブである環境ビジ

ネスイニシアティブを設立した。 

本イニシアティブでは、再エネ等に

よる、低炭素社会への移行を加速す

るための資金動員を行っている。な

お、2025 年までの 1,450 億ドルの資

金動員目標が 2019 年末に前倒して

達成見込みのため、2020年には新た

に 3,000 億ドルを目標額へ追加予定

である。 

正式名称 Bank of America Corporation 

設立年 1998年 

分類 銀行・証券 

売上高 • 912億ドル（10兆円）（2018年） 

総資産 • 2.35兆ドル（258.6兆円）（2018年） 

従業員数 • 約 20万人 

主要事業 • コーポレートバンキング 

• 投資銀行 

気候変動 

対策方針 

• 2030年までにサステナブル事業へ 3,000億ドルを投融資 

• 2020 年までにスコープ 1、2 の排出量をカーボンニュート

ラルとする 

• 2020年までに購入電力の 100％を再エネとする 

• 2020年までにエネルギー消費を 40%削減 

• 2020 年までにロケーション基準手法15  による排出量を

50%削減 

投融資方針 • 石油掘削、オイルサンド事業への、デューデリジェンスの

実施 

• 石炭事業への投融資の全面的削減を宣言 

TCFD賛同 • 2017年 6月賛同 
 

 

なお、2015年には、米系銀行の中で最も早く大規模な石炭ダイベストメントを発表した銀行でもある。 

 

                                                      
15 地域、国など定められた区域内における発電に伴う平均の排出 係数に基づきスコープ 2排出量を算定する方法 
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5.4.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス 

石油・ガスの投融資方針は、2019年 4月更新のコーポレート環境社会リスクポリシー枠組みフレーム

ワークに記載されており、以下のような方針を示している。 

 北極圏での石油掘削・生産事業に対するデューデリジェンス実施 

 オイルサンド抽出事業の関与企業に対するデューデリジェンス実施 

 オイルサンド抽出事業の関与企業の運営サイトの定期訪問実施 

 

（2） 石炭 

バンク・オブ・アメリカは、2008年に石炭ポリシーを策定し、2011年から石炭採掘事業のエクスポージ

ャーを急激に減少させてきた。これは、露天採掘の中でも環境への影響が大きいとされる MTR への事

業投資が環境 NGO からのプレッシャーが厳しくなったこと、石炭火力投融資の合計融資残額が巨額で

環境NGOからプレッシャーを受けたこと、MTR方式に対する政府の対応が厳しくなったこと等が背景に

挙げられる。これらを踏まえ、2015 年には次のように石炭ポリシーを更新しするとともに、次のような石

炭ダイベストメント、投融資方針を示している。 

 世界的に石炭採掘事業の関与企業への投融資残高を削減 

 米国内での石炭採掘事業を行う企業への投融資において、米国証券取引委員会ルールに

基づくデューデリジェンスを実施（環境、健康、安全基準に重大な違反がある企業への投融

資の禁止） 

 アパラチア山脈でのMTR及び石炭採掘事業の関与企業への投融資残高を削減 

 米国外での石炭採掘事業を行う企業への投融資において、現地の法規則及び他社のベス

トプラクティス基準の採用を期待（特に人権問題や先住民への配慮） 

 CCUSへの投資の促進 

 投融資先の電力事業者への二酸化炭素排出関連の情報開示要求の推進 

 

さらに、コーポレート環境社会リスクポリシー枠組みフレームワークでは、石炭ポリシーに追加する形

で、石炭火力発電事業への投融資条件を明確化している。同フレームワークによると、石炭火力発電事

業については、CCS 等の新技術が搭載されている新興国での新規案件以外については、直接の資金

提供は行わない方針としている。なお、資金提供が可能になる例外事業については、下記条件での同

行シニアレベルのレビュー・承認が必要となる。 

 

 事業所在地におけるエネルギーアクセス及び取得能力 

 効率的で排出制御を可能とする技術 

 CO2排出量の測定、報告、削減への顧客のコミットメント 

 国際的な気候変動合意へのホスト国の準拠 

 

北極園の掘削については、収益の大半を、石油探索または生産が占めている事業に対してデューデ

リジェンスを行う方針としている。 
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5.5 JP モルガン・チェース 

5.5.1 概要 

JP モルガン・チェースは、米国の

ニューヨーク州に本社を置く、グロー

バル総合金融サービス会社である。 

JP モルガン・チェースは、石炭へ

の投融資を一部禁止しているもの

の、2015 年のパリ協定以降 2019

年までに、化石燃料分野へ1,960億

ドルを投融資している。米国のウェ

ルスファーゴ、ゴールドマンサックス

と共に、化石燃料分野において、世

界トップの資金提供者である。化石

産業ファイナンスに係るNGOである

バンクトラッカーの統計によると、

2018年度世界で最も化石燃料産業

に投融資を行った銀行である。 

正式名称 JPMorgan Chase &Co. 

設立年 1799年 

分類 銀行・証券 

売上高 • 1,090億ドル（11.9兆円）（2018） 

総資産 • 2.6兆ドル（286.1兆円）（2018） 

従業員数 • 約 25.6万人 

主要事業 • 投資銀行 

• 証券取引 

• 資金決済 

• 証券管理 

• 資産運用・ 

• コマーシャル・バンキング 

気候変動 

対策方針 

• 2020年までに自社のエネルギー構成を再エネ 100%とする 

• TCFD提言に沿った情報開示の促進を支援 

• エネルギー移行に寄与する企業及び再エネ・低炭素技術を

重視している企業を支援 

投融資方針 • 2025年までにクリーンファイナンスへ 2,000億ドルを投融資 

• 現代版奴隷・児童労働、世界遺産、石炭、違法伐採、火災

の 5分野への、投融資を禁止 

TCFD • 2017年 12月賛同 
 

 

JP モルガン・チェースは、化石燃料の使用は、引き続き今後も必要と考えつつ、エネルギー移行に寄

与することを戦略に盛り込んでいる企業を支援すること、そして再エネや低炭素技術を重視している企

業への投融資を拡大していくことを目標として掲げている。投融資方針は、環境社会ポリシーフレームワ

ークに記載されており、現代版奴隷・児童労働、世界遺産、石炭、違法伐採、火災の 5分野について、投

融資を禁止している。その他の分野においては、JP モルガン・チェースの E&S リスクポリシーの対象と

なり、事業への投融資時にレビューが行われる。リスクが高いセクター（石油・ガス、石炭、水力発電、ソ

フトコモディティ16）、あるいはリスクレビューにおいて問題が挙げられる場合、追加レビュー（Enhanced 

Review）が必要となり、同レビューを通じ、投融資時のリスク管理を行っている。 

 

5.5.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス 

石油・ガス事業への投融資は禁止されていないが、追加レビュー対象となる。 

 

表 5-13 石油・ガス事業における追加レビュー対象事業 

分野 条件 

水圧破砕法 • 水圧破砕法を用いたシェールオイル、天然ガスの探査及び抽出 

オイルサンド開発 • オイルサンド開発に関与している企業 

北極園 • 北極園における石油・ガス事業 

出典：JP Morgan Chase (2018)を基に作成 

                                                      
16 ソフト商品とは、パーム油、大豆、木材を指す 
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（2） 石炭 

OECD 加盟国の中で高所得国に該当する国では、グリーンフィールドの石炭鉱山または新規石炭火

力発電事業への投融資は禁止されている。その他国における石炭関連事業への投融資には追加レビ

ューによって、投融資判断がなされる。 

 

表 5-14 石炭事業における追加レビュー対象事業 

分野 条件 

石炭採掘 • グリーンフィールド石炭鉱山開発への資金提供の禁止 

• 収益の大半を、石炭の抽出、売却が占めている企業へのクレジットエクスポージャーを中期的に削減 

• Diversified mining及び新規石炭生産事業を行う企業への資金提供時にはデューデリジェンスを実施 

• MTRに関与している企業への投融資を削減（継続見込み） 

石炭火力発電 • 高所得 OECD 加盟国における、新規石炭火力発電事業への資金提供の禁止（除外条件：CCS 技術が備

えられている場合は案件毎に検討） 

• 高所得 OECD加盟国外における、新規石炭火力発電事業への資金提供の禁止 

（除外条件：超々臨界圧発電技術の活用） 

• JPモルガン・チェースが投融資中の発電ポートフォリオにおいて、石炭火力比率を低減 

（石炭火力発電を含む取引はデューデリジェンスを適用） 

出典：JP Morgan Chase (2018)を基に作成 

 

5.6 ゴールドマン・サックス 

5.6.1 概要 

ゴールドマン・サックスは、ニューヨ

ーク州に本社を置く、金融グループで

ある。 

気候変動対策の方針として、環境

社会リスクの管理含むサステナビリテ

ィ分野へのアプローチが環境ポリシー

フレームワークに記載されている。 

気候変動対策では、4 分野（緩和、

適応、リスク管理、運営）における事

業へのイニシアティブ・コミットメントを

発表している。 

正式名称 The Goldman Sachs Group, Inc. 

設立年 1869年 

分類 銀行 

純資産 • 366.16億ドル（4兆円）（2018） 

収益率 • 9,317億ドル（102.5兆円）（2018） 

主要事業 • 投資銀行 

• 機関投資家向けクライアント・サービス 

• 投資および貸付業務 

• 投資運用業務 

気候変動 

対策方針 

• Environmental Policy Framework で、「緩和」、「適応」、

「リスク管理」、「運営」に関するイニシアティブを公表 

• 気候変動ガイドラインでは、炭素集約度が高い分野への

デューデリジェンスガイドライン（GHG 排出量に関する開

示、管理を含む）を策定 

投融資方針 • 2025 年までに、クリーンエネルギー投融資を 1,500 億ド

ルに引き上げ 

• 石油・ガス及び石炭を含む 14セクターへのデューデリジェ

ンスガイドラインを策定 

• 2020年までに環境に配慮した事業運営へ 20億ドル投資 

TCFD • 2018年 9月賛同 
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表 5-15 ゴールドマン・サックスの気候変動へのコミットメント 

事業 条件 

気候緩和 • クリーンエネルギー投融資の目標を 2025年までに 1,500億ドルへと引き上げ 

• クリーンエネルギーソリューションへのアクセスの促進 

• 炭素市場及びその他の気候関連の市場メカニズムの効率的な開発の促進 

気候適応 • 気象関連の大災害債券により、気候インパクトをより効果的に管理するための支援の提供 

• 需要が高まる水及び廃水インフラへの投融資の促進 

• 従来のインフラと併せた、グリーンインフラソリューションの提供 

気候リスク管理 • 資産運用部門によるカーボンフットプリント分析 

• 環境、社会リスク管理への高水準の取組を適用 

（炭素集約度が高いセクターのガイドライン及びレビューを含む） 

気候を考慮した

組織運営 

• 2015 以降、事業運営全体において、カーボン・ニュートラルを実現（スコープ 1、2 のみならず、

スコープ 3 も含む） 

• 再エネ電力からの調達を 2020年までに 100%とする目標を設定 

• 環境に配慮した事業への投資を 2020年までに 20億ドルとする目標を設定 

出典：Goldman Sachs (2015a)を基に作成 

 

投融資方針は、「一般産業」、「農業／ソフトコモディティ」、「金属・工業」、「石油・ガス」、電力発電」に

分類された、14セクターに対するデューデリジェンスガイドラインを策定している。 

 

5.6.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス 

石油・ガス事業への投融資は禁止されていないが、デューデリジェンスの対象となる。 

 

表 5-16 ゴールドマ・ンサックスの石油・ガス事業のデューデリジェンス対象 

分野 条件 

石油・ガス埋蔵地 • 新規石油・ガス埋蔵地の開発、または同環境におけるインフラ事業 

※必要に応じ、「先住民族」、「保護地域・世界遺産」、「人権」に係る方針との整合性を証明 

非在来型石油・ガス及び

水圧破砕法 

• 新規非在来型石油・ガス事業 

• 水圧破砕法事業 

オイルサンド • 全事業 

天然ガス火力発電 • 新規天然ガス火力発電事業 

出典：公開資料を基に作成 

 

（2） 石炭 

ゴールドマンサックスでは、以下の事業に対する投融資は禁止されている。その他の石炭関連事業へ

の投融資はデューデリジェンスの対象となる。 

 米国及び先進国17における、石炭火力発電事業の新規案件への直接投融資 

 MTR事業 

 米国の石炭企業による、MTRによる石炭生産事業 

 

  

                                                      
17 FTSE市場分類（2015年 9月時点）の定義による、先進国 
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表 5-17 ゴールドマン・サックスの石炭事業のデューデリジェンス対象 

分野 条件 

石炭火力発電 • 米国及び先進国における CCS等の新技術が搭載された石炭火力発電事業 

• 発展途上国における新規の石炭火力発電事業 

石炭採掘 • 諸外国における石炭採掘事業 

• 新規の石炭鉱山開発 

※必要に応じ、「先住民族」、「保護地域・世界遺産」、「人権」に係る方針との整合性を証明。なお、場

合によって、国際金属・鉱業評議会（ICMM）の原則との整合性を取ることを推奨 

マウンテントップリムーバル

方式（MTR） 

• 米国の石炭企業を対象に、MTR生産事業の削減計画を策定 

出典：Goldman Sachs (2015b)、公開資料を基に作成 

 

5.7 AXA 

5.7.1 概要 

AXA は、フランスに本社を置

く、世界売上第二位の保険・資

産運用会社である。 

2015 年に、業界としては先進

的存在として、炭素集約度が高

い産業の将来性が低いことを理

由に石炭関連事業から 5億ユー

ロのダイベストメントを実施して

いる。その後、2017 年にはダイ

ベストメント額の引き上げ（24 億

ユーロ）、積極的なグリーン投資

のコミットなど、気候変動対策へ

積極的に取り組んでいる。 

 

 

正式名称 AXA SA 

設立年 1817年 

分類 保険・金融グループ 

売上高 • 1,029億ユーロ（12.5兆円）（2018年） 

純資産 • 9,310億ユーロ（113.3兆円）（2018年） 

従業員数 • 約 12..5万人 

主要事業 • 生命保険（貯蓄商品を含む） 

• 損害保険 

• 健康 

• 資産運用 

• 銀行業務 

気候変動 

対策方針 

• リスク管理専門性を通じた、気候変動及びリスクへの理解向上 

• 引受業を通じ、社会がとるリスクへの理解向上及び対策促進 

• 投資先企業に対する、TCFD フレームワーク活用 

投融資方針 • 責任投資戦略を投融資方針の基準としている 

• 6 セクター（たばこ、武器、農林水産物、パーム油・森林、タール

サンド・オイルサンド、石炭掘削・石炭火力発電）について、それ

ぞれの投融資方針を策定 

• 2020年までに、120億ユーロのグリーン投資を実施 

TCFD • 2017年 6月賛同 

• TCFD取締役会のメンバー 
 

 

気候変動リスクへの理解向上、投融資における TCFD フレームワークの活用など、気候変動対策目

標の設定に伴い、投資、保険、運営、リーダーシップ、生物多様性の 5 分野毎のイニシアティブを策定し

ている。 
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表 5-18 AXAにおける気候戦略のイニシアティブ 

イニシアティブ 戦略 

投資 • グリーン資産への投資、インパクト投資 

• 炭素の集約度が高い分野（石炭、オイルサンド）からのダイベストメント 

• 気候関連のシェアホルダーエンゲージメント 

• 長期的目線を用いた気候リスクの分析 

• TCFD提言に沿った、ポートフォリオの整合性 

保険 • 石炭・オイルサンドイニシアティブの引受制限 

• 損害保険及び生命・貯蓄保険におけるグリーン／サステナブル商品の企画 

• 途上国向け新保険商品のプロモーション（所謂、パラメトリック保険） 

運営 • エネルギー・炭素排出、水、紙の分野をカバーする、直接的な環境フットプリント目標の設定 

リーダーシップ • 気候変動を阻止するための、リーダーシップ思考、NGOとの連携、学術研究、官民パートナーシップへの取

組 

生物多様性 • 生物多様性の損失問題への取組 

出典：AXA (2019)を基に作成 

 

投資に関しては、グループ責任投資戦略を定めており、「投資意思決定プロセスにおいて、ESG パフ

ォーマンス評価を組織的に統合すること」、「投融資対象から社会、人権、倫理、環境に関する課題に直

面するセクターを除外」、「グリーン投資の推奨」、「インパクト投資の開発」、「エンゲージメントや投票を

通じたスチュワードシップの促進」が柱となっている。 

なお、たばこ、武器、農林水産物、パーム油・森林、タールサンド・オイルサンド、石炭掘削・石炭火力

発電の 6セクターには、セクター別投融資ポリシーが策定されている。 

 

5.7.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス（タールサンド／オイルサンド） 

石油・ガス関連投融資は、タールサンド・オイルサンドにおける AXA グループ投資・引受ポリシーが基

盤となっている。タールサンドは、石炭と同様に炭素集約度が高く、地域の環境汚染問題の重大要因と

なっている上、人権に関する不安も抱かれている。これらを踏まえ、AXA は下記条件に基づき、タール

サンド事業に関与している企業からダイベストメントを行い、投融資及び保険取引の禁止を決定している。

保険については、オイルサンドと、オイルサンドと関連のない資産が両方含まれる場合、（例外的である

が、）ダイベストメント対象から除外される可能性もある。 

 

表 5-19 AXAにおけるタールサンド／オイルサンドのダイベストメント対象 

サービス ダイベストメント対象 

投融資 • 保有鉱区の石油埋蔵量の 30%以上をオイルサンドが占める、オイルサンド生産企業 

• オイルサンドの輸送事業への関与が深い、パイプライン事業者（タールサンドパイプラインに係る資

産、売上高、投資の 3条件を考慮） 

保険 • オイルサンド抽出事業（主に財産、建設工事保険） 

• オイルサンドの輸送事業（特にパイプライン） 

• オイルサンドと非オイルサンド等の異なる資産のパッケージリスクは、例外規定として検討 

• 北極圏における石油・ガス掘削（引受事業の基準に基づく） 

出典：AXA (2018b) を基に作成 
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（2） 石炭 

AXA の石炭への投融資、保険提供方針は、石炭採掘及び石炭火力発電における AXA グループ投

資・引受ポリシーに原則されている。同ポリシーにも基づき、2015 年には、5 億ユーロのダイベストメント

を実施したが、2017 年には、ダイベストメント対象を拡大し、ダイベストメント額を 24 億ユーロ（約 3,200

億円）に引き上げている。投融資については、次の事業への投融資を禁止することを方針としている。本

方針は、企業の持ち株会社（石炭に関与していない関連会社は除く）にも適用されることになる。 

 収益の 30%以上を石炭火力発電が占める電力会社 

 計画中の石炭火力発電建設の設備容量合計が 3GW 以上の電力会社 

 収益の 30%以上を石炭採掘事業が占める鉱業会社 

 年間の石炭生産量が 2,000万トンを超える鉱業会社 

 上記事業の持ち株会社（ただし、石炭に関与していない関連会社は除外） 

 

保険に関しては、次の石炭事業の保険引付が禁止されている。しかしながら、本方針は、エネルギー

または熱効率を改善を目的とする、既存の石炭火力発電所の回収、修繕（レトロフィット）事業には適用

されない。 

 新規石炭事業：石炭火力発電所の新設を行う企業 

 既存の石炭事業：休止している炭鉱や石炭火力発電を再稼働させる企業 

 

なお、以下のようなダイベストメントの除外条件も規定されている。 

 

表 5-20 AXAにおける石炭のダイベストメント対象除外条件 

サービス 条件 

投融資 • 石炭事業に関与していない関連組織 

• 石炭関連債務を発行していない金融部門 

• 収益の 30-35%を石炭が占めているが、優れたエネルギー移行計画を提示している電力会社 

• 2,000万トン以上の石炭生産を行っている企業（例外的であり、年間レビューが行われる） 

保険 • エネルギーアクセスが乏しく、他のベースロード電源を有さない途上国 

出典：AXA (2018a)を基に作成 

 

（3） 資産運用 

資産運用は、グループ会社の AXA インベストメント・マネージャーズ（AXA IM）が行っている。TCFD

提言に沿いつつ、資産運用における独自の気候変動方針を有しているが、ダイベストメント、スチュワー

ドシップ、報告と投資の統合、企業責任の 4軸が基本方針として掲げられている。 

ダイベストメントについては、ESG 統合プロセスの一環とした責任投資として、武器、ソフトコモディティ、

パーム油、気候リスクの 4セクター毎に投融資方針を策定している。2019年 5月に導入された気候リス

ク方針は石炭、タールサンドに関するファイナンス制限が含まれており、詳細は以下のとおりである。 
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表 5-21 AXA IMのダイベストメント方針 

事業 ダイベストメント対象 

石炭 • 収益の 30%以上を一般炭が占める企業 

• 年間の石炭抽出量が 2,000万トンを超える鉱業会社 

• 収益の 30%以上を石炭火力発電が占める電力会社 

• 石炭火力発電への投資拡大（3GW 以上）を中期的に計画している電力会社 

• 収益の 50%以上を石炭が占める企業 

石油・ガス • 収益の 20%以上をタールサンドの抽出が占める鉱業会社 

• 収益の 20%以上をタールサンドの輸送が占めるパイプライン会社 

出典：AXA IM (2019)を基に作成 

 

スチュワードシップとして、AXA IM は、石油・ガス、鉱業、電力、自動車企業の 4 セクター（計 36 社）

に対し、エンゲージメントを行っている。エンゲージメントの支援として、AXA IM はクライアントの株主決

議を使い、気候変動における戦略的計画への加速を目標としている。2017 年には、エネルギー企業 15

社に対して株主決議を提出している。 

 

表 5-22 AXA IMにおける気候エンゲージメント対象企業（2017年） 

石油・ガス（9社） 鉱業（10社） 電力（9社） 

• BP 

• Eni 

• Royal Dutch Sell 

• Equinor ASA 

• Total S.A. 

• LUKOIL 

• PGE 

• American Electric Power 

• CEZ（チェコ） 

• SSE 

• Centrica  

• National Grid Group 

• DRAX 

• Angro American  

• BHP Billiton 

• Glencore 

• Rio Tinto 

• Sevelstal 

• Arcelor Mittal 

• EDF 

• Engie 

• RWE 

• E.ON 

• Uniper 

• EnBW 

• Fortum 

• Iberdrola 

• Enel 

出典：AXA IM (2018)を基に作成 

 

表 5-23 AXA IMにおける気候決議対象企業（2017年） 

エネルギー企業（16社） 

• Exxon Mobil 

• Dominion Energy 

• First Energy 

• Noble Energy 

• AES Corporation 

• DTE Energy 

• Hess 

• Occidental Petroleum 

• Ameren 

• Duke Energy 

• Kinder Morgan 

• PPL 

• Devon Energy 

• First Energy 

• Marathon Petroleum 

• Southern Company 

出典：AXA IM (2018)を基に作成 

 

なお、エンゲージメントに際して、気候変動関連のリスク、機会を評価するための企業戦略の情報開

示やシナリオプランニングを重視している。 

報告・投資の統合については、2019年から、新しい気候関連の指標を使用する旨を宣言している。ポ

ートフォリオにおける 2℃目標に寄与する度合い、炭素予算、グリーン割合に関する情報等の新しい指

標は、情報開示の評価に適用され、ポートフォリオを構築する際の判断材料となる。 
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5.8 アリアンツ・グループ 

5.8.1 概要 

アリアンツ・グループは、ドイ

ツ・ミュンヘンに本社を置く、大手

金融サービス会社である。気候

変動対策として、グループの気

候変動センター「Allianz Climate 

Solutions GmbH」を設立し、気

候変動戦略の策定に取り組んで

いる。本戦略を通じ、2040 年ま

での石炭関連企業への投融資

及び保険事業の停止等、積極的

な気候変動対策を推進してい

る。SBT イニシアティブ、インベ

スターアジェンダ、脱炭素化を目

指す機関投資家イニシアティブ

（ Portfolio Decarbonization 

Coalition）当への参画を通じ、低

炭素経済への移行に携わってい

る。 

正式名称 Allianz Group 

設立年 1890年 

分類 保険・金融グループ 

売上高 • 1,306億ユーロ（15.9兆円）（2018年） 

純資産 • 1.96兆ユーロ（238.7兆円）（2018年） 

従業員数 • 約 14万人 

主要事業 • 生命保険（貯蓄商品を含む） 

• 損害保険 

• 資産運用 

気候変動 

対策方針 

• パリ協定の 2℃目標の達成 

• 2020 年までに CO2 排出及び従業員毎エネルギー消費量を

30%削減 

• TCFD提言に準拠した気候変動戦略への更新 

投融資方針 • リスクが高いとされる 13 セクターを対象とした、ESG ガイドライ

ンの策定 

• 武器及び石炭関連事業への投融資方針の策定 

• 2040 年までに、石炭関連企業の全保有株へのダイベストメント

の実施 

• 2020年までに、4億人への気候リスク保険の提供 

• 2050年までに、ポートフォリオをカーボンニュートラル化 

TCFD • 2017年 6月賛同 

• ドイツの G20議長国期間中、TCFD賛同への働きかけを実施 

• G20政府への TCFD賛同働きかけのための、WEF主導ステー

トメントへの署名 
 

 他にも、2020 年までに CO2 排出量及び従業員毎エネルギー消費量の 30％削減、石炭関連事業へ

の投融資削減、気候関連情報開示の拡大に向けた支援等に取り組んでいる。情報開示については、企

業としてTCFDに賛同しており、TCFD提言に沿った情報開示を行っている。投資先企業へも、CA 100+

を通じて同様の情報開示の促進を推奨している。 

なお、アリアンツは、2019 年 2 月に国連持続可能な保険原則（PSI）と共同で、保険業界において

ESGリスクを企業戦略や意思決定に盛り込むため、損害保険引受にかかる ESGリスク統合ガイダンス

のドラフトを発表している。フルバージョンは、パブリックコンサルテーションを受け、2020 年第一四半期

に公表される予定である。主要なプロジェクトメンバーは、AXA、ミュンヘン再保険を含んでいる。 

企業における推奨ガイダンスとして、GHGプロトコル、および現在作成中のPSIのTCFDガイダンス、

推奨イニシアティブとして RE100、SBTを挙げている。 

 

5.8.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス 

アリアンツ・グループは、石油・ガスにおける事業への投融資除外条件を定めていないが、ESGガイド

ラインを策定しており、リスクが高いとされる事業については、ESG スクリーニングを実施し、各事業へ

の投融資の妥当性をアリアンツ・グループレベルで検討している。なお、アリアンツ・グループの石油・ガ

スにおける事業への投融資ガイドラインは、IPIECA の石油・ガス産業におけるサステナビリティ情報開

示ガイダンスを含め、様々な業界団体イニシアティブを基準として作成されている。 
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表 5-24 アリアンツ・グループの石油・ガス事業及び石炭採掘リスクガイドライン 

リスク種別 評価基準 

生物多様性リスク • 絶滅危惧種への悪影響削減のための緩和対策不足 

• IUCNレッドリストの絶滅危惧種への影響 

環境リスク • 解体／エンドオブライフの計画不足 

• 環境及び規制上のライセンス及び許可プロセスの未実施あるいは内容不備 

• 環境影響評価の未実施あるいは国内・国際規格及び必要なパブリックコンサルテーションへの未準拠 

（すべての補助インフラ（送電線、アクセス道路等）） 

• オイルサンドの尾鉱池からの水の再利用 

• 無い上流・下流への影響（漁業・公害・洪水リスクへの影響及び社会経済的影響を含む） 

環境リスク管理 • 流出管理・レスポンス・修復管理計画の不足 

ガバナンスリスク • 贈収賄防止及び腐敗防止計画・システム・プロセスの不足 

地域コミュニティ

へのリスク 

• 特典共有契約あるいは補償を有さない 

• 影響を受けた当事者からの「自由意思による、事前の十分な情報に基づく同意」の未取得 

• 事業関連の汚染による、地域住民・環境への被害事例 

保護区域へのリ

スク 

• 環境・社会・文化的に価値のある区域（世界遺産、ラムサール条約湿地、IUCN カテゴリーVI.資源保護地

域、ナチュラ 2000、生物多様性保全の鍵になる地域）から 30km以内で実施される事業 

• 救済と汚染の修復が問題になる可能性がある極地で実施される事業（石油・ガス事業のみ） 

レピュテーション

リスク 

• アリアンツ・グループのステークホルダーからのレピュテーションへの悪影響 

住民移転リスク • 住民移転における身体的危害インシデント 

• 住民移転及び土地・水・財産権（原住民含む） 

• 住民移転対象者へのコンサルテーション不足 

出典：Allianz (2018a)を基に作成 

 

（2） 石炭 

アリアンツ・グループは、パリ協定の 2℃目標達成に向け、石炭事業において、事業の段階的廃止や

新規石炭生産事業の停止が必要と考えており、IEA の「Energy Technology Perspectives」データを基

にした、石炭事業の段階的廃止計画を策定中である。2040年までに、石炭関連企業へのダイベストメン

トの実施及び損害保険の引受停止を実施予定であり、本施策を受け、一般企業と比較し、アリアンツ・グ

ループのポートフォリオにおける石炭事業比率は、パリ協定における2℃目標を超える見込みである。具

体的に、2015年以来、アリアンツ・グループは石炭関連事業への投融資を停止しており、石炭事業の全

保有株へのダイベストメントについても完了している。 

現在では、下記条件を満たす企業あるいは関連事業体（最低 20%出資）への投融資は行わない方針

としている。企業が投融資の対象外となった場合、企業が示す 2℃目標へ準拠した石炭割合の削減戦

略について案件毎に評価が行われ、投融資可否が再検討される。 
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表 5-25 アリアンツ・グループの石炭事業への投融資ガイドライン 

分野 条件 

石炭火力発電 • 発電に占める一般炭の割合が 30%以上 

• 2℃目標に反する、0.5GW 以上の一般炭の発電設備容量の追加計画18を有する 

• 2℃目標準拠のためには、今後 10年間で 50%以上の発電設備容量停止19が必要 

石炭採掘 • 売上に占める一般炭鉱業の割合が 30%以上 

出典：Allianz (2018b)を基に作成 

 

なお、保険分野については、石炭火力発電事業及び石炭鉱山関連の建設・運営事業への単独保険

は提供しない方針としている。但し、熱効率、石炭以外に代替となる低炭素エネルギー源が無いことの

証明、地域の発電設備容量、国連基準に基づく国の発展レベル等を考慮した評価結果を受け、事業へ

の投融資可否が決定される。なお、2040 年までに、石炭火力発電事業及び石炭鉱事業からの収入割

合を現行の 30%から 0%に低減するため、2022年末までに同比率を 25％とする計画を表明している。 

エンゲージメントへの取り組みとしては、企業に対して、石炭関連戦略の明確化及び運営事業での耐

気候性の構築を要請している。 

 

5.9 ミュンヘン再保険 

5.9.1 概要 

ミュンヘン再保険は、ドイツ・ミュン

ヘンに本社を置く、保険・金融サービ

ス企業である。 

パリ協定の目標（平均気温情報を

産業革命前の水準よりも 2℃以下に

抑える）を支援しており、電力、運輸、

エネルギー貯蔵、鉱業生産における

新規技術の促進を重視している。保

険サービスの提供により、当該新規

技術のリスク削減に取り組んでいる。 

正式名称 Munich Reinsurance Company 

設立年 1880年 

分類 保険・金融グループ 

売上高 • 4.3億ユーロ（523.7億円）（2018） 

純資産 • 866億ユーロ（10.5兆円）（2018） 

従業員数 • 約 4万人（2018） 

主要事業 • 再保険（生命、損害） 

• 第一次保険 

気候変動 

対策方針 

• 事業運営のカーボンニュートラル実現（2015年に実現） 

• 2020年までに CO2排出量を 35%削減（2009年比） 

• 保険サービスを通じた、低炭素経済への移行実現のため

の新規技術のリスク削減 

• 2020年までに事業運営の電力を 100%再エネ化 

投融資方針 • リスクの高い 7 分野（武器、石炭、北極園の掘削、オイル

サンド、フラッキング、鉱業、農地投資）への投融資方針を

策定（非公開） 

TCFD • 賛同、情報開示共に未実施 

• UNEP-FIのパイロットプログラムとして、大手保険会社 17

社と共に、TCFD 保険ワーキンググループに参加し、保険

業界における気候変動に関する情報開示の手法を検討 
 

 

気候変動戦略は、外部企業向けの「ビジネス関連アクティビティ」（リスク評価、リスク移行ソリューショ

ン、資産管理）及び内部向けの「企業責任」（カーボンニュートラル戦略、気候関連イニシアティブへの参

                                                      
18 既存の発電設備のレトロフィットや効率改善を許可するために設立。IEA World Energy Outlook (WEO)のデータを基準としており、

2℃投資イニシアティブより提供 
19 IEA WEOデータを基準としており、2℃投資イニシアティブより提供 
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画）に分類されている。戦略の一環として、2015年以降は、運営事業において、グループ会社としてカー

ボンニュートラルを実現している。更に、2020 年までにミュンヘン再保険における従業員一人当たりの

CO2排出量を 35%削減（2009年比）する目標を設定している。 

ミュンヘン再保険の投融資方針は、「ESG 条件の統合」、「フォーカストピック」、「除外条件の定義」を

3つの柱としている。リスクの高い 7分野（武器、石炭北極園の掘削、オイルサンド、フラッキング、鉱業、

農地投資）については、保険、第一次保険、投資に適用されるポジションペーパー、ベストプラクティスの

提言等を策定している。 

 

5.9.2 投融資方針 

（1） 石炭 

2018年には、石炭に関する投融資、保険方針を下記のとおり強化している。 

 収益の 30%以上を石炭採掘または石炭発電が占める企業の株式、債券への投融資禁止 

 先進国における、石炭火力発電所の新規建設、石炭鉱山への再保険をすべて禁止（但し、

人口の 10%以上が未電化の新興国は対象外） 

 

5.10 カルパーズ（CalPERS） 

5.10.1 概要 

カリフォルニア州職員退職年金基

金（CalPERS）は、カルフォルニア州

の公務員の公的年金基金であり、公

的年金の中では、米国最大である。 

2017年には「2017-2022年戦略計

画」が策定され、「年金基金における

長期的サステナビリティ強化」を目標

の 1つとしている。また、同年には、同

州の法律（SB 185 Section 7513.75）

に伴い、石炭関連企業 14社に対する

ダイベストメントを実施している。但

し、事前に改善通知を行い、対応がな

された企業については、ダイベストメ

ントの対象外としている。 

正式名称 California Public Employees’ Retirement System 

設立年 1932年 

分類 公的年金基金 

運用資産 • 3,540億ドル（38.9兆円）（2018） 

メンバー • 約 190万人 

主要事業 • カリフォルニア州職員、学校、公的機関の職員の退職金

制度、健康保険を運用 

気候変動 

対策方針 

• エンゲージメント及びアドボカシーを通じて、脱炭素化へ

の物理的及び移行リスクの最小化を目指している 

• リサーチやリスクの統合を通じた、ポートフォリオへの経

済的リスクを把握し、気候変動による長期的変化に対応 

投融資方針 • CalPERS の信念として、投資ポートフォリオの戦略的管

理を図る 10の投資に関する信念を採択 

• CalPERS の戦略計画（2017-2022）の一環として、「5 ヵ

年サステナブル投資プログラム」を公表 

• 投融資方針として、TCFD、SASB、GRES、CDP のいず

れに沿った環境リスク・機会に関する情報開示を要求 

TCFD • 2017年 6月賛同 
 

CalPERSにおける投資ポートフォリオ将来計画である「5ヵ年サステナブル投資戦略」において、環境

分野では 4種類の「戦略イニシアティブ」および 2種類の「コアイニシアティブ」が掲げされている。 
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表 5-26 CalPERSサステナブル投資戦略（2017-2022）における戦略イニシアティブ 

イニシアティブ 目標 KPI 

戦略 データ・情報開示

基準 

• 定期的な刊行物発行による ESG を考慮

した情報開示の強化 

• ESG を考慮した定期的な情報開示を必

須とする 

• 統合された情報開示の進捗をベンチマーク・モニタリ

ング 

• ESGを考慮した定期的な情報開示が必須 

Climate Action 

100+に関するエ

ンゲージメント 

• CA 100+の企業の内 80社へのエンゲー

ジメントを通じて、気候関連のリスク・機

会を管理 

• CA 100+の企業の、パリ協定に沿った炭素削減目標

設定の確認 

• カーボンフットプリントの削減を測定・報告 

• 削減目標を設定した企業の、経済情報を監視 

マネージャーから

の期待 

• CalPERS が ESG 投資のリスク・機会を

より理解するためのマネージャからの期

待 

• すべてのマネージャーが、意思決定において ESG を

考慮する方針・プロセスを保持 

• デューデリジェンス、コントラクター、モニタリング事業

におけるプロセスを文書化 

リサーチ • CalPERS の投資目標におけるリスク・リ

ターンに関連する ESG要素を理解 

• 根拠に基づく下記項目のレビュー （ Complete 

Evidence Review） 

 SIRI リフレッシュ（ダイバーシティ、所得格差） 

 グローバルエクイティ戦略 

 エンゲージメント通知により最も water risk に晒さ

れる企業のリサーチ 

 ガバナンス、サステナビリティ規則のレビューにお

けるトピック（サプライチェーン問題を含む） 

 調査結果を投資の意思決定への反映 
出典：CalPERS (2016, 2019)を基に作成 

 

2019 年度は、「インベスターリーダーシップネットワーク（ILN）での活動」、「投資意思決定における気

候関連財務リスクの考慮」、「3 年毎の州議会への状況報告を義務化する州法案「SB964」及び TCFD

提言の準拠」、「年金給付のための金融市場構造改革への取り組み」が重視されている。 

ILN とは、2018 年に G7 イニシアティブとして発足された、長期投資におけるグローバルコラボレーシ

ョンプラットフォーム及びサステナビリティへの課題について国際投資家の連携を支援するプラットフォー

ムのことである。ILNにおいてCalPERSは、インフラ開発、及び途上国や新興経済に関する専門性を提

供すること、TCFDに基づく気候関連情報開示の実行を促進することの役割を担っている。 

 

2013年 9月、CalPERSの事務管理役員会は、10種類の投資に関する信念を規定し、投資ポートフ

ォリオの優先度を明確化した。その内、2種類が気候変動問題に関わっている。 

上述の投資に関する信念の規定に伴い、CalPERS は、ダイベストメントへの基本的アプローチとして

エンゲージメントを優先するとの声明を出している。その背景として、CalPERS はカリフォルニア州の公

的機関の職員への受託者義務を尊重する必要があるため、ダイベストメントは、コストやリスクを検討し

た上で受託者義務を守れる範囲で行う方針を有することが挙げられる。また、CalPERS はダイベストメ

ントの実施により資産が別の投資家へ移動することで、株主として企業への働きかけができなくなること

を懸念しているようである。 

なお、企業の情報開示に関しては、CalPERS では、ガバナンス及びサステナビリティ方針「CalPERS 

Governance and Sustainability Principles」を策定しており、企業に対して TCFD 提言、SASB、CDP

等に沿った環境関連影響の情報開示を行うことを推奨している。 
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5.10.2 投融資方針 

（1） 石炭 

CalPERS は 2015 年 10 月に合法化されたカリフォルニア州の法律（SB185 Section7513.75）

「Public Divestiture of Thermal Coal Companies Act」 に伴い、一般炭鉱業が収益の 50%以上を占め

ている企業の株を 2017年に売却した。 

具体的には、上述の法律に定義されている石炭火力企業に該当する可能性があるとして、2015 年に

約 24社を特定し、CalPERSの投資委員会にて当該企業への新規あるいは追加投資を禁止した。2017

年 5月には、特定した企業に対して下記の評価及び対応を行った。 

 3社：改善要求への回答を受け、ダイベストメント対象外 

 14社：改善要求へ未対応あるいは未回答のため、ダイベストメントを実施 

 8社：株式を保有していないが、上述の法律違反となる企業を特定 

 

表 5-27 CalPERS要請に対する改善対応例 

企業名 対応策概要 

Banpu Public Co. Ltd. • 2016 年 2 月に、太陽光発電への投資開始及び今後数年間で太陽光発電による利

益が会社全体で重要な役割を担うことを表明 

Exxaro Resources Limited • 2016年 6月に、カーボンニュートラルなアプローチの活用等及び風力発電等のクリ

ーンエネルギー案件の推進によるポートフォリオの多角化を表明 

PT Adaro Energy • 2015 年 11 月に、太陽光や地熱発電等の再生可能エネルギーへの投資比率の向

上及び今後の太陽光発電等の再生可能エネルギー分野への注力を表明 

出典：CalPERS (2017)を基に作成 

 

表 5-28 CalPERSダイベストメント対象企業 

株式売却（14社） 株式未保有（8社） 

• Alliance Holdings GP LP 

• Alliance Resource Partners 

• Arch Coal Inc. 

• China Coal Energy 

• Cloud Peak Energy Inc. 

• Gujarat Mineral Development Corp. 

LTD 

• Hallador Energy Co. 

• INDO Tambangraya Megah TBK P 

• Inner Mongolia Yitai Coal 

• Lubelski Wegiel Bogdanka SA 

• Peabody Energy Corp 

• Tambang Batubara Bukit Asam 

• Westmoreland Coal Co. 

• Whitehaven Coal Ltd. 

• Asia Resource Minerals PLC 

• Alpha Natural Resources Ltd. 

• James River Coal Company 

• Coal India Limited 

• PT Bumi Resources 

• PT Harum Energy 

• Foresight Energy 

• Rhino Resources 

出典：CalPERS (2017)を基に作成  
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5.11 ノルウェー政府年金基金 

5.11.1 概要 

ノ ル ウ ェ ー 政 府 年 金 基 金

（GPFG）は、1990 年に設立された

ソブリン・ウェルス・ファンドである。ノ

ルウェーの主要産業である原油・ガ

ス収入を基にした運用資金 1兆ドル

超を擁する、世界最大級の機関投

資家である。 

ノルウェー財務省がアセットオー

ナー、ノルウェー銀行（中央銀行）の

投資マネジメント部門（NBIM）がア

セットマネージャーとなっている。財

務省は、ベンチマークの設定、リスク

上限の設定、各種ガイドラインの設

定を行い、NBIM が、それらに基づ

き、個別のアセスメントを行い、資産

運用を行うことになる。 

 

正式名称 The Government Pension Fund Global 

設立年 1990年 

分類 政府年金基金 

運用資産残高 • 8.3兆ノルウェー・クローネ（101.1兆円）（2018年） 

収益率 • -6.1%（2018年） 

主要事業 • 公的年金基金及び原油・ガス収入運用基金 

• 国外の国際株式、確定利付け債、不動産への投資 

• 73か国 9,000超の企業の株式保有 

気候変動 

対策方針 

• 企業戦略・経営計画への気候変動リスク・機会の考慮 

• 企業のリスク管理への気候変動リスクの考慮 

• 物理的気候変動リスク及び GHG排出量の情報開示 

• 政策立案者・規制当局との連携及び気候変動関連の法

規制への対応方針の透明性 

投融資方針 • 投資除外先企業の選定方針は、「商品」「規範」の 2軸に

基づく 

 商品軸：①問題のある兵器、②たばこ、③石炭関連

（一般炭及び石炭火力発電） 

 規範軸：①深刻な人権侵害、②戦争や紛争下での

深刻な個人の権利侵害、③深刻な環境破壊、④腐

敗、⑤他の深刻な倫理違反  

• 除外指定先企業は、GPFG 倫理委員会の評価を経て

NBIが決定する 

TCFD • 2017年 11月賛同 
 

 

投資対象はノルウェー国外の資産（国際株式、確定利付債、不動産）のみであり、73か国 9,000超の

企業へ投資を行っている。投資方針は、NBIM提言及び議会での討議を踏まえ財務省が判断することに

なる。ノルウェーは、EUの一員ではないものの、欧州経済領域（EEA）を通じ、金融的にはEUルールに

準拠している。なお、NBIMへのヒアリングによると、今後再エネ投資を拡大する計画も有している。 

 

GPFGは気候変動対策として、投資先企業への投融資方針を、対象分野とする7項目（子供の権利、

気候変動、水管理、人権、税金・透明性、腐敗防止）別に策定している。気候変動分野での投融資方針

としては、「気候変動戦略―企業への期待」を策定し、下記 4 項目の実施を投資先企業へ求めており、

特に情報開示について、TCFD提言に沿った情報開示及びシナリオ分析の実施を推奨している。 

 企業戦略・経営計画への気候変動リスク・機会の考慮 

 企業のリスク管理への気候変動リスクの考慮 

 物理的気候変動リスク及び GHG排出量の情報開示 

 政策立案者・規制当局との連携及び気候変動関連の法規制への対応方針の透明性  
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表 5-29 GPFG の投融資先企業への気候変動関連要望 

項目 要望概要 

企業戦略・経営計画

への気候変動リスク・

機会の考慮 

• 経済的影響があると思われる物理的移行リスクについての投資計画への考慮及び GHG 排出量の削減

目標の設定 

• 多様なシナリオへの企業のセンシティビティ・レジリエンスの検討。戦略的な意思決定支援への、将来的

に適用される気候規制（炭素価格等）、技術的開発、環境状況の特定 

• 2℃以下シナリオに伴う低炭素経済への移行の考慮。必要に応じた、物理的リスク増加のシナリオの考慮 

• 気候関連課題の監視及びし、既存の報酬やインセンティブでの持続可能な事業の推進状況の検討 

• GHG排出量が多い企業の、低炭素経済への移行戦略の設定 

（大規模投資に関する、多様な気候シナリオや該当規制へのセンシティビティ、企業の競争力強化のため

の研究開発の考慮を含む） 

• 石炭事業への関与企業における、新規融資提供時の条件や評価基準の設定・適用 

企業のリスク管理へ

の気候変動リスクの

考慮 

• 物質的気候変動リスク（物理的移行リスクを含む）の統合フレームワークの考慮 

（優先順位付け、緩和、監視、情報開示に関するプロセスを含む） 

• 既存及び今後適用される気候関連規制の考慮 

• リスク緩和・適応の特定・考慮 

• サプライチェーンにおける物理的気候変動リスクの特定・考慮 

• 石油・ガス及び石炭採掘事業への関与企業における、下流の気候リスクへのエクスポージャーの評価。

また、必要に応じた、より効率的また低排出使用を促進するイニシアティブの検討 

物理的気候変動リス

ク及び GHG 排出量

の情報開示 

• 年次報告書での物理的気候変動リスク戦略の考慮。TCFD提言に沿った情報開示。シナリオ分析活用時

の透明性の担保 

• 事業に係る GHG 排出量モニタリングのフレームワーク構築及び施設からの GHG 排出量の報告。必要

に応じた、セクター別 GHG効率比の情報提供 

• ベンチマークや指標、パフォーマンス結果の定量化の実施。気候関連（水、エネルギー使用、エネルギー

ミックス、土地使用、廃棄物管理、インターナルカーボンプライシング、収益）の情報開示。トレンド分析実

施のための過去データの提供及び指標の計算方法の説明 

• 化石燃料事業への融資の関与企業におけるポートフォリオでの気候関連のリスク・機会の情報開示 

政策立案者・規制当

局との連携及び気候

変動関連の法規制へ

の対応方針の透明性 

• 政策立案者・規制当局との連携方針やガイドラインの策定 

• 業界団体や利益団体へのメンバーシップ見直し及び当該団体と自社の対応方針の整合性への評価 

• 十分に機能する市場の推奨及び新たな気候規制への建設的な対応（財政目標の範囲内で） 

• ビジネス収益性に関連した気候変動規制への対応方針の説明 

• GHG 排出量が多い事業への関与企業における、既存の生産の確保、化石燃料の仕様の開示、気候規

制に影響を与えるイニシアティブ支援方針についての情報開示 

出典：NBIM (2019a)を基に作成 

 

2017 年に GPFG は、アブダビ投資庁、クウェート投資庁、ニュージーランド年金ファンド、サウジアラ

ビアの政府系ファンド、カタール投資庁）によるソブリンウェルスファンドワーキンググループへ参画し、投

資意思決定において低炭素経済への移行リスクを考慮するためのフレームワークの構築に取り組んだ。

当該フレームワークは、2018年に「One Planet Sovereign Wealth Fund Framework」として公表され、

「アラインメント」、「オーナーシップ」、「インテグレーション」を 3つの柱としている。 

 

GPFG の投資ポートフォリオにおいて、投資先企業の除外指定は、GPFG の倫理委員会での評価を

経てノルウェー政府財務省により決定されることになる。除外対象企業は、「除外（Exclusion）」及び「監

視（Observation）」に分類される。「除外」対象企業はダイベストメントが実施され、「監視」対象企業は事

業内容の精査が行われる。具体的には、①除外指定条件へ該当しているか不明瞭、あるいは②除外指

定条件に該当するが、事業の将来計画により条件が該当しなくなる可能性がある、場合が考えられる。

②の場合、評価される事業の将来計画例として次のような点が挙げられる。 

 企業・資産の購入または販売の実施あるいは計画 

 生産能力の廃止または変更計画の公表 
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 干ばつ、事故等の突発的な事象による短期的な燃料構造への影響 

 

5.11.2 投融資方針 

（1） 石油・ガス 

2019年 3月に、原油価格の下落に対する長期の運用リスクの低減のため、石油・ガス関連企業への

投融資方針が発表された。具体的には、FTSE ラッセルが定める国際業種小分類で石油・ガスにおける

「探査・採掘」に分類される 150 社をダイベストメント（除外）対象とした。2019 年のダイベストメント総額

は、GPFG 資産総額の 1.3%である 130 億ドル（約 1.4 兆円）となり、総額としては単独機関における史

上最大規模である。GPFG へのヒアリングによると、これら上流企業のダイベストメントは、気候変動対

策等の環境要因は考慮しておらず、あくまで石油価格の中長期的下落リスクへの対応のみであることを

強調していた。ダイベストメント対象企業には、プレミアオイル、タローオイル等の独立系石油開発会社

が含まれるが、シェル、BP 等の石油メジャー会社については、再エネにも投資しているという理由のた

め対象外されている。日本の企業では、国際石油開発帝石株式会社（INPEX）、出光昭和シェル、三菱

石油、富士石油、K&Oエナジーグループ、東亜石油の 6社が対象となった。 

また、石油・ガス企業へのダイベストメントについては、2017年春から 2018年にかけて、GPFGの資

産運用を担う NBIM とノルウェー政府財務省間での見解の相違が見られた。NBIM が石油・ガスへのダ

イベストメントを推進する一方で、財務省設置の委員会からは、2018 年 8 月に石油・ガスセクターへの

投資を継続すべきとの報告が行われている。なお、2019 年の上述ダイベストメント実施時には、石油会

社に対する沖合い権益（SDFI）及び国営エネルギー会社エクイノールは対象外としている。 

 

（2） 石炭 

ダイベストメントへの取り組みとして、2016 年に石炭関連企業へのダイベストメント方針を発表してい

る。2016 年に石炭関連企業への投融資方針を策定し、石炭採掘企業及び電力会社の内、以下の企業

を「除外（Exclusion）」または「監視（Observation）」することとなった。日本企業では、石炭火力発電比

率の高い電力会社 5 社（北海道電力、北陸電力、中国電力、四国電力、沖縄電力）が「除外」対象となり、

九州電力及び東北電力が「監視」対象となっている。 

 収益の 30%以上を一般炭が占める石炭採掘企業 

 収益の 30%を石炭火力発電が占める電力会社 

 

2019年 4月には、石炭関連企業への投融資方針の強化として、下記条件の追加が公表された。 

 企業の石炭採掘量が年間 2,000万トン以上 

 企業の保有する石炭火力発電所の設備容量が 10GW 以上 

 

追加条件による正式なダイベストメント対象企業は公開されていないが、GPFG のポートフォリオから

推定される対象企業として、欧州の電力会社含む 8社の名前が挙がっている。 
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表 5-30 GPFG 石炭事業におけるダイベストメント対象企業（2019年 3月時点）（朱記＝日系電力会社） 

「除外」対象企業（69社） 「監視」対象企業（14社） 

• Aboitiz Power Corp 

• AES Corp/VA 

• AES Gener SA 

• ALLETE Inc 

• Alliant Energy Corp 

• Ameren Corp 

• American Electric Power Co Inc 

• Capital Power Corp 

• CESC Ltd 

• CEZ AS 

• China Coal Energy Co Ltd 

• China Power International Development 

Ltd 

• China Resources Power Holdings Co 

Ltd 

• China Shenhua Energy Co Ltd 

• 中国電力株式会社 

• CLP Holdings Ltd 

• Coal India Ltd 

• CONSOL Energy Inc 

• Datang International Power Generation 

Co Ltd 

• DMCI Holdings Inc 

• Drax Group PLC 

• DTE Energy Co 

• Electric Power Development Co Ltd 

• Electricity Generating PCL 

• Emera Inc 

• Eneva SA 

• Engie Energia Chile SA 

• Evergy Inc 

• Exxaro Resources Ltd 

• FirstEnergy Corp 

• Great River Energy 

• Guangdong Electric Power 

Development Co Ltd 

• Gujarat Mineral Development Corp Ltd 

• HK Electric Investments & HK Electric 

Investments Ltd 

• 北海道電力株式会社 

• 北陸電力株式会社 

• Huadian Energy Co Ltd 

• Huadian Power International Corp Ltd 

• Huaneng Power International Inc 

• IDACORP Inc 

• Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 

• Jastrzebska Spolka Weglowa SA 

• Korea Electric Power Corp 

• Lubelski Wegiel Bogdanka SA 

• Malakoff Corp Bhd 

• MGE Energy Inc 

• New Hope Corp Ltd 

• NRG Energy Inc 

• NTPC Ltd 

• 沖縄電力株式会社 

• Otter Tail Corp 

• PacifiCorp 

• Peabody Energy Corp 

• PGE Polska Grupa Energetyczna SA 

• PNM Resources Inc 

• Public Power Corp SA 

• Reliance Infrastructure Ltd 

• Reliance Power Ltd 

• SDIC Power Holdings Co Ltd 

• 四国電力株式会社 

• Tata Power Co Ltd/The 

• Tenaga Nasional Bhd 

• TransAlta Corp 

• Tri-State Generation and Transmission 

Association Inc 

• Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 

• WEC Energy Group Inc 

• Whitehaven Coal Ltd 

• Xcel Energy Inc 

• Yanzhou Coal Mining Co Ltd 

• NorthWestern Corp 

• Portland General Electric Co 

• Berkshire Hathaway Energy 

Co  

• MidAmerican Energy Co  

• CMS Energy Corp 

• EDP - Energias de Portugal 

SA 

• Endesa SA 

• Glow Energy PCL 

• 九州電力株式会社 

• OGE Energy Corp 

• Pinnacle West Capital Corp 

• SCANA CORP 

• Southern Co/The 

• 東北電力株式会社 

出典：NBIM (2019b)を基に作成 

 

表 5-31 GPFG 石炭事業におけるダイベストメント対象企業（推定） 

Exclusion／Observation （8社） 

• AGL Energy 

• Anglo American 

• BHP Billiton 

• Enel 

• Glencore 

• RWE 

• South 32 

• Uniper 

出典：Urgewald (2019)を基に作成 
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5.12 国内金融機関 

5.12.1 投融資方針 

日本の金融機関は、世界で最も化石燃料への投融資額が高いとも言われているが、近年では石炭発

電事業への投融資方針を策定する等、気候変動対策に取り組んでいる。国内大手銀行の投融資方針

は、次のとおりである。 

 

表 5-32 国内大手銀行における石炭投融資方針 

 

出典：各種公開資料より作成  

三井住友フィナンシャル
グループ

• 石炭火力発電においては、国・地域問わず、超超臨界（蒸気圧240bar超かつ蒸気温593℃以上、
CO2排出量が750g-CO2/kWh未満）及びそれ以上の高効率の案件に融資を限定している

※新興国のエネルギー不足状況等を鑑み、日本政府や国際開発期間等の支援がある場合は、例
外として融資を検討する。
• 既存の設備の効率化や高度化に関する支援は、GHG排出量の削減に向けた取り組みであるた
め、引き続き支援していくが、他国の気候変動への対応を見つつ、方針の見直しを行うこととして
いる。

三菱UFJフィナンシャル
グループ

• 新規石炭火力発電所へのファイナンスは基本的に禁止している。
※改定前よりファイナンスの検討を継続している案件については可否を慎重に検討
※当該国のエネルギー政策・事情等を踏まえ、OECD公的輸出信用アレンジメント等の国際的ガイ
ドラインを参照し、他の実行可能な代替技術等を個別に検討した上で、ファイ ナンスに取り組む場

合も有り
※GHG排出削減につながる先進的な高効率発電技術（CCS等）の採用は支持
• 鉱業（石炭）を新たに「ファイナンスに際して特に留意する事業」に追加している
• 環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価するプロセス

みずほフィナンシャル
グループ

• 石炭火力発電の新規建設を資金使途とする投融資等については、日本のエネルギー政策や法
規制、国際的ガイドライン、導入国のエネルギー政策・気候変動対策と整合する場合に限り対応
することを表明

• 投融資は、上記を踏まえ、原則として、世界最新鋭である超々臨界圧及びそれ以上の高効率の
案件に限定される
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6 化石燃料企業の取組 

化石燃料業界では、以前より、資源価格の動向を踏まえたシナリオ分析をしている企業も多く、また欧

州では、2000 年代より GHG 排出量報告の義務や環境税・EU-ETS などの規制によって、気候変動対

策を実施し、気候変動対策をビジネス機会としてとらえる企業も多くあった。しかしながら、昨今における

脱炭素方針に急激にシフトを切られる世の中の流れの中で、化石燃料企業として中長期にどのように生

き残っていくのか、従前以上に投資家に強く求められている。 

 

 

図 6-1 化石燃料企業の投資戦略イメージ 

 

本調査では、世界中から資金調達を行い気候変動対策戦略に先進的な IOC から、国営石油会社

（NOC）、精製系企業、資源開発会社まで、多種多様な諸外国の化石燃料企業における、気候変動戦

略、気候関連投資、情報開示関連動向を、公開情報かた取りまとめ・分析している。また併せて、諸外国

の状況との対比として、日本の企業における情報開示事例も抽出している。  

開示情報（項目）
• ビジョン
• 長期戦略（KPI）
• 重点分野
• CO2排出原単位
• 排出権
• 研究開発

• エネルギー使用量
• 再エネ比率等

化石燃料
関連企業

• CCUS
• バイオエネルギー
• （コバルト、ニッケル開
発などの）EV

• 再エネ開発等による総
合エネルギー会社化

• ポートフォリオ管理に

よる分社化

• 既存設備の維持・拡大

守りの投資

攻めの投資
（生き残り戦略）

国際
メジャー

欧州系
国営企業

非欧州系
国営企業

欧州の年基基金が
入っているため、
事業多角化は急務

イニシアチブ・
環境団体の圧力

社会構造の変化
（化石燃料需要の減少）

政策背景

その他投資動向・戦略
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6.1 BP 

6.1.1 概要 

BP は、英国のロンドンに本社を置く、

IOCである。 

京都議定書の採択前後より、CO2 削

減の社会的要請が高まったことに伴い、

いち早く CEO が GHG 排出量削減を掲

げた。1998 年には、石油業界で初めて

CO2 削減目標を掲げ、99 年には、世界

発の内部炭素価格を導入している。ま

た、自社に有意な規制導入の推進をめざ

し、2002 年に英国排出量取引制度策定

機関に社員を派遣させたり、CCS開発の

援助資金拡大を狙い、2015 年に国連や

欧州政府に炭素価格の値上げの啓蒙を

行ったりと、環境規制を機会としてとらえ

つつ、低炭素技術開発を推進している。 

正式名称 BP plc  

設立年 1909年 

分類 国際大手石油会社 

従業員数 73,000（2018） 

生産量 3.7mboe/d（2018） 

売上高 2987.6億米ドル（32.8兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 株式 3%保有 

• JP Morgan Chase Bank（27.31%） 

• Black Rock, Inc.（6.61%） 

TCFD • 2017年 7月（賛同） 
 

代替エネルギーの促進として、2005年より本格的に再エネ開発等を開始し、現在ではバイオ燃料、バ

イオパワー、風力、太陽光に注力している。2017年 12月に BPは太陽光発電欧州最大手 Lightsource 

BP（旧：Lightsource）を買収する等、さらに積極的に気候変動対策に取り組んでいる。業界に先駆けた

再エネ投資や内部炭素価格の導入等の環境対応には、世間から高い評価がある。また、2020 年 2 月

には、全事業活動において 2050年までにカーボンニュートラルを目指すことも発表している。 

 

6.1.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

BPでは、エネルギー移行促進として、戦略的優先事項として以下を掲げている。 

1. 上流事業において、石油・ガスへの投資を拡大し、より効率的に生産 

2. 下流事業において、革新的な新規製品、戦略的な連携 

3. 進化する技術、消費者・政策動向を満たす新しい機会の追求 

4. デジタル化を通じた事業プロセスを簡易化、効率強化 

 

2018年には、低炭素化・排出削減を促進させる戦略として、「削減（Reduce）、改善（Improve）, 創出

（Create）」枠組を開発している。これは、自社事業運営における GHG 排出量の削減（Reduce）、顧客

自身の CO2 排出削減に寄与するための製品の改良（Improve）、低炭素ビジネスの創出（Create）であ

り、詳細は次のとおりである。 

 

  

1,678

(1%) 56,399

(17%)

270,689

(82%)

上流

下流

その他
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表 6-1 BPの気候変動目標 

項目 目標 

Reduce 

（削減） 

• 事業による排出量を 2025年までにネットでゼロにする 

• 2025年までに 3.5Mteの GHGを削減 

• 原単位当たりのメタン排出量 0.2%を目指す 

Improve 

（改良） 

• 低排出ガスを提供 

• 効率的、低炭素燃料、潤滑油、石油化学製品を開発 

• 顧客向けの低炭素オファーを拡大 

Create 

（創出） 

• 低炭素・再エネ事業を拡大 

• 低炭素事業に年間 5億米ドル投資 

• OGCIの 10億米ドル投資ファンドを通じて、研究及び技術に関する連携及び投資を進める 

出典：BP (2019c)を基に作成 

 

これらを実現するために、例えば、リサイクルされた調理油（バイオ燃料）を航空会社に供給、CCUS

等の新規技術の開発・利活用、炭素価格の設定を重点分野として挙げている。 

 

（2） 投融資方針・動向 

気候変動戦略に記載の通り、BPは低炭素事業に年間 5億米ドル投資している。例えば、以下のバイ

オ・低炭素燃料、CO2回収事業に投資している。 

 バイオ・炭素製品の項目においては、米国初の「waste-to-fuel」プラントを建設している

Fulcrum BioEnergy社（米国） 

 炭素管理の項目においては、炭素排出量を回収し化学製品に変換している技術を開発して

いる Carbonfree Chemicals社（米国） 

 デジタルの項目においては、自動車の運転手を EV と繋げるためのオンラインプラットフォー

ムを開発している PowerShare社（中国） 

 電力・貯蔵の項目においては、エネルギー消費のモニタリングシステムを開発している

Voltaware社（英国） 

 

（3） 内部炭素価格 

BP では、大規模プロジェクトの検討の際には 40 米ドル／トンの内部炭素価格を設定しており、ストレ

ステストの際には 80米ドル／トンを活用している。 

 

6.1.3 気候関連情報開示 

BP は、TCFD、SDGs、グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）、IPIECA のガイドラインを

基に情報開示を行っている。TCFD の提言項目に遵守した内容は、それぞれサステナビリティレポート、

年次報告書、エネルギーアウトルック等に、TCFD提言に沿った情報開示を行っている。 

 

（1） ガバナンス 

BP の気候変動対策は、取締役会傘下にある、Safety, Ethics and Environment Assurance 

Committeeが担当している。経営レベルでは、上流担当員会（Upstream Carbon Steering Committee）

と下流担当委員会（Downstream advancing the energy transition committee）がそれぞれ設置されて
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いる。 

 

 
図 6-2  BPのガバナンス構成 

出典：BP (2019a)を基に作成 

 

（2） 戦略 

2℃目標シナリオとして、自社作成の「Evolving Transition」、 「More Energy」、 「Rapid Transition」、 

「Less Globalization」を活用している。IEAの SDS と同様の 2℃シナリオである「Rapid transition）を主

要シナリオとして活用している。 

 

表 6-2 BPのシナリオ分析 

Evolving Transition • 政府等の規制が現状のペースで進む場合のシナリオを想定 

More Energy • 1 人当たりのエネルギ―消費量が 100GJ 未満の人口割合が 2017 年の 80%から

2040年までには、3分の 1まで削減されるシナリオを想定 

Rapid Transition 

（2℃目標シナリオ） 

• 産業、建物、輸送、電力部門の低炭素シナリオにおけるすべての政策を組み合わせ

たシナリオを想定 

• 2℃目標を達成するシナリオであり、2040年までに排出量が 45%削減される 

Less Globalization • 地域経済の開放性及び貿易の減少によって、世界の GDP 成長率及びエネルギー需

要が減るシナリオを想定 

出典：BP (2019b)を基に作成 

 

（3） リスク管理 

戦略立案の際、BP では自社シナリオを基に、気候関連リスク・機会を考慮している。低炭素経済への

移行は、優先リスクとして識別されておらず、通常のリスク管理プロセスの一部として、取締役会や関連

委員会によって管理されることになっている。 

 

（4） 指標・目標 

指標は、スコープ 1、2を開示しているが、スコープ 3は開示されていない。 

 

Nomination 

and 

governance

committee

BP board

Owners/Shareholders

Remuneration 

Committee

Chairman’s 

Committee

Safety, Ethics 

and 

Environment 

Assurance 

Committee

Geopolitical 

Committee
Audit 

Committee

Strategy/Group Risk/Annual Plan

Group Chief Executive

Group Chief Executive’s Delegation

Executive Management

Grioup
Operations 

Risk 

Committee
(IGORC)

Group 
Financial 

Risk 

Committee
(GFRC)

Ggroup
Disclosure 
Committee

(GDC)

Group
People 

Committee

Group Ethics 

and 

Compliance 

Committee

(GECC)

Resource 
Commitmen
ts Meeting

(RCM)

Group 
Renewal 

Committee

Renewal Committee

New Energy Frontiers Steering Committee

Carbon Steering Group

Upstream Carbon Steering 

Committee

Downstream Advancing the 

Energy Transition Committee
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6.1.4 その他 

BP は、2019 年 5 月に、CA 100+で求められている 3 要素20が株主総会で特別決議案として可決さ

れ、今後、パリ協定と整合性を取った企業戦略が策定される予定となっている。なお、2018 年 12 月に

気候変動推進NGOの Follow Thisが提案した、スコープ 1、2、3の削減目標の設定の決議は、同株主

総会で否決された。 

 

6.2 トタル 

6.2.1 概要 

トタルは、フランスのパリ近郊ラ・デファ

ンスに本社を置く、国際石油資本である。

石油や天然ガスの探索から販売まで垂

直統合で事業展開をしている。欧州のみ

ならず、米国やアフリカ諸国でもガソリン

スタンド事業を運営している。目標として

「Responsible Energy Major」を掲げて

おり、「More Affordable, More Available, 

Cleaner」エネルギー提供へのコミットメン

トを表明している。 

事業戦略に気候関連要素を導入する

ことを目標として掲げており、2040 年ま

でに、天然ガスバリューチェーンの拡大

（45-55%）、バイオ燃料を含め、損益分

岐点が低い石油事業への注力（30-

40%）、低炭素発電事業の拡大（15-

20%）を目指している。 

正式名称 Total S.A. 

設立年 1924年 

分類 国際大手石油会社 

従業員数 104,460（2018） 

生産量 2.8mboe/d（2018） 

売上高 2,093.6億米ドル（23兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 株式 3%以上保有 

• Fisher Asset Management, LLC（9.79%） 

• Bank of America Corporation（9.10%） 

• Price (T.Rowe) Associates Inc.（8.51%） 

• Wellington Management Company, LLP（5.54%） 

• Wells Fargo & Company（3.48%） 

• FMR, LLC（3.12%） 

• Boston Partners（3.12%） 

TCFD • 2017年 7月賛同 
 

動向例として、2003 年にフランス初の風力ファームの設立、2010 年に欧州初の CCS パイロットプロ

グラムを開始、2011 年に高効率太陽光パネル開発の SunPower 社を買収、2013 年には世界最大規

模の太陽発電プラント「ソーラーパワープロジェクト」開発を開始する等、積極的に低炭素事業を進めて

いる。なお、トタルでは多数のイニシアティブに参加しているが、科学的根拠、パリ協定、炭素価格の設

定、天然ガスの役割、再エネ開発、CCUS 技術開発の 6項目に対する方針につき、トタルの方針と整合

性が取れているか再検証を行ったうえで、参画イニシアティブメンバーシップの更新をするかどうか判断

していくと、2019年気候戦略レポートにて表明している。 

 

6.2.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

気候変動対策は、戦略的ビジョンの中心として位置付けられている。2019 年気候戦略レポートによる

                                                      
20 パリ協定と整合性が取れる３つの要素：①設備投資、②短期、中期、長期目標設定、③①及び②の進捗報告 

10,989

(5%)

7

(0%)

92,025

(44%)

90,206

(43%)

16,136

(8%)
E&P

精製・化学製品

コーポレート

ガス、再エネ、発電

マーケテイング・サービス
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と、具体的アプローチとして、天然ガス事業、低炭素電力事業、石油製品、カーボンニュートラルの 4 つ

を気候変動対策の 4本の柱として設定している。 

 

表 6-3 トタルの気候変動対策の 4柱 

項目 戦略 目標 

1. 天然ガス事業 • 天然ガスのサプライチェーンにおけるプレゼン

スの拡大、メタン排出量の削減、LNG のエネ

ルギー効率化 

• バリューチェーン全体での平均 CO2 排出量は、

500kg-CO2e/MWh 

• CCGT 発電所における CO2 排出量は、320kg-

CO2e/MWh 

• 探査・生産部門における運営施設のメタン集約度を、

2025年までに 0.2％未満に持続的に削減 

2. 低炭素電力事業 • 再エネと天然ガスを使用した発電から、最終顧

客への販売とエネルギー貯蔵 

• バリューチェーンの規制されていない部分（送

電を除く部分）における事業拡大 

• 低炭素電力事業において、年間 15-20億米ドル投資 

• 2025年までに、設備容量を 25GWとする（2019年時

点は 3GW） 

• 運文門における代替燃料の開発（水素、天然ガス自

動車（NGV）、EV、バイオジェット） 

3. 石油製品 • 収益性の低い石油石油事業の回避、自社施

設における排出削減、石油利用の節約とバイ

オ燃料の両立 

• 2030年までに、ルーティーンフレアリングを廃止 

• 水素化植物油における欧州の市場シェアを 10%到達 

4. カーボンニュートラル • カーボンニュートラル実現の促進に寄与する

事業の拡大（省エネ事業、CO2 吸収、CCUS

への投資） 

• CO2吸収事業に年間 1億米ドルの投資 

• 2030年までに、CO2貯蔵容量を 500万 tCO2とする 

• CCUS 商業化に向け、研究開発（R&D）費用の 10%

を割当 

出典：Total (2019a) を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

2019 年のサステナビリティレポートでは、低炭素電源開発に年間 15-20 億米ドル、カーボンシンク事

業に対し、年間 1 億米ドルの投資を予定している。また、トタルの投資ファンド「Total Carbon Neutrality 

Ventures」は、低炭素事業のみに重点を置いており、2023 年までに約 4 億米ドルの投資額を想定して

いる。 

 

なお、CEO は、2019 年 7 月の会見にて、森林保護・再生事業に年間 1 億ドルを投じることを改めて

表明している。その中で、森林は 1 トンの CO2 削減にかかる費用は 10 ドル未満であり費用対効果が

高いこと、中長期的な投資であることを強調している。 

 

（3） 内部炭素価格 

投資を評価する際は、30-40 米ドル／トンの内部炭素価格、または、投資先の国の炭素価格の方が

高い場合、その金額を活用する方針を示している。なお、2018年の気候戦略レポートでは、40米ドル／

トンの炭素価格が全世界で適用されると、上流・下流の割引現在価値を約 5%押し上げると評価してい

る。 

 

（4） 広報戦略 

広報アピールとして、（FTSE4Good Index, Dow Jones Sustainability World Index、DJSI Europe等

の）サステナビリティインデックスにトタル社が含まれていること、環境や社会的責任へのコミットメントと
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して「LEAD企業」として国連グローバルコンパクトに認識されていること等、記載している。 

 

6.2.3 気候関連情報開示 

トタルでは、TCFD 提言に沿った情報開示を実施しており、その他にも、GRI、IPIECA のガイドライン

を基に情報開示が行われている。 

 

なお、2018年に CDPが公表した「Beyond the Cycle: which oil and gas companies are ready for 

the low carbon transition」では、低炭素移行における準備レベルランキングとして、エクイノールに次ぎ、

2位として選定されている。 

 

（1） ガバナンス 

ガバナンスについては、取締役会の下にある、Strategy & CSR Committeeが、社会・環境責任にお

けるグループの主要課題、その結果として期待される中長期の見通しをレビューしている。 

 

  

図 6-3 トタルのガバナンス構成 

出典：各種公表資料を基に作成 

 

（2） 戦略 

2018 年までは、IEA の 2℃シナリオを参照してきたが、2019 年には独自のシナリオで事業分析を行

っている。独自のシナリオは「Moment」と「Rupture」シナリオの二つがあり、詳細は以下のとおりである。 
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表 6-4 トタルのシナリオ分析 

モメンタム 

（Momentum） 

• 2040 年までに石油・ガス・電力の需要増加を予測しており、IEA の NPS と同レベル

CO2排出削減を達成可能としている 

ラプチャー 

（Rupture） 

• ラプチャーシナリオでは、政策の強化、新技術開発の加速に伴い、IEAのSDSと同レ

ベルの CO2排出削減の達成を可能としている 

出典：Total (2019b)を基に作成 

 

（3） リスク管理 

気候関連リスクはグループリスク管理委員会によって識別され、評価されている。また、Risk 

Committee は、投資事業、リスク、フレアリング、GHG 排出、CO2 価格への感度等の気候関連の問題

を評価している。気候関連リスクは、戦略的リスクとは別枠で評価されていたが、近年では、企業のビジ

ネス・戦略ビジョンに統合されている。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、スコープ 1、2、3 排出量、エネルギー消費量、グループの顧客が使用しているエネ

ルギー製品の炭素原単位を指標として活用している。目標については、スコープ 3 の GHG 排出量を正

確に測定するため、炭素原単位指標を開発しており。2015-2030 年の間に炭素原単位を 15%削減、

2040年までには、25-40%削減を目標としている。 

 

6.3 シェル 

6.3.1 概要 

シェルは、オランダのハーグと英国に

本社を置く国際石油資本である。世界 70

カ国以上で事業展開を行い、世界の総エ

ネルギー生産の約 1.5%を占めている。 

各国の低炭素社会への移行速度を鑑

みつつ、代替燃料への投資促進、背局

的なポートフォリオ管理を行っている。 

シェルは、50 年近くエネルギーに特化し

たシナリオ分析を実施しており、企業戦

略に常にシナリオ結果を反映させてい

る。 

正式名称 Royal Dutch Shell plc 

設立年 1907 

分類 国際大手石油会社 

従業員数 82,000（2018） 

生産量 3.7mboe/d（2018） 

売上高 3,883.79億米ドル（42.7兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 株式 3%以上保有 

• Franklin Resources, Inc.（4.40%） 

• Fisher Asset Management, LLC（3.28%） 

TCFD • 2017年 6月賛同 
 

 

6.3.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

シェルはサステナビリティレポートにて、エネルギー移行、ネットカーボンフットプリントの削減、GHG排

43

(0%)

334,680

(86%)

43,764

(11%)

9,892

(3%)

統合ガス

下流

上流

コーポレート
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出量の管理、低炭素エネルギー開発、技術開発の 5 つを重点分野として掲げており、また目標として、

以下を挙げている。 

 2021年までに、ネットカーボンフットプリントを 2-3%削減（2016年比） 

 2025年までに、メタン排出原単位（石油及びガス）を 0.2%以下に抑える 

 2030年までに、途上国における 1億人に対して電力の安定供給を提供 

 2050年までに、ネットカーボンフットプリントとグローバルエネルギーシステムのエネルギー

ミックスで整合性の確保 

 2050年までに、消費されている販売エネルギー製品（CO2/MJ）を 50%削減（中期目標とし

て、2035年までに 20%削減（2016年比） 

 

（2） 投融資方針・動向 

シェルは、エネルギー移行に必要とされる分野の事業を拡大を目指しており、天然ガス、化学品、電

力、再エネ、バイオ燃料、水素への投資に重きを置いている。また、シェールガス事業も拡大している。 

化石由来においては、CCS事業への投資を行っている。2018年には、SaskPower社の水力発電所

での炭素回収を支援している。また、ノルウェー政府、エクイノール及びトタルと共に、CCS のコスト削減

を目的とした研究開発を行っている。 

また、シェルでは、低炭素経済への移行に寄与する新規技術への研究開発も行っている。2018 年に

は、研究開発に 9.86 億米ドル投資している（低炭素技術以外の投資も含む）。本投資の一環として、同

年にバイオマス、再エネ、電気化学電に関する事業投資を始めている。 

 

（3） 内部炭素価格 

2018 年には、内部炭素価格として設定していた 40 米ドル／トンの活用を停止し、パリ協定との整合

性を取るため、NDC を基に測定した国特有の炭素価格を活用することとした。2050 年までには、85 米

ドル／トンまで上がる国もでてくると見込んでいる。 

 

6.3.3 気候関連情報開示 

TCFD、GRI、CDP、IPIECA、API、IOGP のガイドラインを基に情報開示が行われている。今後も、投

資家やステークホルダーとのエンゲージメントを継続的に行いつつ、TCFD 提言かつその他関連イニシ

アティブに沿って情報開示を行っていく方針を表明している。 

TCFD の提言項目に直接沿う形での報告書は作成していないものの、年次報告書、サステナビリティ

レポート、CDP 回答、エネルギー移行報告書、Sky シナリオを通じ、情報開示が行われている。TCFD

の提言項目にそのまま準拠する形の報告書はないものの、エネルギー移行報告書には、TCFD 提言項

目との対比表、記載報告書名および該当ページ番号が記載されている。 

 

（1） ガバナンス 

Corporate and Social Responsibility Committee（CSRC）が、取締役会に対して気候変動関連リス

クのレビュー、評価を行っている。 
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図 6-4 シェルのガバナンス構成 

出典：Shell (2018)を基に作成 

 

（2） 戦略 

2013年に作成した「Mountain」、「Ocean」の 2つのシナリオに加え、2018年に作成した「Sky」シナリ

オを活用し、シナリオ分析をしている。 

 

表 6-5 シェルのシナリオ分析 

Sky • 現状の経済政策をベースとするものの、パリ協定の目標達成を目指し、早い段階で

排出削減へ向け加速が起こる社会である。 

• シナリオでは、ネットゼロセミッションの達成は、2050 年ではなく、2070 年を見込んで

いる 

Mountain • 政府主導型であり、政府と大企業が主導するトップダウン型の社会 

Ocean • 政府の枠割が小さく、市場及び民間部門によるボトムアップ型の社会 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

「Sky」シナリオでは、2025 年までは原油・ガス需要・GHG 排出量は増加し続け、その後減少していく

シナリオである。なお、2030 年までには、西欧州諸国及び中国にて新車販売が全て EV にとって代わり、

2035年には北米でも新車は 100%EVに取って代わられることが想定されている。なお、2018年のエネ

ルギー移行報告書にて、シェルの保有化石燃料資産が、座礁資産となるリスクは低いと記載している。 

 

（3） リスク管理 

リスク管理については「HSS&SP Control Framework」を活用している。気候変動関連のリスクはシェ

ルにとって重大なものと認識されており、リスク管理のプロセスに位置づけられている。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、温室効果ガス排出量、燃焼 CO2、エネルギー密度、酸性ガス、揮発性有機化合物、
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オゾン破壊物質、流出（Spills and discharges）、水使用量、廃棄物量を活用している。 

 

6.3.4 その他 

近年では、CA 100+の投資家との討議を背景におき、ネットカーボンフットプリントの設定及び米石油

関連事業団体（AFPM）から離脱を表明している。 

 

6.4 エクソンモービル 

6.4.1 概要 

エクソンモービル（以下、エクソン）は、

米国のテキサス州ヒューストン市に本社

を置く、オイルメジャー最大手の一つであ

る。1999 年に「Exxon」と「Mobil」が合併

し、現在のエクソンが設立された。上流か

ら下流まで一貫した水力統合型のビジネ

スモデルである、上流側で 38か国、下流

側で 25 か国、化学産業で 16 か国にて

事業を行っている。 

40 年前から地球温暖化について研究

を実施しており、化石燃料によって大気

中の CO2 原単位が危機的レベルまで上

昇することを予測していながらも、世間に

は誤った情報を提供していたと、訴訟問

題を起こされている。気候変動対策にお

いて初期初動が見間違った例として取ら

えられることもある。 

正式名称 Exxon Mobil Corporation 

設立年 1859年（合併：1999年） 

分類 国際大手石油会社 

従業員数 71,000（2018） 

生産量 • 石油生産量 2.3M mboe/d（2018） 

• ガス生産量 9,405M ft3 /d（2018） 

• 化学製品生産量 26.9M tonnes 

売上高 2,902億米ドル（31.9兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

※上流のみ 

単位：百万米ドル 

株主構成 株式 3%以上保有 

• The Vanguard Group（8.27%） 

• Blackrock Inc.（6.65%） 

• State Street Corporation（4.66%） 

TCFD • 賛同無し 
 

 

6.4.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

エクソンは、気候変動対策に積極的に取り組んでいる。例えば、10 年前から Sustainability Advisory 

Panel を設置し、パリ協定、SDGs、国連グローバルコンパクトへの準拠を掲げている。2017 年に気候リ

ーダーシップ同盟（CLC）、2018年にアメリカカーボン配当機構（AFCD）及び OGCIへも参画している。 

また、2019 年には、サステナビリティレポートに加えて、気候変動問題に特化した報告書（Energy 

and Carbon Summary）を発行している。同報告書では、TCFD に沿った報告書（ガバナンス、戦略、リ

スク管理、指標と目標）による情報公開を行っている。具体的には、短期の削減目標を掲げているが、中

長期の取り組みについては、行動計画の記載に留まり、その他の具体的な数値目標は設定されていな

い。 

 2020年までに 2016年比で 15％のメタン排出量を削減 

 2020年までに 2016年比で 25％のフレア排出量を削減 

47,799

(75%)

16,041

(25%)

液体

天然ガス
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 2023年までに 2016年比 10％の GHG排出量を削減（特にオイルサンドからの排出量を

削減） 

 

（2） 投融資方針・動向 

エクソンは、2000 年から現時点まで、低炭素エネルギーソリューションに 100 億米ドルを投資してい

る。化石由来の投資については、エクソンは 1970 年から CCS 事業への投資を行っている。エクソンは

米国の FuelCell Energy社と共に、炭酸燃料電池を活用した CO2回収技術を開発している。 

非化石由来の投資については、バイオ燃料の研究を続けており、藻類由来バイオ燃料については、

Synthetic Genomics 社、米国・コロラド州のコロラド鉱山大学、ミシガン州立大学等と連携している。今

後も、CCS 技術のリサーチ及び輸送・化学製品用のバイオ燃料の促進に長期的に力を入れると明言し

ている。 

 

6.4.3 気候関連情報開示 

エクソンは TCFD へ賛同はないものの、Energy and Carbon Summary において、TCFD 提言項目

に沿った情報開示を行っている。 

 

（1） ガバナンス 

公共問題・貢献委員会にて、気候変動リスク等へ対応することになっている。取締役会では、毎年リス

クのレビューを行っている。 

 

（2） 戦略 

拡張可能な技術ソリューションの開発、気候関連政策へのエンゲージメント、自社の顧客自身の CO2

排出削減に繋がる製品の提供、事業運営からのCO2排出量の提言の４本の柱を基本戦略としている。

なお、この拡張可能な技術ソリューション開発では、CCS、バイオ燃料、生産工程における改善が挙げら

れている。シナリオについては 2℃目標の平均成長率及び低成長率による分析を行っている。いずれの

シナリオの場合でも、エクソンのポートフォリオは、レジリエントであると結論付けている。 

 

（3） リスク管理 

CEO 主導による取締役会により、リスク管理を実施する。加えて、リスク管理フレームワークを活用し、

複数の層によるリスクの特定、優先順位付けなど、リスク管理を実施している。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、スコープ 1、2の排出量を使用しており、2008年以降のデータを提供している。目標

については、上述のとおり、2020年までに 2016年比で 15％のメタン排出量の削減、25％のフレア排出

量の削減、2023年までに 2016年比 10％の GHG排出量の削減を挙げている。 

 

6.4.4 その他 

2015 年以降、エクソンは、ニューヨーク州やマサチューセッツ州等から、同社の事業への気候変動リ
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スクを軽視し株主を欺いた、との訴訟を受けている。具体的には、エクソンの石油・ガスの埋蔵量、投資、

製品の需要予測計画へ気候変動の影響によるコストを考慮しているとの投資家への情報公開に反し、

実際には、当該コストを非常に低コストで適用あるいは適用せずに需要予測を行った、との訴えである。

訴訟関係のみの影響とは断定はできないものの、訴訟後には、株価への影響も見受けられた。 

 

6.5 コノコ・フィリップス 

6.5.1 概要 

コノコ・フィリップスは、米国のテキサス

州ヒューストン市に本社を置く、独立系の

エネルギー会社である。石油・ガス等の

開発・生産事業を中心に、世界 16 か国

にて事業を行っている。 

同社は 2003年から「Climate Change 

Position」を公表しており、2016 年版の

同ペーパーでは、気候変動対策として以

下を重視することを掲げている。 

正式名称 ConocoPhillips 

設立年 1875年 

分類 国際大手石油会社 

従業員数 10,800（2018） 

生産量 石油・ガス等生産量 1.2Mboe/d（2018） 

売上高 364.2億米ドル（4兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 株式 3%以上保有 

• The Vanguard Group（8.15%） 
• Blackrock, Inc.（7.44%） 
• State Street Corporation（4.63%） 

TCFD • 賛同無し 
 

 自社の GHGフットプリントを把握すること 

 自社の GHG排出量を削減すること 

 気候変動関連のリスクを評価すること 

 技術的イノベーションを活用した、新規ビジネスの構築 

 実用的、持続可能な気候変動ソリューションを支援するような外部のエンゲージメントを行う

こと 

 気候変動関連の管理計画を更新し、進捗を適宜レビューすること 

 

6.5.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

GHG 気候変動リスク管理での主導的役割を担うことを目指し、2017 年にコノコ・フィリップスは、パリ

目標に準拠すべく、長期的な GHG 原単位を 2017 年比で 2030 年までに、5-15%削減する目標を掲げ

ている。また、2018 年には企業リスクとして考えられる GHG 関連法制度、排出管理、気候関連情報開

示、物理的気候関連インパクトの 4 リスクに関し、気候変動アクションプランを策定し、対応方針とマイル

ストーンを設定している。 

 

  

1,114

(3%)

19,571

(54%)
10,720

(29%)

5,012

(14%)

原油

その他

天然ガス（液体）

天然ガス
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表 6-6 コノコ・フィリップスのガバナンス構成 

 
出典：ConocoPhillips (2019)を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

化石由来の投資については、カナダのコノコ・フィリップスが NRG エネルギーと共同で、CO2 回収等

及びトランスフォームする技術緩急に関するグローバルコンペを開催している。ファイナリスト 10 名は 1

人 500万米ドル受賞し、産業規模で技術を検証する機会を設けられる。 

非化石由来の投資につき、再エネ等への投資は行っていないが、再エネ事業を促進させる、又は補

完する技術開発に取り組んでいる。 

 

（3） 内部炭素価格 

気候変動対策として、内部試算用の炭素価格を 40 米ドル／トンで設定している。炭素価格を通じて

GHG 規制、内部行動の変化、エネルギー効率化、低炭素投資、ストレステスト投資に関する判断を行っ

ている。 

 

6.5.3 気候関連情報開示 

コノコ・フィリップスは TCFD へ賛同を行っており、2018 年のサステナビリティレポート及び 2019 年の

「Managing Climate-Related Risks」において、TCFD提言に沿った情報開示を行っている。 

 

（1） ガバナンス 

チーフオペレーティングオフィサー及び政府関連のシニアヴァイスプレジデントは、四半期毎に気候関

連の課題、戦略的優先項目及び気候変動アクションプランについてブリーフィングを受けている。また、

リスク 2018年度緩和アクション及びマイルストーン

GHG関連法制度

GHG関連法制度（炭素価格含む） • 効率化対策（スチーム、電力等）におけるベースラインレベルを把握し、
GHG原単位削減を重視

• 地域規制を考慮した地域の気候・エネルギーポジションを構築
• グローバルビジネスユニットにおける限界削減費用を総計
• 四半期毎に公共政策リーダーシップチーム（Public Policy 

Leadership Team）と新規課題を検討
• エネルギー最適化調査を完了
• オフショアプラットフォームへの電源ケーブルに関するパートナー承
認を取得

• フレアガスリカバリーの調査を開始
• パイプライン廃止を確定するため、ガスターミナルでは主発電機から
小型の一時発電機に切り替え

GHGオフセット条件 • 排出規制に準拠するためのオフセットを購入
• 規制の動向を監視

他社と比較した、GHG原単位 • グリーンフィールド及びブラウンフィールド施設におけるイノベーション、
排出検出、燃焼代替を重視した運営委員会を設置

大気排出規制 • 大気排出規制をモニタリングし、業界団体とコンサルテーションを行う

気候関連情報開示

• 単独の気候関連リスクレポートの出版の準備

物理的気候関連インパクト

• 安全システム及び緊急対応プロトコルを維持する
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取締役会は、気候変動リスク・機会の管轄を担い、GHG削減目標を設定する責任を負っている。 

 

 

図 6-5 コノコ・フィリップスのガバナンス体制 

出典：ConocoPhilips (2019)を基に作成 

 

（2） 戦略 

コノコ・フィリップスのシナリオ分析では、まずは「需要」と「供給」の２次元分析を行い、需要及び供給

の減少シナリオが今後の低炭素社内のシナリオの根幹と設定している。その結果を踏まえ、「代替技術

の進展」と「政策の強化」の２次元分析に基づき4種類のシナリオ分析・比較を行っている。シナリオ4種

類の内の3つは、IPCCシナリオ（2℃以下達成度50％ケース）を満たしている。なお、現在のシナリオは

2030年までのシナリオであり、2040年までのシナリオは検討・作成中である。 

 

表 6-7 コノコ・フィリップのスシナリオ分析 

分類 シナリオ概要 

シナリオ 1 • 政府主導により、炭素価格を低減する急速な技術開発（EV、蓄電池、スマートグリッド、再

エネ）が進むケース 

• 当該技術革新が急速に進み、CCSは不要 

シナリオ 2 • 政策主導により、炭素価格メカニズムとリンクした、グローバルな GHG 排出量制限が進む

ケース 

• 代替技術や CCSの開発が加速 

• 2030年までは天然ガス需要が増加 

シナリオ 3 • 貿易やエネルギー安全保障の観点より、排出量削減や新技術開発が緩やかに進むケース 

• エネルギー効率化、既存の再エネ技術、原子力が拡大し、電化率が低い国は石炭含む豊

富な化石燃料を引き続き活用 

シナリオ 4 • 技術開発が緩やかとなり、高価な代替技術によるエネルギーミックスが強いられるケース 

• 天然ガス需要が高止まりし、急速に石炭発電の利用が減少 

出典：ConocoPhillips (2019)を基に作成 

 

（3） リスク管理 

持続可能な開発リスク管理プロセスにおいて、各ビジネスユニットや案件の専門家により、気候変動リ

スクが識別、評価、管理プロセスされる。同プロセスは、本社リスク管理プロセスにリンクしており、経営

幹部及び取締役会による年間リスクレビューが実施されている。 

 

Board of Directors

Public Policy Committee

Executive Leadership Team (ELT)

ELT Champion for Climate Change

Sustainable Development Leadership Team (SDLT)

Sustainable Development Team

Health, Safety & Environment Leadership Team (HSELT)

Environmental Assurance Group

Business Units

BU Leadership Teams, Subject Matter Experts and Global Climate Change Issue Working Group
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（4） 指標・目標 

指標は、スコープ 1、2、3 の排出量を活用している。目標については、GHG 排出量の原単位の削減

目標を設定している。 

 

6.5.4 その他 

2018 年 1 月、コノコ・フィリップスは、エクソン、シェブロン、シェル、BP とともに、米国のニューヨーク

市から気候変動訴訟を起こされている。5社が気候変動の一因となっており、ニューヨーク市に財政的負

担を与えたことを理由として、補償を要請されることになった。結果的に、気候変動問題は政府が対応す

るべきであるため、連邦地裁は訴訟不受理として判断している。 

 

6.6 エクイノール 

6.6.1 概要 

エクイノールは、ノルウェー・スタヴァン

ゲルに本社を置く、NOCである。 

2018年 5月には、石油・ガス企業から

風力・太陽光事業を含めた総合エネルギ

ー企業への変革姿勢を反映するため、オ

イルという文字の入った社名であるスタッ

トオイル（Statoil）、からエクイノールに変

更している。 

ノルウェーでは 1991 年から炭素税が

導入されていたことから、CO2 削減を行

うインセンティブが高く、従前より積極的

に低炭素化を進めている。例えば、1996

年より CCS事業の操業を開始している。 

正式名称 Equinor ASA 

設立年 1972年（2018年 3月に Equinorへ社名変更） 

分類 国営石油企業 

従業員数 20,525（2018） 

生産量 211万 boe/d （2018） 

売上高 795.93億米ドル（8.7兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 

（2018） 

株式 3％以上保有 

• ノルウェー政府（67%） 

• Folketrygdfondet（3.27） 

TCFD • 2017年 7月賛同 
 

再エネ開発については、石油ガス会社として有していた海洋技術を生かす形で、2009 年に世界発の

浮体式洋上風力タービンの実証を開始している。2017 年には世界発の浮体式洋上風力ファームの運

転を開始しているなど、積極的に洋上風力の開発を進めている。  

現在では、ノルウェーにおける三番目の規模である油田（Johan Sverup）運営の電力を、ほぼ 100%

洋上風力発電からの電力で賄っており、CO2 排出係数は、0.67kg/バレルと世界最小である。この数値

は、世界平均の 4%ともいわれている。このように石油ガス事業と再エネを組み合わせ事業を行うことで、

低炭素の在り方を表現している。 

 

6.6.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

エクイノールでは、「高付加価値および低炭素の石油・ガスポートフォリオの構築」、「新エネルギーソリ

ューション事業における地位の獲得」、「意思決定における気候関連リスク・パフォーマンス考慮」を 3 つ

を気候変動戦略の柱としている。2018 年に公表された「気候ロードマップ（Climate Roadmap）」では、

22,475

(20%)

12,399

(11%)

75,794

(68%)

280

(0%)

その他

E&P（ノルウェー）

マーケティング・中流・プロセシング

E&P（海外）
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戦略に基づいた目標設定、そしてその目標をどのように達成させるかが説明されており、主要の指標は、

次のとおりである。 

 2030年までに、CO2排出量を年間 300万トン削減 

 2030年までに、上流事業のポートフォリオにおける排出係数を 8kg CO2/boe とする 

 2030年までに、CAPEXの 15-20%を新エネルギーソリューションに向ける 

 2020年までに、研究開発の 25%を低炭素技術・省エネの研究に向ける 

 ポートフォリオのストレステスト、透明性のある情報開示の実施 

 企業戦略、意思決定、インセンティブに気候関連問題を盛り込む 

 

なお、これらの目標を達成するために、排出量削減、再エネ・CCS 技術、低炭素技術の研究開発、付

加価値、低炭素技術の重点分野が掲げられている。 

 

表 6-8 エクイノールの気候変動における重点分野 

分野 詳細 

排出量削減 • フレアリング：2030年までに生産フレアリングを停止 

• エネルギー効率化：2030年までに、CO2排出量を 300万トン/dを削減 

• メタン排出量及びサプライチェーンにおける CO2排出量を削減 

再エネ・CCS技術開発 • 洋上風力、炭素貯蔵、太陽光事業に関与 

• 2016年に設立された、2億米ドル規模の Equinor Energy Ventures を通じて、EV充電ネットワー

ク、エネルギー貯蔵、太陽光技術、ガスエンジン開発、風力タービンに関与している企業に投資 

低炭素技術の研究開発 • 大規模 CCS事業開発、天然ガスから水素ガスへの変換可能性の研究 

• 地熱エネルギーの可能性について、2016 年に掘削した井戸の検証期間に入っており、貯水池の

性能、井戸の完全性、発電能力を確認中 

• 新規技術戦略として、CO2削減、デジタルソリューションの強化 

高付加価値、低炭素ポート

フォリオの構築 

• 投融資にかかる意思決定の際に気候関連リスクを考慮するため、投資原則を策定し、炭素価格を

設定 

• CO2 強度の削減目標達成に向け、低炭素技術の探索、開発プロジェクトを優先し、オイルサンド、

重油は戦略から除外 

• 新規探索事業戦略として、良好な貯水池品質、高い資源密度、軽質炭化水素、インフラへのアクセ

ス、競争力のある財政要件、 

• IEAのシナリオと比較し、ポートフォリオのストレステストを実施 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

上述の「（1）気候変動戦略」に記載のとおり、エクイノールは 2020 年までに、研究開発の 25%を低炭

素技術・省エネの研究に向け、2030 年までに CAPEX の 15-20%を新エネルギーソリューションに向け

る予定である。化石由来の投資は、主に CCS 事業に取り組んでおり、例えば、トタルとシェルと協働で、

ノルウェー政府の委託調査で商業CCSの開発可能性を調査している。非化石投資については、洋上風

力、太陽光事業に注力している。他にも水素事業を検討しており、天然ガスを水素に変換する事業を検

討している。  

その他に低炭素化の取り組みとして、2015 年のパリ協定以降、新エネルギー・ソリューション部門の

設立、再エネ関連企業への投資を目的としたベンチャーキャピタルファンド「Equinor Energy Ventures」

（2 億米ドル）の立ち上げ、カナダのオイルサンド事業からの撤退を行っている。また、2017 年には、低

排出の石油・ガス生産、再エネ事業の拡大（1,000 億ノルウェークローネ）、低炭素経済において、競争



 

 

102 

 

力の担保を証明するストレステストの実施表明など、積極的に再エネ促進・低炭素化を通じた総合エネ

ルギー企業化を進めている。 

 

（3） 内部炭素価格 

インターナルカーボンプライス（内部炭素価格）として、エクイノールは、投資を検討する際に 55米ドル

の価格を活用している。炭素価格が 55 米ドル／トン以上である、または 55 米ドル以上になると測定さ

れる国においては、既存の炭素価格、または測定される炭素価格を活用している。 

 

（4） 広報 

エクイノールは、投資家やステークホルダーとのエンゲージメントを継続的に行いつつ、TCFD 提言か

つその他関連イニシアティブに沿って情報開示、情報発信を行っていく方針を表明している。また、2016

年には、エクイノールはノルウェーの金融機関であるストアブランドと共同で TCFD提言の導入をサポー

トするケーススタディを実施している。開示については、指標にフォーカスし、文章説明については簡潔

にまとめること等の提言を行っている。2018 年には、WBSCD にて、（エニ、シェル、トタルと共同で、）石

油ガスセクターの情報開示にっかるガイダンスの作成も行っている。 

上記取り組みもあり、情報開示において、エクイノールは、エネルギー企業のみならず全セクターにお

いても優良事例として取り上げられる企業のうちの一社である。例えば、2017 年には、2℃シナリオに沿

ったシナリオ分析の実施、投資家からの情報開示及び低炭素移行戦略の要請への迅速な対応から、

GICが作成した「Investor Climate Compass: Oil and Gas」にて優良事例として取り上げられている。 

2018年に CDPが公表した「Beyond the Cycle: which oil and gas companies are ready for the low 

carbon transition」では、石油・ガス企業 24社の情報開示内容を基に、移行リスク、物理リスク、移行機

会、ガバナンス・戦略の 4 要素の評価を基に低炭素移行における準備レベルランキングを開示したが、

エクイノールは 1位として選定されている。 

 

6.6.3 気候変動情報開示 

エクイノールは、TCFD、SDGs、GRI、CDP、IPIECA のガイドラインを基に情報開示を行っており、

TCFD の開示項目に則る形での開示情報は、サステナビリティレポート、年次報告書、気候ロードマップ

にそれぞれ含有されており、内容は次のとおりである。 

 

（1） ガバナンス 

ガバナンスにおいては、取締役会の下にある「安全、サステナビリティ、倫理委員会」にて気候リスク・

機会についてディスカッションが行われている。 
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図 6-6 エクイノールのガバナンス体制 

各種公開資料を基に作成 

 

気候ロードマップのモニタリングは、コーポレートサステナビリティユニットが担当している。また、グル

ープレベルでのサステナビリティ、気候関連リスクの課題、パフォーマンスのモニタリング、戦略的方針

の設定の役割を担っている。 

 

（2） 戦略 

シナリオ分析は、3 つの IEA のシナリオ（現行政策シナリオ、NPS、SDS）を基に実施している。ストレ

ステストでは、SDS を基に、自社の石油・ガス、炭素価格を置き換え、2040 年に向けた自社の戦略のレ

ジリエンスを図っている。なお、2018 年のシナリオ分析では、2040 年に向け、正味現在価値が-10%と

分析しているものの、自社のポートフォリオはロバスト性を維持すると結論づけている。 

 

（3） リスク管理 

リスク管理については、ISO31000 に基づいたリスク管理プロセスを設けており、必要に応じ、気候関

連リスク（規制、技術、法的、物理、市場、移行リスク）を考慮している。 

 

（4） 指標・目標 

エネルギー生産量、消費量、GHG 排出量、低炭素技術への取り組み、研究開発、水リスク等の指標

を活用している。これらの指標は、サステナビリティレポートへの記載に加え、ホームページの

Sustainability Data Hubにて、グラフ、Excel形式で提供され、ダウンロード可能になっている。 
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Board of Directors
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and Executive 

Development 

Committee

Safety, 
Sustainability and 

Ethics Committee

President and CEO



 

 

104 

 

6.7 エニ 

6.7.1 概要 

エニは、イタリアの首都ローマに本社

を置く、イタリア政府が 30％出資している

準国営エネルギー企業である。石油・ガ

スの開発・生産事業を中心に、世界 67

か国にて事業を行っている。 

エニでは、脱炭素化を重要課題として

従前より積極的に取り組んでおり、直接

排出（スコープ１）に関しては、2007 年か

ら約 40%削減、全体排出量としても、

2010 年比で 26%の削減を達成してい

る。 

正式名称 Eni S.p.A 

設立年 1953年 

分類 国営石油企業 

従業員数 31,701（2018） 

生産量 石油・ガス生産量 1.9Mboe/d（2018） 

売上高 769.38億ユーロ（9.3兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

単位：百万ユーロ 

株主構成 株式 3%以上保有 

• イタリア政府（30%） 

TCFD • 2019年 7月賛同 
 

 再エネについても、1977 年から太陽光発電に係る調査を実施し、1998 年に太陽光発電所を設置して

いる。2015 年には、中・大規模再エネ開発事業を実施するため、「エネルギーソリューション事業部」が

構築されている。持続可能な開発を達成のために、業界団体、市民社内、他企業等の様々な外部機関

とパートナーシップを締結している。OGCI は、初期設立メンバーであり、OGCI 以外にも IPIECA、グロ

ーバルガスフレア削減（GGFR）、気候・クリーンエアー共同体（CACC）におけるオイルガスメタンパート

ナシップ、国際排出量取引協会（IETA）等にも参画している。 

 

2011 年には、気候変動方針が公表されると共に、毎年サステナビリティレポートが発行されている。

また、2003 年から CDP への回答も行っており、早期から脱炭素を事業戦略へ組み込んでいる。CDP

投資調査チームによる「低炭素化社会への移行への対応能力のある石油・ガス企業」の上位 5 社に選

出されている。 

 

6.7.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

サステナビリティレポートは、気候変動対策、安全・人権・汚職対策等の事業モデル、地域社会への貢

献の 3本柱になっている。サステナビリティレポートとは別の気候変動対策専門レポートとして、「脱炭素

化への道（Path to Decarbonization）」も発行されており、同書の構成は、TCFD提言の項目に沿う形と

なっている。 脱炭素戦略について、短期・中期・長期の行動計画を記載しており、その達成手段として、

効率性の向上、森林事業、ガス共有の向上、ゼロカーボン素材の拡大、サーキュラー型アプローチ、

CCUSを明示している。 

 

  

25,216

(24%)

25,744

(24%)

55,690

(52%)

E&P

ガス・パワー

精製・マーケティング・化学製品
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表 6-9 エニの気候変動対策目標 

期間 目標 

短期 • 上流側事業のエネルギー効率向上・GHG排出量の削減： 

 上流側事業からのCO2排出量を 2025年までに 2014年比 43％削減とするため、石油・ガス生産施設

稼働時のエネルギー効率向上及び GHG排出量の削減 

 2021年までにカーボン・エフィシエンシ―指数を 2014年比年間 2％とする 

• 低炭素且つレジリエントな石油・ガス事業のポートフォリオ： 

 進行中の上流側事業では、$25/バレルでブレークイーブンであり、低炭素シナリオでもレジリエント 

• 再生可能エネルギー源及び循環型アプローチによるグリーンビジネスの開発： 

 再生可能エネルギー：再エネの設備容量を 2022年までに 1.6GW 超 

 グリーンビジネス：イタリア国内 2か所でのバイオリファイナリーの稼働を予定 
中期 • 2030年までに上流側事業による直接排出量のゼロカーボン達成 

• 低炭素源の増加（バイオ燃料の増加及び炭化水素ポートフォリオのガス比率 60％達成） 

• ゼロエミッション源（太陽光・風力・ハイブリッド）を 2030年までに 10GW 

• 循環型アプローチ（廃棄物の原材料への活用強化による資産の耐用年数の延長） 

長期 • 効率の最大化と排出量の削減を統合したエネルギー移行計画の策定 

• 低炭素化への影響を考慮したエネルギーミックスの推進、森林保全による循環型経済及びオフセット・イニ

シアティブの開発 

• CCUSのための新技術開発 

出典：Eni (2019)を基に作成 

 

（2） 投融資方針 

投資に関し、2018年度の研究開発費用の約 2億ユーロの研究開発費用のうち、約 37%（7,500億ユ

ーロ）は脱炭素化に向けたものであり、再エネ、グリーン化学、バイオ精製、ガス促進、省エネ促進、排

出削減の項目が含まれている。今後 4年間の想定投資（36億ユーロ）では、脱炭素促進とサーキュラー

エコノミーの促進に係る研究開発費用に 4億 8,000万ユーロを投入する計画である。 

 

（3） 内部炭素価格 

ポートフォリオのレジリエンスを判断するためのストレステストでは、40 米ドルの炭素価格を活用してい

る。 

 

6.7.3 気候関連情報開示 

エニは、発足当初より TECFD 賛同を行っており、2018 年のサステナビリティレポート「Path to 

Decarbonization」において、TCFD提言に沿った情報開示を行っている。 

 

（1） ガバナンス 

気候変動関連の責任は、最終的にエニの取締役会にある。取締役会の下にある、3 つの委員会（持

続可能性・シナリオ委員会、コントロール・リスク委員会、報酬委員会）が支援している。 
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図 6-7 エニのガバナンス体制 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

2017 年からは、取締役により、エネルギー移行、脱炭素化における長期的な動向のモニタリングを行

うアドバイザリーボードが設置されている。 

 

なお、取締役会における役割は次のとおりである。 

 ビジネス戦略の一貫しての気候変動とエネルギー移行 

 投資に紐づく GHG削減アクションプラン 

 エニのトップリスクにおけるポートフォリオ管理 

 短期インセンティブプラン 

 年間のサステナビリティ動向の取りまとめ（サステナビリティレポートの作成含む） 

 組織の関連レポーティング（非財務情報開示を含めた年次報告書） 

 関連事業の促進（カーボンプライシング含む） 

 レジリエンステスト 

 他組織とのパートナーシップ促進 

 

（2） 戦略 

IEA 作成の SDS を基にシナリオ分析を行っており、ポートフォリオはレジリエントであると判断してい

る。 

 

（3） リスク管理 

リスクは、低炭素技術や政策動向による、需要への影響が挙げられている。気候変動関連のリスク管

理プロセスは、統合的リスク管理モデルに沿って実施している。リスクは、5つのキーリスク（シナリオ、ポ

リシー及び法務、技術、評判、物理的）を規定している。 

 

（4） 指標・目標 

指標・目標として、直接GHG排出量カーボンエフィシエンシー指数、上流のメタン排出量、再エネ導入

容量、研究開発費用などが記載されている。 

 

CEO Chairman

Sustainability 
and Scenarios 

Committee

Renumeration
Committee

Nomination 
Committee

Control and 
Risk Committee

Advisory Board
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6.8 ガスニー 

6.8.1 概要 

ガスニーは、オランダのフローニン

ゲン市に本社を置く、天然ガスのイン

フラ企業である。オランダ全域と北部

ドイツにおいて、天然ガスの輸送・圧

縮・貯蔵業務を営んでいる。 

ガスインフラ会社は、気候変動のみ

ならず環境問題への影響も与えかね

ないため、ガスニーでは、環境対策、

脱炭素社会に向けたエネルギー移行

支援のみならず、土壌対策・騒音対

策を含め積極的な環境対策方針を定

めている。 

正式名称 N.V. Nederlandse Gasunie 

設立年 1963年 

分類 国営石油企業 

従業員数 1,742（2018） 

生産量 輸送ガス 1,136TWh（2018） 

売上高 12.47億ユーロ（1,500億円）（2018年） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

  

 

 

 

単位：百万ユーロ 

株主構成 • オランダ政府（財務省） 

TCFD • 賛同無し 
 

また、関連会社のガスニー・ニュー・エナジーでは、太陽光、風力、バイオマス、再生可能ガス、地熱等

の再エネ事業開発を行っている。 

 

6.8.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

ガス二ーの 2018-2020 年までの戦略「In Motion」では「Optimum Infrastructure」、「Connecting 

Europe」、「Energy in transition」の 3つの柱に基づいており、「Energy in transition」が、同社の気候変

動戦略である。 

本戦略では、自社の専門性や所有インフラを通じて、カーボンニュートラルなエネルギー供給への移

行を促進するコミットメントを示しており、2030 年までは、毎年 4%の CO2 排出量の削減、2050 年まで

にインフラ事業をカーボンニュートラルとすることを目指している。 

2019-2021年のアジェンダでは、「Energy in Transition」について以下の取組が予定されている。 

 エネルギー市場では、再エネ、ガス、水素において先進的ポジションを獲得 

 貯蔵、輸送の開発において積極的な役割を担う 

 持続可能な天然ガスの輸送において、既存のインフラを活用 

 将来に向け、柔軟性及びアジリティを改善し、CSR目標を達成 

 

（2） 投融資方針・動向 

2050 年のカーボンニュートラル社会を目指し、ガスニーでは、グリーンガス、水素、地域熱供給、

CCUS、それらを包括した総合エネルギーシステムへの投融資を行っている。グリーンガス21については、

他社との連携を通じ規模の拡大や費用低減に向け、3 億ユーロ投資に寄与するための準備を行ってい

る。水素については、化石燃料と同様に輸送可能なインフラや水素市場の構築を 2030年初期まで整備

                                                      
21 バイオマスからできるカーボンニュートラルのガス 

932

(72%)

221

(17%)

134

(10%)

Participations

Gasunie Transport

Services

Gasunie Deutschland



 

 

108 

 

することを掲げている。 

 

6.8.3 気候変動情報開示 

ガス二―は、年次報告書にて情報開示を行っている。2018 年の年次報告書では、TCFD、SDG、EU

の NFRDがベンチマークの参考となっている。 

 

（1） ガバナンス 

気候変動は、取締役会下にある監査委員会、報酬・任命委員会、管理職のミーティングにて討議され

ている。監査委員会は、内部のリスク管理及びコントロールシステムの運営を監視している。報酬・任命

委員会は報酬の責任、取締役会への任命の責任を担っている。2020 年に向け、エネルギー移行を促

進するために、本委員会を強化する必要があると同社は認識している 

 

（2） 戦略 

現時点で、ガス二―はシナリオ分析を実施していない。 

 

（3） リスク管理 

「COSO Enterprise Risk Model」を基に、エネルギー移行に係るリスクを評価している。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、スコープ 1、2、3 の排出量を挙げている。目標は事業運営における排出量の 4%削

減を設定している。  
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6.9 ガスプロム 

6.9.1 概要 

ガスプロムは、ロシア・モスクワに

本社を置く、石油・ガスの上流から下

流事業に関与している NOC であり、

ロシア政府が約 4割のシェアを占めて

いる。なお、天然ガスの生産・供給に

おける世界最大の企業であり、ロシア

国内の 69%、世界の 12%を占める。 

ガスプロムでは、1995 年より環境

ポリシーを制定し、定期的に更新を繰

り返している。現在では、ロシアの「エ

ネルギー戦略 2030」、「気候基本原

則」、「環境保護2012-2020」と整合性

を取られており、GHG 排出管理は、

企業全体の戦略に統合されている。 

正式名称 Public Joint Stock Company Gazprom 

設立年 1993年 

分類 国営石油企業 

従業員数 466,100（2018） 

生産量 天然ガス 4,976億立方メートル 

天然ガスコンデンセート 1.59億トン、原油 4億 900万トン 

売上高 8.224兆ルーブル（16.2兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

単位：十億ルーブル 

株主構成 株式 3%以上保有 

1. Russian Federation represented by the Federal 

Agency（36.37%） 

2. ADR holders（24.13%） 

3. AO ROSNEFTEGAZ（10.97%） 

TCFD • 賛同なし 
 

 

6.9.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

ガスプロムでは、2018 年に 2020-2030 年の「Roadmap for Greenhouse Gas Emissions 

Management System」を制定の上、2020年、2025年、2030年の GHG排出量削減目標を設定し、目

標達成の手法を具体的に明示している。また、2018 年には、省エネポリシー（Energy Efficiency and 

Energy Saving Policy）を策定し、エネルギー効率化の改善、天然資源の節約、GHG 排出量削減への

コミットメントを表明している。 

 

（2） 投融資方針・動向 

ガスプロムでは、非化石由来の投資については、2015年から 2018年にかけ、4,300万RUBを投資

している。例えば、GHG 排出量を削減するために、メタン水素エネルギーの活用、メタン由来の水素生

産の技術開発等に取り組んでいる。 

 

（3） 内部炭素価格 

内部炭素価格は、シナリオ開発の際に活用している。具体的な価格は公表していない。 

 

6.9.3 気候変動情報開示 

ガスプロムでは、TCFD 提言が参照されている旨は直接記載されていないが、2018 年のサステナビ

リティレポートと CDP回答を通じておおむね TCFD提言とは整合性が取れていると言える。 

 

226

(3%)

258

(3%)

4,304

(52%)

2,180

(27%)

522

(6%)

735

(9%)

ガス

精製製品

原油・ガスコンデンセート

電力・熱

ガス輸送

その他
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（1） ガバナンス 

ガバナンスにおいて、気候変動関連の問題は取締役委員会で定期的に討議されている。

「Environmental Protection and Energy Efficiency」委員会にて、環境、エネルギー効率、GHG排出削

減の取り組みへのアプローチ、調整を行っている。 

 

 

図 6-8 ガスプロムのガバナンス構成 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 戦略 

シナリオ分析について、IEAの 2℃シナリオ、450シナリオ、2℃未満シナリオ（B2DS）、SDS を活用し

実施して行っており、全てのシナリオにおいて、同社の戦略はレジリエントであると判断している。なお、

本回答は、CDP への回答のみで公開しており、シナリオ分析の詳細についてサステナビリティレポート

等での公開・説明はなされていない。 

 

（3） リスク管理 

リスク管理については、ISO31000 に基づくリスク管理システム（RMS）を支持している。RMS の一環

として、気候変動が事業に与える影響を評価している。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、スコープ 1、2 の排出量、排出量原単位を活用している。目標については、GHG 排

出量削減目標を設定している。  

Board of Directors

Audit Committee
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6.10 PTT 

6.10.1 概要 

PTT は、タイのバンコク市に本

社を置く、天然ガス、石油事業を行

っている NOCである。 

タイ政府の約束目標達成支援

と、気候変動によるリスクと機会へ

の対応のため、また PTTグループ

全体の方向性の共有とグループ

子会社のパフォーマンスのモニタ

ーするため、2018年にグループ全

体としての気候変動戦略である

「 PTT  Group Clean & Green 

Strategy」を制定している。 

 

正式名称 PTT Public Company Limited 

設立年 1978年 

分類 国営石油企業 

従業員数 3,061（2018） 

生産量 石油商品 207.66億 L（2018） 

石炭 8,200万トン（2018） 

売上高 2.34兆バーツ（8.4兆円）（2018年） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

 

単位：百万バーツ 

株主構成 株式 3%以上保有 

1. Ministry of Finance（51.11%） 

2. Thai NVDR Co., Ltd.（7.69%） 

3. Vayupak Fund 1 by MFC Asset Management Plc（6.08%） 

4. Vayupak Fund 1 by Krung Thai Asset Management Plc

（6.08%） 

5. STATE STREET EUROPE LIMITED（2%） 

TCFD • 賛同なし 
 

 

6.10.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

2018 年に制定された気候変動戦略「PTT Group Clean & Green Strategy」では、「Do Now」、

「Decide Now」、「Design Now」の 3つを柱としており、「Do Now」では、2030年までの目標を掲げ、残

り 2項目は、2020年または 2023年である。なお、気候変動戦略は年次で見直されることになっている。 

目標については、短期目標のみが設定されており、2023 年までの低炭素事業が占める PTT グルー

プの収益の30%増加、2020年までのカーボンプライシングの導入、GHG排出量の20%削減（BAU比）

が挙げられている。 

 

表 6-10 PTTの気候変動戦略 

項目 アクションプラン 

Do Now • エネルギー効率化の改善、フレアリングの削減、メタン漏出の削減等を通じ、運営に

おける GHG排出量を削減 

• 循環経済のコンセプトを運営に統合 

Decide Now • 再エネ及び天然ガスンの割合を拡大 

• カーボンプライシングのコンセプトを投資の意思決定に統合する 

Design Now • 「Clean & Green Strategy」に関連する投資戦略を設立 

• 電力又はその他関連事業の開発、投資 

• 循環経済のコンセプトを、PTTグループのバリューチェーンに統合 

出典：PTT (2019)を基に作成 

1,239,121

(34%)

20,527

(1%)

32,244

(1%)

489,549

(13%)

171,809

(5%)

601,064

(16%)

1,132,080

(31%)

その他

E&P

石油

石炭

ガス

国際貿易

石油化学、精製
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（2） 投融資方針・動向 

過去 4年間の環境への投資は年々減少しており、2016年から 2018年にかけて、約 1億バーツ減少

（2016年の 4億 8千万バーツから 2015 年 3億 8千万バーツ）している。なお、2015 年には、20億バ

ーツの投資をしているが、これは、高効率化を含める施設の大規模投資を行ったためである。 

 

（3） 内部炭素価格 

PTT では、内部炭素価格を 2 種類活用している。1 つ目の内部取引用の炭素価格は、7 米ドルの価

格を活用している。なお、この価格は、タイ自主削減クレジット制度の市場価格を参照している。もう一つ

の炭素価格は、投資の意思決定の際に情報として活用され、18米ドルが設定されている。主に、気候関

連リスク管理の手法として、石炭事業やオイルサンド事業など炭素排出量が高い事業への投資の際に

使われている。 

 

6.10.3 気候変動情報開示 

PTTは、TCFD、GRI、CDP、国際統合報告委員会（IIRC）、国連グローバル・コンパクト、SDGを考慮

して、情報開示を行っている。TCFD の開示項目に沿った開示情報は、サステナビリティレポート、CDP

の回答に含有されており、内容は以下のとおりである。 

 

（1） ガバナンス 

気候変動戦略の進捗状況はの取締役会の戦略検討セッション、経営陣、PTTグループマネジメント委

員会に、四半期に 1回報告されている。 

 

 
図 6-9 PTTのガバナンス構成 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 戦略 

BAUシナリオ、IEA作成の SDS、NPSの三種類のシナリオにて比較が行われている。 

 

（3） リスク管理 

リスク管理については、リスクを識別及び評価するための 5 つのステップが定義されている。なお、気
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候リスクにおいて主に留意すべき 3 リスクとして、政策リスク、天災リスク、世の中のトレンドに沿う形で

顧客の気候変動対策への行動変化を上げている。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、スコープ 1、2、3 に加え、GHG 排出量原単位を開示している。目標については、気

候変動戦略に記載のとおりである。 

 

6.11 ペトロチャイナ 

6.11.1 概要 

中国石油天然気（以下、「ペトロチャ

イナ」）は中国の北京市に本社を置く、

精製系の石油・ガス企業である。中国

の国営企業であり、最大規模の石油・

ガス・化学企業の中国石油集団

（CNPC ）の主要子会社である。

CNPCが海外資源開発に注力する一

方で、ペトロチャイナが中国国内の事

業・資産を担っている 

昨今の脱炭素の流れや中国におけ

る情報開示の規制化に伴い、エネル

ギー移行の重要性を認識している。 

 

正式名称 中国石油天然気股份有限公司 

（PetroChina Company Limited） 

設立年 1999年 

分類 国営石油企業 

従業員数 N/A 

生産量 原油 890.3 million barrels（2018） 

売上高 2,353,588百万 RMB（37.5兆円） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

  

 

 

 

単位：百万 RMB 

株主構成 株式 3%以上保有 

• CNPC（80.87%） 

• HKSCC Nominees Limited（11.41%） 

TCFD • 賛同なし 
 

 

短・中期的には石油・ガス生産を続けながら、中長期的には、新エネルギー・再エネ開発にも拡大して

いく計画である。例えば、バイオマス、地熱エネルギー等の再エネ活用、低炭素技術開発、環境保護活

動、グリーンファイナンスを、その柱としていく見込みである。 

 

6.11.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

ペトロチャイナの GHG 排出量削減においては、パリ協定、中国国家気候変動プログラム、国家気候

変動計画（2014-20）、CCUS にかかる中国技術戦略同盟（CTSA）、OGCI のイニシアティブを支持して

いる。また、独自の低炭素開発のロードマップを策定しており、以下の目標を設定している。 

 2020年までに、産業付加価値単位あたりの CO2排出量を 25％削減（2015年比） 

 2020年までに、精製事業及び化学事業において、GHG排出量の増加を阻止 

 2030年までに、天然ガス及び他クリーンエネルギーの供給の増加、国内天然ガス生産が

企業における国内一次エネルギーの 55%、天然ガス生産容量拡大により GHG排出量の

低減 
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 2050年までに、国際基準での低炭素開発を達成することで、中国の気候変動対策に寄与 

 

これら目標を達成するため、の対策として次の計画を設定している。 

 

表 6-11 ペトロチャイナの気候変動対策 

計画 詳細 

企業戦略の低炭素戦略を導入 • ロードマップの目標を達成するための投資メカニズムを設立 

• エネルギー消費が高い油田からの撤退 

• 単位製品当たりの炭素排出が高く、需要が低い精製設備の閉鎖・撤退 

• 低炭素技術への投資を促進するための、炭素価格評価メカニズムを設置 

企業経営に低炭素戦略を導入 • GHG排出コントロール及びグリーン開発を評価するためのシステムを開発 

• 炭素資産を管理し、単位製品当たりのエネルギーコストを削減 

• 関連資産におけるストレステストを行い、気候変動リスクの影響を受けた資産を強化 

技術開発に低炭素開発要素を

導入 

• 企業、大学、研究機関間の協同を強化し、最先端の技術の翻訳と普及を促進 

• グリーンテクノロジーをを促進するためのプラットフォームを開発し、中国固有の技術開発能

力を強化 

• OGCI等の国際団体との活動を続け、複数分野において連携を実施 

社会責任に低炭素開発要素を

導入 

• 気候変動における南南協力関係に関与し、一帯一路イニシアティブ22に沿った低炭素事業を

実施 

出典： PetroChina (2019)を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

非化石投資として、2018 年には地熱、太陽光、水素、バイオ燃料、蓄電池取引ステーションへ事業を

拡大している。地熱エネルギーには、4.8 億人民元の投資している。また、2030 年までには新エネルギ

ー部門の収益が全体の 10%を占める目標を設定している。中国国内の低炭素事業に投資を行うために、

親会社の CNPC と OGCI が連携して中国気候投資を立ち上げており、ペトロチャイナもその一環として

活動を行っている。 

 

6.11.3 気候変動情報開示 

（1） ガバナンス 

ペトロチャイナでは、健康・安全・環境保護委員会及び CEOが気候関連の責任を担っている。 

 

 

図 6-10 ペトロチャイナのガバナンス体制 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

                                                      
22 2013年に初めて打ち出された、アジアと欧州を陸路と海上航路でつなぐ物流ルートを構築し、貿易を活発化させ、経済成長につなげ

るためのイニシアティブ 
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（2） 戦略 

ペトロチャイナは、現時点でシナリオ分析を実施していない。 

 

（3） リスク管理 

ペトロチャイナは、環境リスクを識別し、環境予測、早期警戒、モニタリングを重視したリスク防止及び

コントロール管理モデルを設置している。 

 

（4） 指標・目標 

指標においては、エネルギー消費量等を開示しているが、スコープ 1、2、3 の排出量は開示していな

い。目標は気候変動対策の一環として設定している。 

 

6.12 リオティント 

6.12.1 概要 

リオティントは英国のロンドン及び

オーストラリアのメルボルンに本社を

置く、最大手の資源開発企業の一つ

である。 

鉄鉱石、アルミニウム、銅・ダイヤ、

エネルギー、鉱物など、事業ポートフ

ォリオは、同業他社に比べ多岐にわ

たっている。その中で、選択と集中の

戦略を取り、投資先を EV普及を見据

えたリチウム事業や、アルミ、銅、鉄

鉱石に重点を置くと共に、石炭事業か

らは撤退を果たしている。石炭事業

は、投資家からのプレッシャーに加

え、昨今の気候変動の流れから需要

は伸びないと判断したためである。 

正式名称 Rio Tinto plc（英国）、Rio Tinto Limited（オーストラリア） 

設立年 1873年 

分類 資源開発企業 

従業員数 47,500 

生産量 • 強粘結炭 398.8万トン（2018） 

• 燃料炭 252.7万トン（2018） 

売上高 405.22億米ドル（2018）（4.4兆円） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

  

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 株式 3%以上保有 

• HSBC Custody Nominees (Australia) Ltd（30.66%） 

• J.P. Morgan Nominees Autralia Ltd18.30%） 

• Citicorp Nominees Pty Ltd（5.75%） 

• National Nominees Ltd（3.68%） 

• BNP Paribas Nominees Pty Ltd（3.16%） 

TCFD • 2018年 7月賛同 
 

2017 年から 2018 年にかけ、中国企業、グレンコア、インドネシア企業等に石炭資産を売却し、石炭

資産を保有しない初の資源メジャーとなっている。 

 

気候変動対策としても、1998年から投資意思決定に炭素価格を活用するなど、気候変動対策に積極

的に取り組んでいる。2005 年に Climate Change Position Statement を発表し、2008 年に排出削減

目標など気候変動関連目標を公表している。気候変動レポートも 2010 年後半より作成・発表していた

が、CA 100+の要請により、2018 年度版の気候変動レポートは、自社として初めて TCFD の提言に沿

う形での報告書となっている。 
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6.12.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

リオティントは 2018年に公表した「Our Approach to Climate Change」にて、重点すべき 4項目とし

て、以下を挙げている。 

 低炭素経済を実現するための鉱物資源供給 

 自社のカーボンフットプリントの管理 

 物理的な気候関連リスクへのレジリエンス 

 気候目標を促進するための政策を支援するパートナーシップやアドボカシー 

 

また、低炭素経済への移行を実現するためには、化石燃料からのフェーズアウト、エネルギー効率の

強化、運輸・産業プロセスの電化、資源の再利用、サーキュラエコノミーを重視する必要があると言及し

ている。 

 

なお、2019 年 5 月の株主総会では、1.5 度目標との整合性、スコープ 1-3 で長期削減目標の設定を

求める株主提案があったものの、株主に対し反対票を入れるように、言及していた。これは、同社の目

標は 2℃目標を基準にしていること等がその背景にあるとみられている。 

2019年の株主総会では本株主提案が拒否されたものの、2020年 2月時点では、国際環境NGOで

ある Friends of the Earthのオーストラリア支部が展開しているプロジェクト「Market Forces」が、同株主

提案を行う予定である。 

 

（2） 投融資方針・動向 

2007 年には、BP と共同で、化石燃料事業に CCS 技術を付与する事業の開発、2009 年には風力・

ディーゼルハイブリッド電力施設を設置している。 

直近では、非化石由来の投資として、省エネや再エネを促進するための投資も行っている。例えば、

2018 年には、省エネ・再エネの技術的イノベーションを商業化するための省エネに係るセンターオブエ

クセレンス23の構築に、イドロ・ケベック（カナダ・ケベック州の電力会社）とパートナーシップを組み、300

万カナダドルを投資している。 

 

（3） 内部炭素価格 

1998 年から投資を検討する際に内部炭素価格を活用している。短期的な市場データ、価格の予測・

シナリオ、社内外の専門家からのインプットによって開発し更新しているが、具体的な設定価格は開示し

ていない。 

 

6.12.3 気候変動情報開示 

（1） ガバナンス 

ガバナンスについては、サステナビリティ委員会、健康・安全・環境部署及びコーポレートデベロップメ

                                                      
23  人材、ノウハウ、ツールなどを集約した横断的施設、研究拠点 
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ント担当が主要で気候変動に係る責任を担っている。取締役会下にあるサステナビリティ委員会が気候

変動のリスク、目標設定に対するパフォーマンスを監視している。健康・安全・環境部署及びコーポレー

トデベロップメント担当は気候変動における企業のポジション及び情報開示を管理する責任を担ってい

る。コーポレートデベロップメント担当は、気候変動戦略を管理する責任を担っている。 

 

（2） 戦略 

IEAの SDSに加え、自社シナリオである「Limited Action」、「Coordinated Action」の 3つのシナリオ

を活用し、シナリオ分析を行っている。自社シナリオの詳細は以下のとおりである。 

 

表 6-12 リオティントシナリオ分析 

Limited Action • リオティントの財務評価のベースラインとなっており、CO2 排出量を削減するためのインセン

ティブ（炭素価格を含む）が既存のレベルを担保するシナリオを描いている 

Coordinated 

Action 

• 気候変動対策が強化され、NDC が増加する社会である。しかしながら、パリ協定の目標を達

成するためのペースには及ばず、2100年までに 2.5-3.5℃が想定される 

出典：Rio Tinto (2018)を基に作成 

 

SDS、自社シナリオに含まれる要素は企業へのマテリアルインパクトを与える可能性はあるものの、

いずれの場合、リオティントの企業戦略はレジリエントであると判断している。 

 

（3） リスク管理 

気候関連リスクは企業のリスク管理フレームワークを通じて管理されている。 

 

（4） 指標・目標 

指標として、スコープ 1、2、3 排出量及び GHG 排出原単位を開示している。目標として 2050 年まで

の脱炭素化を掲げている。また、短期的には 2020 年までに排出量原単位を 2008 年比で 24%削減す

ることを目標としている。2019 年気候変動レポートでは、2020 年度以降の目標設定検討中であると言

及している。 

 

6.13 BHP 

6.13.1 概要 

BHP は豪州・メルボルンに本社を

置く、資源開発企業である。 

世界有数の資源開発会社の一つ

であり、以前より持続可能な開発のた

めには、途上国経済の発展と気候変

動対策の両立が重要との基本姿勢を

有しており、業界の中でも気候変動対

策に対して積極的である。 

正式名称 BHP Group Limited（オーストラリア） 

BHP Group plc（英国） 

設立年 2001年 

分類 資源開発企業 

従業員数 72,000 

生産量 石油 121 MMboe（2019） 

石炭 7,000万トン（2019） 

売上高 442.88億米ドル（4.8兆円）（2019） 
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気候変動対策は 1990 年代から開

始しており、1996 年に BHP は GHG

排出及びエネルギー効率化に向けた

10 億米ドルの事業を実施している。

その他でも、GHG 排出原単位の削減

目標の設定、炭素価格プロトコルの

設立等、様々な行動を実施している。 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

  

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 株式 3%以上保有 

• HSBC Custody Nominees (Australia) Ltd（23.64%） 

• JP Morgan Nominees Australia Pty Ltd（17.16%） 

• Citicorp Nominees Pty Ltd（5.09%） 

• Citicorp Nominees Pty Limited <Citibank NY ADR 

DEP A/C>（5.08%） 

• National Nominees Litd（3.49%） 

TCFD • 2017年 6月賛同 
 

 なお、BHP の事業ポートフォリオを見ると、化石燃料（特に一般炭）は少なく、今後需要増が見込まれ

る鉄鉱石、銅、ウランが多くなっている。石炭開発などの上流事業を縮小しても、中長期の事業運営に

影響がないことが気候変動対策に大きく舵を切れる要因の一つでもある。 

 

 また、BHP は、2018 年 4 月に WCA より脱退している。これは、2 度目標の達成を目指す同社と

WCA で異なる気候変動対策に対する考え方を有していたためである。本点に関しては、報道では、株

主からのプレッシャーがあったとも言われている。また、同時期に、全米商工会議所（USCC）、オースト

ラリア鉱業協会（MCA）からの脱退も検討されたが、2 団体と協議を行た結果、歩み寄りに成功し、脱退

には至らなかったようである。 

 

6.13.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

BHPは、年次報告書にて、気候変動戦略、気候変動目標として次のとおり明言している。 

 

表 6-13 BHPの気候変動戦略・目標 

気候変動戦略 • 事業運営における GHG排出量の削減（森林伐採における排出量削減の取組も重視） 

• 低炭素技術への投資 

• プロダクトスチュワードシップの促進 

• 気候変動関連のリスク・機会の管理 

• 国際的な政策、市場レスポンスを強化するための他社とのコラボレーション 

気候変動目標 • 2022年の事業における総排出量を 2017年レベル以下の数値を担保する 

• 2050年までにネット排出ゼロ（2020年に、中期目標を設定する予定） 

出典：BHP (2019)を基に作成 

 

なお、2020年には、アップデート版の「Climate Change: Portforio Analysis」の改訂版が発行予定で

あり、その中で中期目標の設定、より広範なシナリオ分析（後述）、2℃世界への移行の在り方を評価す

ると公表している。 
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（2） 投融資方針・動向 

サステナビリティレポートにて、低炭素技術への投融資に関する戦略として、次の 3つを定めている。 

 軽電気自動車等の技術を事業運営に統合 

 中期的に、低炭素技術の開発・導入に向けたロードマップの構築（実証実験等を含む） 

 ポテンシャルが高い初期段階の低炭素技術を特定し、開発・導入を促進するために、コラボ

レーション及び研究機会の検討 

 

化石由来の投資としては、主にCCS事業に取り組んでおり、産業規模事業の情報共有、ロードマップ

策定、大学や研究機関における研究開発等が含まれている。例えば、2019 年には 2 事業にそれぞれ

600万米ドル、500万米ドルの投資をコミットしている。 

 

2019年 7月には気候投資プログラムが制定され、2020 年から 5 ヵ年で 4億ドルが排出量削減の技

術開発に投資されることが表明された。またそれに先立ち、同年 6月には、三菱商事会社の完全子会社

である三菱デベロップメント社と、蓄電池、太陽光発電、CCS 等を含む GHG 排出削減技術の R&D 等

にかかる MOUを締結している。 

 

6.13.3 気候変動情報開示 

BHP の気候変動情報開示は、TCFD 提言に基づいている。TCFD の開示項目に則る形での開示情

報は、2015年の「Our Climate Change: Portfolio Analysis」、2016年の「Climate Change: Portfolio 

Analysis – Views after Paris」、年次報告書及びサステナビリティレポートに含有されており、内容は以

下のとおりである。 

 

（1） ガバナンス 

ガバナンスについては、サステナビリティ委員会が主体となって気候変動関連のモニタリングを行って

いる。 

 

 

図 6-11 BHPのガバナンス構成 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 戦略 

BHP では、新興国の経済発展と、各先進国の気候変動対策の加速という中央ケースを軸に、2015

年の「Climate Change: Portfolio Analysis」にて発表した、「新しいギア（A New Gear）」、「閉ざされたド
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ア（Closed Doors）」、「世界の調和（Global Accord）」、「2 大巨人（Two Giants）」の自社の 4 つのシナ

リオを活用し、シナリオ分析をしている。 

 

表 6-14 BHPのシナリオ分析 

新しいギア 

（A New Gear） 

• イノベーションによる、発展途上国の成長がみられる社会 

閉ざされたドア 

（Closed Doors） 

• 民族主義主導であり、低成長な経済社会 

世界の調査 

（Global Accord） 

• 2℃シナリオであり、クリーン、エネルギー効率が良いソリューション開発を重視した、気候変

動への対策を共通の目標とした社会 

２大巨人 

（Two Giants） 

• 中国、米国による技術発展を主導とする社会 

出典：BHP Billiton (2015)を基に作成 

 

 2℃目標達成シナリオである世界の調和シナリオは、エネルギーミックスがより多様化され、電力にお

いては原子力及び再エネの利用、運輸においては代替燃料自動車が台頭、2030 年以降、電力発電及

び産業部門で CCS が多く活用されることが想定されている。その場合でも、企業の利益は伸びていくと

結論付けている。この根幹にあるものは、商品ポートフォリオは多様であり、化石燃料（特に一般炭）は

少なく、今後需要増が見込まれる鉄鉱石、銅、ウランが多くなっていることがその要因の一つでもある。 

 

（3） リスク管理 

グループレベルの企業計画、投資意思決定、ポートフォリオマネジメントにおいて、気候変動リスクの

識別、評価、管理を重視している。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、スコープ 1、2、3排出量及びエネルギー消費量が開示されている。 
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6.14 グレンコア 

6.14.1 概要 

グレンコアは、スイス・バールに本

社を置く資源開発企業である。金属石

油、ガス、石炭等の資源採掘に加え、

発電事業、製鐵、商社ビジネス（農作

物、自動車）まで行うコングロマリット

である。一般炭供給に関しては世界

最大手である。 

同社は 2016 年に炭素レポートとし

て「Climate change considerations 

for our business 2016」を公表してい

る。しかしながら、石炭供給量が膨大

ということもあり、CA 100+より気候へ

同対策の強化のエンゲージメントを受

け、応対に迫られることになった。 

 

正式名称 Glencore plc 

設立年 1974年 

分類 資源開発企業 

従業員数 158,000（2018） 

生産量 石炭 29.41mt（2018） 

売上高 2,197.54億米ドル（24.1兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

  

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 株式 3%以上保有 

• Qatar Holding （8.75%） 

• Ivan Glsenberg （8.69%） 

• BlackRock （5.88%） 

• Daniel Maté （3.25%） 

• Aristotelis Mistakidsis （3.23%） 

• Harris Associates （3.08%） 

TCFD • 2017年 6月賛同 
 

 その結果、2019 年 2 月には CA 100+からの要請に応じ、低炭素経済への移行を促進するための具

体的なステップが、「Our position on climate change」にて公表されている。また、大規模炭鉱の買収を

凍結すると共に、石炭事業は今後拡大せずに、年間の石炭生産量の上限を当時の 1億 4,500万トンに

おさえる方針等も打ち出している。本ステートメントは、2019年の PRIアワードにて、優良ケーススタディ

として選出されている。 

 

6.14.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

グレンコアは、2019年 2月に「Our position on climate change」にて、気候変動基本方針を打ち出し

ている。また、今後は、2020 年以降の戦略気候変動戦略を策定し、2020 年の年次報告書にて公開す

る予定である。 

 

  

24

(0.0%)

81,560

(37.1%)

138,170

(62.9%)

金属、鉱物

その他

エネルギー製品
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表 6-15 グレンコアの気候変動対策 

項目 詳細 

パリ協定と整合性を取った戦略 

（Paris-consistent strategy/capital discipline） 

• 2020 年以降、スコープ 3 の排出原単位削減の見通しを開示（適応事業の活

動も開示する） 

• 2020年以降、CAPEX・投融資のパリ協定との整合性の度合いを開示 

GHG排出量の目標設定 

（Public スコープ 1 and 2 targets） 

• 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

開し、2020年のアニュアルレポートに公開予定 

気候変動対策の進捗管理 

（Review of progress） 

• 3 年毎に、NDC への変更をレビューし、レビューを基に、シナリオベースのポ

ートフォリオ評価を更新 

TCFD提言に沿った情報開示 

（Alignment with TCFD recommendations） 

• TCFD提言に沿った情報開示を継続的に年次報告書にて開示 

 

気候変動に係るロビー活動 

（Corporate climate change lobbying） 

• 「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 

出典：Glencore (2019)を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

化石由来の投資の一環として、グレンコアの子会社 Carbon Transport and Storage Corporation Pty 

Ltdが CCS事業の取組を行っている。 

非化石由来の投資として、（系統未接続地における）炭鉱でのディーゼル発電から風力発電への切り

替え、水力発電や風力発電開発への取り組みを行っている。 

 

6.14.3 気候変動情報開示 

（1） ガバナンス 

グレンコアでは、取締役会下の健康・安全・環境及びコミュニティ・人権委員会が炭素排出、気候変動

について報告を受けている。 

 

（2） 戦略 

「Delayed Action (Glencore Central Scenario)」、「Committed Action」、「Ambitious Action」の 3つ

のシナリオを活用し、シナリオ分析を行っている。 

 

表 6-16 グレンコアのシナリオ分析 

Delayed 

Action 

• IEA の NPS と整合性を取っているが、各国の取り組み程度が統一されておらず、NPS から

期待される結果が 5-10年遅延するシナリオ 

Committed 

Action 

• IEAの NPSに基づいている 

• 目標年度通りに主要国が NDCを実現する社会 

Ambitious 

Action 

• IEAの 450シナリオに基づき、2℃シナリオ 

• 排出量削減は既存の NDC 以上の達成が想定されており、世界共通のカーボンプライシング

制度が導入される社会 

出典：Glencore (2017)を基に作成 
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なお、パリ協定の目標と整合したより具体的な長期戦略（シナリオ）を作成中であり、2020年に発表予

定である。 

 

（3） リスク管理 

グレンコアでは、企業全体でのリスク管理フレームワークがあり、その一環で気候変動のリスクを管理

している。2018 年には、気候変動によるリスクを資産レベルで考慮する評価リスク分析ツールが開発さ

れた。 

 

（4） 指標・目標 

指標は、スコープ 1、2、3排出量、排出原単位、エネルギー消費を開示している。目標として、2020年

までに炭素排出原単位を 2016年比で 5%削減することを設定している。 

 

6.15 レプソル 

6.15.1 概要 

レプソルは、スペインのマドリードに

本社を置く、下流事業を主とする石

油・ガス会社である。スペインのみな

らず欧州広域で、小売り事業を展開し

ている。 

石油・ガス業界の中では、京都議

定書に合意をした最初の企業であり、

また炭素原単位を 2040 年までに

40%削減することを公表した最初の

企業でもある。 

気候変動対策は 1992 年から開始

し て お り 、 2002 年 に 「 Climate 

Change Position」を公表、2003年に

気候変動部署を設立、2005年に炭素

戦略を作成するなど活動を進めてい

る。 

正式名称 Repsol S.A. 

設立年 1987年 

分類 独立系企業 

従業員数 25,288 

生産量 液体： 261 kbbl/d 

ガス：454 kboe/d 

売上高 23.41億ユーロ（2800億円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

 

単位：百万ユーロ 

株主構成 株式 3%以上保有 

• Sacyr（7.87%） 

• BlackRock（4.63%） 

• Caixa Bank（3.58%） 

TCFD • 2018年 4月賛同 
 

2006年から中期 GHG排出削減計画を有しており、現在は 2018-2025年の計画のさなかである。本

計画には、本中期計画終了時までに 300万メトリックトンの CO2排出量の削減などが含まれている。 

 

なお、同社は、エネルギー業界として珍しいケースであるが、2017 年には、500 億ユーロ相当のグリ

ーンボンドを発行している。調達資金の使途は、石油・ガス事業の設備更新や回収などで、CO2 排出削

減、メタン排出量の削減、ガスのフレア燃焼の減少などにも資金を充てるとしている。しかしながら、CO2

排出するブラウン企業が、グリーンボンドを発行することに、賛否両論はあり、反対意見の例としては、

使用用途が、ブラウン資産への投資がその大半で、再エネなどのグリーン資産への仕様がなされていな

999

(39%)

1,540

(61%)

上流

下流
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いなどがある。 

6.15.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

炭素戦略として、内部炭素価格、省エネ促進、天然ガスへの移行、低炭素ビジネスの促進、CCUS の

5本の柱を設定している。次のような具体項目が挙げられているが、低炭素ビビジネスの中には、バイオ

燃料、化学産業、再エネ開発が含められている。 

 事業におけるエネルギー効率の改善 

 メタン排出量の削減 

 ガスフレアリングの削減 

 低炭素排出量のポートフォリオへの移行及びガスのプレゼンスの拡大 

 バイオ燃料、先進燃料の開発 

 持続可能なモビリティ事業の開発 

 エネルギー移行に適応している新規低炭素ビジネス 

 気候変動緩和に寄与する新規技術への R&Dのモニタリング、実施 

 

目標として、次のような指標が設定されている。 

 

表 6-17 レプソルの気候変動目標 

2020年まで • 自社の炭素原単位を 3%削減 

• CO2排出量 210万トン削減（スペイン、ペルーの精製及び化学製品、探鉱、生産事業） 

2025年まで • 探鉱・生産事業において、フレアリングを 50%削減（2018年比） 

• スペイン及びペルーの精製事業、化学製品事業、探鉱・生産事業） 

• 探鉱・生産事業において、メタン排出量を 25%削減（2017年比） 

2040年まで • 排出量を 40%削減 

出典：Repsol (2019)を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

R&D の一環として、これまでにバイオ燃料、先進燃料への投資を行っており、その他にもゼロエミッシ

ョン技術、e-fuel、グリーン燃料、グリーン水素、天然カーボンシンク等のネガティブエミッション技術分野

への拡大も検討しているところである。2018-2020 年の間に、25 億ユーロを投資する予定であり、それ

とは別に、OGCI の活動を通じ、CCUS 事業を実施している企業への投資を行っている。また未来への

投資として、デジタル化推進にも検討を進めている。 

 

（3） 内部炭素価格 

内部炭素価格として、レプソルは、投資を検討する際に 25 米ドルの価格を設定している。2025 年に

は、40米ドルに増加すると想定。 
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6.15.3 気候変動情報開示 

（1） ガバナンス 

取締役会では、気候変動戦略、エネルギー・気候変動目標達成に関連する取締役及び管理職の報

酬制度を承認している。CEO 及びエグゼクティブコミッティは、気候変動戦略及び目標を提案すると共に、

戦略の実行担当、GHG排出削減計画のレビューも担っている。 

サステナビリティコミッティは、気候変動戦略、戦略に関連する目標及び計画の準拠、エネルギー移行

関連リスクのモニタリングを行っている。 

 

 

図 6-12 レプソルのガバナンス体制 

出典：Repsoｌ (2019)を基に作成 

 

（2） 戦略 

レプソルでは、IEAの SDSシナリオに基づいたシナリオ分析を行っている。 

 

（3） リスク管理 

リスク管理については、会社の統合リスク管理システムにおいて、気候変動関連の中期・長期リスクを

管理するプロセスを設置している。 

 

（4） 指標・目標 

指標としてスコープ 1、2、3 排出量及びスコープ 1、2 の排出量原単位を開示している。目標は、気候

変動対策（6.15.2気候変動対策）の一環として設定されている。 
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6.16 ベダンタ 

6.16.1 概要 

ベダンタは、英国のロンドン・英国に

本社を置く、鉱業・資源開発企業であ

る。 

戦略的報告や財務諸表は英国の法

律、規制に沿って準備されているもの

の、事業運営は、インドの政策、規制を

基に実施されており、炭素排出削減目

標は、インド政府の NDC と整合性をと

っている。 

気候変動対策の必要性は認識して

おり、カーボンマネジメント政策等を通

じ、グローバルのベストプラクティスを見

つつ、事業のエネルギー効率化・GHG

排出量の最小化を目指している。 

正式名称 Vedanta Resources plc 

設立年 1962年 

分類 独立系企業 

従業員数 88,979（2019）（派遣社員含む） 

生産量 石油・ガス生産量 189kboe/d（2019） 

売上高 15,358.7百万米ドル（16.9兆円） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 • 非公開 

TCFD • 賛同無し 
 

 

但し、事業の本質と地理的ポジション等を踏まえ、IOC のような大規模再エネ事業への即座の移行は

で困難と理解しつつも、徐々にクリーンエネルギーの開発を進めている段階である。現在のところ、保有

再エネ設備容量は、22MW である。 

 

6.16.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

ベダンタは、2014年 4月には「Energy and Carbon Policy」を公表しており、持続可能な開発の実現

及び事業目標と整合性をとったポリシーとして、以下に取り組むことを宣言している。但し、2019 年の

CDP 回答では、具体的な低炭素移行計画は立てていないことを明示しており、排出量削減やクリーンエ

ネルギー導入等、気候変動対策の取り組みは、今後の検討課題となっている。 

 

 炭素・エネルギー管理に係るグローバルベストプラクティスを活用し、事業運営における

GHG排出量を削減 

 国際プロトコルに沿った気候関連情報開示を行い、他ステークホルダーとの連携を通じエネ

ルギー消費及び炭素原単位を削減 

 エネルギー消費の削減のための資源最適活用につながる革新的技術開発 

 クリーンエネルギーへの投資、廃棄物回収に伴うエネルギー効果の最大化 

 自社施設における適応性・将来性の提供 

 自社アプローチ・成果のステークホルダーへの共有、効率的に CO2削減に繋がる政策立

案のために政策立案者と連携 

 事業や研究開発において、炭素排出量を考慮 

3,588

(23%)

487

(3%)

1,480

(10%)

877

(6%)

3,903

(25%)

5,116

(33%)

鉄鋼

亜鉛

石油・ガス

銅

アルミニウム
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 従業員、地域社会、他ステークホルダーと共に、GHG排出量削減原則へのコミットメントを

提示 

 

（2） 内部炭素価格 

内部炭素価格は現時点で設定されていないが、今後導入することを検討している。 

 

6.16.3 気候関連情報開示 

2018 年度の情報開示については、GRI に遵守する形となっている。TCFD 提言には賛同していない

ものの、今後同フレームワークに整合性を取って情報開示をしていくことにしており、開示方法について、

現在検討を行っている。現時点での、TCFD提言項目に沿う形での開示情報は、次のとおりである。 

 

（1） ガバナンス 

ガバナンスについては、取締役会に既にサステナビリティ委員会が設定されており、その下に「炭素フ

ォーラム」が設置されており、ベダンタの各ビジネスラインにおける COO が参加している。炭素フォーラ

ムは、気候変動関連の管理、そしてグループとしての気候変動への対応の責任を担っており、事業のパ

フォーマンス目標も設定している。 

 

 

図 6-13 ベダンタのガバナンス構成 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 戦略 

投資家の要求に沿う形でのカーボンマネージメント戦略、中長期の GHG排出原単位削減目標、検討

中の内部炭素価格については、チーフ・オペレーディングオフィサーを中心とする「カーボンフォーラム」

にて議論が行われている。様々な事業形態を有する中、シナリオ分析、炭素価格の設定、SBT へのコミ

ットメントについてどのように対応していくかを、今後検討していくことになる。シナリオ分析については、

今後 2 年間で実施することを想定している。炭素価格については、グループ全体で設定するのか、事業

形態ごとに設定するのか議論の最中である。 

 

（3） リスク管理 

ベダンダのリスク管理については、リスク管理フレームワークが設置されている。四半期に一度リスク
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管理の討議が行われており、各事業において、主要の気候変更関連リスクの識別、前回の討議からの

リスクの変更、制御手段、今後のアクションについてレビューを行っている。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、スコープ 1、2 の排出量は開示している。目標については、2020 年までの GHG 排

出源削減目標（2014年比で 14.5%）は示しているものの、明示している指標・目標限定的である。 

 

6.17 ウッドサイド 

6.17.1 概要 

ウッドサイドは、豪州の州都パースに

本社を置く、独立系石油・ガス生産企業

であり、豪州最大の天然ガス供給者であ

る。創業以来 60 年の実績を有しており、

2018年では世界の LNG供給の 6%を占

めており、2 基の浮遊式浮遊式生産貯蔵

施設も保有している。 

企業戦略として、既存ビジネスの拡大

を基にした Horizon 1 -資金創出（Cash 

Generation）- (2017-21)、既存のみなら

ず新規領域の拡大も目指す Horizon 2 –

価値拡大（Value Unlocked） - （2022-

26）、さらなる拡大を目指す Horizon 3 –

連鎖する成功（Success Repeated ） 

（2027-）の 3種の 5か年計画を設定して

いる。 

正式名称 Woodside Petroleum Energy 

設立年 1954年 

分類 独立系企業 

従業員数 3,597（2017） 

生産量 LNG生産年間 7200万 mboe（2018） 

売上高 52.4億米ドル（5700億円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 

株式 3%以上保有 

• HSBC Custody Nominees (Australia)（28.02%） 

• JP Morgan Australia（16.86%） 

• Citicorp Nominees（10.86%） 

• BNP Paribas Nominees（5.41%） 

• National Nominees（3.88%） 

TCFD • 賛同無し 
 

 

6.17.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

ウッドサイドは、2017年 2月に自社の気候変動方を公表している。その目的は、GHG 排出削減に寄

与に寄与すると共に、安全、クリーン、安定的、信頼性があり、低廉な価格でのエネルギーの供給である。

具体的な行動指針として、以下が挙げられている。 

 

 電源構成における天然ガスの拡大（CO2削減、再エネ導入に伴う側面支援、大気質改善） 

 設計施工段階における省エネ、効率的な資源利用の促進 

 事業実施国における排出量削減目標の設定・達成支援 

 国際レベルの炭素価格を通じ最小削減費用の支援 

 世界的な気候変動政策を鑑み、自社ポートフォリオにおけるレジリエンス及び投資判断の評

価 

5

(0.1%)

139

(2.7%)

5,096

(97.3%)

生産

開発

その他（貿易、輸送）
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 カーボンフットプリントやエネルギー利用の削減やイノベーションの促進につながる目標の設

定 

 パートナー企業や研究機関と協働し、GHG排出量削減に繋がる技術の促進 

 

また、GHG 排出削減と世界中でのエネルギー需要の同時達成のために、今後は炭化水素

（Hydrocarbon）が、重要な役割を担っていくと、同社では考えている。 

 

（2） 投融資方針・動向 

化石由来の投資については、ウッドサイドは CCS 技術を活用したパイロットプロジェクトを実施してい

る、豪州の二酸化炭素対策研究開発と連携している。非化石由来の投資として、ウッドサイドの技術戦

略は「新エネルギー」及び「炭素管理」項目を有しており、水素及び炭素施設の研究開発を検討している。 

 

（3） 内部炭素価格 

ウッドサイドは、GHG 規制、省エネ促進、低炭素投資促進、ストレステストへの投資に活用するため

の内部炭素価格を設定している。 

 

6.17.3 気候関連情報開示 

ウッドサイドは GRI、CDP、IPIECA のガイドラインを基に情報開示を行っている。TCFD については、

賛同は行っておらず、また TCFD 提言が参照されている旨は直接記載されていないが、2018 年のサス

テナビリティレポート、CDP 回答、気候変動レポートと TCFD 提言項目を合わせると、おおむね TCFD

提言とは整合性が取れていると言える。 

シナリオ分析については実施されているが、研究開発の方針、再エネ目標値など具体的な指標は、

限定的であると言える。 

 

（1） ガバナンス 

気候変動関連の最終責任は、取締役会である。実務については、取締役会の下にある、サステナビ

リティ委員会（非業務執行取締役 6名で構成）が責任を担っている。 
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図 6-14 ウッドサイドのガバナンス構成 

出典：Woodside (2019)を基に作成 

（2） 戦略 

シナリオ分析では、2℃目標と整合性を取った IEA の SDS に加え、ウッドサイド自身のシナリオ（ウッ

ドサイド・エナジー・グローバルアウトルック、ウッドサイド・エネルギー低排出ケース）による複数シナリオ

での分析を行っている。いずれのシナリオの場合でも、2035 年に向けポートフォリオはレジリエントであ

ると結論付けている。 

 

（3） リスク管理 

気候変動関連のリスク管理は、自社のリスク・コンプライアンス部門が開発しているビジネスリスク管

理プロセスに沿って実施している。リスクは、低炭素技術や政策動向による需要への影響が挙げれられ

ている。 

 

（4） 指標・目標 

指標においては、スコープ 1、2、3 の排出量を使用している。目標は、エネルギー効率の改善のみを

上げており、再エネ開発目標、研究開発の方針・具体的な投資金額などの指標は記載がない。  
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6.18 オイルサーチ 

6.18.1 概要 

オイルサーチは、パプアニューギニ

アのポートモレスビーに本社を置く、石

油・ガスの探鉱、開発に関与しているエ

ネルギー企業である。パプアニューギ

ニアの生産油田を全て運営している。

国外では、米国での事業も実施してい

る。 

オイルサーチの企業戦略では、世界

的に競争力のあり、中長期で持続可能

なエネルギーポートフォリオの構築を掲

げており、世界的な気候変動政策の動

向やシナリオ分析を踏まえ、気候リスク

を反映していくことは、企業戦略の強化

につながると考えている。 

正式名称 Oil Search Limited 

設立年 1929年 

分類 独立系企業 

従業員数 1,410（2018） 

生産量 石油・ガス生産 25.21mmboe/y（2018） 

売上高 15.358億米ドル（1690億円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 

株式 3%以上保有 

1. HSBC Custody Nominees Australia Ltd（30.05%） 

2. JP Morgan Nominees Australia Pty Ltd （25.70%） 

3. Aust Executor Trustees Ltd (IPIC) （12.9%） 

4. Citicorp nominees Pty Limited （6.59%） 

TCFD • 賛同なし 
 

 

なお、企業戦略は、（戦略目標の 3年に一度の改定を含め、）定期的に見直されることになっているが、

気候変動戦略も、劇的に変化していく株主の期待、技術革新、政府の政策に併せ、定期的に改定が行

われることが明示されている。また、オイルサーチは、パプアニューギニアにおいて、気候変動対策に対

し、自社が大きな役割を担っていることを強く認識しており、気候変動・開発公社をはじめとする政府機

関とのつながりも強く、気候変動戦略の中でも、国における気候変動目標の達成支援を上位に掲げてい

る。 

 

6.18.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

オイルサーチが 2016年に制定した気候変動戦略では、①リスク削減、②付加価値向上、③責任を持

った運営の企業全体の戦略の 3つの柱に統合されている。 

 

表 6-18 オイルサーチの気候変動戦略 

項目 アクションプラン 

リスク削減 

（Reduce Risk） 

• 投資の意思決定に活用される内部炭素価格を設定 

• 気候関連リスクを企業戦略・意思決定プロセスに統合 

• 物理的気候リスク評価を実施 

付加価値向上 

（Enhance Value） 

• 気候変動シナリオ分析の結果を、企業戦略に統合 

• 気候関連の KPI を管理職の短期インセンティブ（Short Term Incentives）に統合 

責任を持った運営 

（Responsible Operator） 

• パプアニューギニア国のの気候変動対策黙行及び開発目標の達成を支援 

• ポートフォリオにおける炭素原単位を削減 

• 事業実施先のの政府と共に、2℃目標と整合性を取った政策枠組を設置 

出典：Oil Search (2019) を基に作成 

36

(2%)

35

(2%)

1,125

(74%)

326

(21%)
LNG

その他

ガス

石油、コンデンセート



 

 

132 

 

なお、気候リスクを軽減させ企業目標と整合性を保つために、シナリオ分析、内部炭素価格設定、気

候リスクを戦略や意思決定プロセスに追加、物理的リスクアセスメントの実施も戦略内に掲げている。 

 

（2） 投融資方針・動向 

気候変動レジリエンスレポートにて、今後再エネ及び技術の促進が予測されている。 

 

（3） 内部炭素価格 

自国（パプアニューギニア）の事業では、25米ドル、米国での事業に対しては、40米ドルを設定してい

る。 

 

（4） その他 

2019 年にはメタン評価プログラムをパプアニューギニアに導入し、気候変動の短期インセンティブ

（STI）を強化した。 

 

6.18.3 気候変動情報開示 

 TCFD自体への賛同はしていないものの、年次気候変動レジリエンスレポートでは TCFD の提言項

目に直接沿う形で、透明性の高いレポーティングがなされている。同報告書の末尾には、TCFD 提言項

目との対比表がある。 

 

（1） ガバナンス 

主には、取締役会、健康・安全・サステナビリティ委員会、エグゼクティブ・リーダーシップ・チームの 3

者が気候変動対策にかかる責任を担っている。取締役会は、気候関連リスクマネジメント、企業戦略へ

の影響の潜在性、意思決定に対し責任を担い、健康・安全・サステナビリティ委員会は、気候変動問題

を含む健康、安全、社会責任にかかる戦略、プロセス、パフォーマンスを監督している。エグゼクティブ・

リーダーシップ・チームは、気候変動問題を含む主要リスクマネジメントを監督するための、組織体制、レ

ポーティング体制、責任体制の構築の責任を担っている。 

 

 
図 6-15 オイルサーチのガバナンス構成 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 戦略 

IEA の NPS、2℃シナリオ、グリーンピースの先進的エネルギーレボリューションシナリオを活用し、シ
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ナリオ分析を実施している。シナリオ分析の結果、同社のポートフォリオはレジリエントと判断しており、

炭素の制限がかかった場合でも、オイルサーチの資産が座礁資産になるリスクは低いと示している。 

 

（3） リスク管理 

リスク管理については、ISO 31000 に基づくリスク管理プロセスを支持している。気候関連リスクは、

企業リスクマネジメントプロセスの一環として、最低でも四半期に一度は確認されると共に、企業戦略や

意思決定プロセスに併せ、年次でレビューされることになっている。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、スコープ 1、2、3 の排出量、排出原単位、エネルギー効率及び GHG 排出削減イニ

シアティブの数、内部炭素価格が活用されたCAPEXの数値等を挙げている。今後は、次期企業戦略の

策定に併せ、排出原単位削減目標を設定することを検討している。 

 

6.19 オキシデンタル 

6.19.1 概要 

オキシデンタルは、米国のテキサス州

ヒューストン市に本社を置く、石油・ガス

の探査及び生産事業に関与しているエ

ネルギー企業である。米国における最大

手化石燃料企業の一つである。 

2017 年 5 月の年次総会では、株主

が、2℃シナリオにおける企業評価につ

いて報告する決議が可決され、オキシデ

ンタルの最大株主である、大手資産運用

会社のブラックロックから賛同を受けてい

る。 

本決議を受け、同社は 2018 年 3 月

に、初の気候関連報告書を公表してい

る。また、同年に大手エネルギー企業シ

ェブロンとエクソンと共に、米国企業とし

て初めて OGCI に加盟するなど、気候変

動対策を促進している。 

正式名称 Occidental Petroleum Corporation 

設立年 1920年 

分類 独立系企業 

従業員数 10,978（2017） 

生産量 石油・ガス生産量 658,000boe/d（2018） 

売上高 178.24億米ドル（1.9兆円）（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

単位：百万米ドル 

株主構成 

大株主（上位 5位） 

• The Vanguard Group, Inc.（6.91%） 

• Dodge & Cox（6.08%） 

• SSgA Funds Management, Inc.（4.09%）  

• BlackRock Fund Advisors（4.06%） 

• T. Rowe Price Associates, Inc.（3.73%） 

TCFD • 賛同無し 
 

 

6.19.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

オキシデンタルは、低炭素経済への実現に向け、柔軟かつ低コストな資産、中長期事業戦略と短期

事業の効果的な組み合わせ、炭素回収と石油増進回収法（EOR）の専門知識を盛り込んだ気候変動対

10,441

(56%)
4,657

(25%)

3,656

(19%)

石油・ガス

化学製品

中流・マーケティング
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策を戦略として挙げている。2018 年に気候変動対策として、2018 年には次のコミットメントを表明してい

る。 

 様々な低炭素シナリオに基づき、戦略を定期的に評価 

 株主エンゲージメントを実施し、気候関連リスク・機会における洞察力の向上 

 気候リスク管理・計画に関するアップデート 

 大規模事業の設備投資計画において、炭素価格及び関連の財務インパクトを導入 

 EORの潜在的メリットモデルを開発 

 CCUSの促進に伴う、役員の報酬規定の導入 

 CO2e排出量の新規指標を作成 

 メタン排出量の新規指標を作成 

 施設毎の CO2原単位を導入 

 通常工程から出るガスフレアリングを 2030年までに廃止 

 アメリカ石油協会の環境パートナーシップへの上記進捗の報告 

 

（2） 投融資方針・動向 

2018年に設立された子会社 Oxy Low Carbon Ventures では、オキシデンタル本社の事業をより効

率的に行うようにするため、CO2 回収技術、CCUS 等の低炭素技術の開発を行っている。また同時に、

関連企業への投資・連携も積極的に行っており、以下がその例である。 

 大気から直接 CO2回収する技術を開発する Carbon Engineering社に株式投資（2019年

1月） 

 大気排出ゼロで、CO2の大半を回収することが可能な、低コスト天然ガス電力システムを

持つ Net Power社への投資契約を締結（2018年 12月） 

 White Energy社と連携し、炭素回収施設の経済的実現可能性を評価（2018年 6月） 

 

今後投融資としてスコープ 1、2、3の排出量を考慮し、CCUS等の技術に投資する予定である。 

 

6.19.3 気候関連情報開示 

オキシデンタルは、TCFD への賛同は行っていないが、2018 年より TCFD 提言に沿った情報開示を

行っている。現時点の目標設定は OGCI が団体として設定している目標のみとなっているが、今後は独

自の目標設定を行う旨も表明している。 

気候関連リスク・機会レポート、年次報告書、CDP 回答を通じ、2018 年度の情報開示を次のとおり行

っている。 

 

（1） ガバナンス 

取締役会は、4 つの委員会によって構成されている。主な役割として、環境委員会及びガバナンス委

員会は、気候関連問題を取締役会に報告し、監査委員会は気候リスクの評価・モニタリング・管理を担

当し、役員報酬委員会は CCUS事業の促進を目的とした指標の開発等を行っている。 
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図 6-16 オキシデンタルのガバナンス構成 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 戦略 

シナリオ分析は、450 シナリオに基づいて実施しており、低炭素経済においても同社の事業はレジリ

エントであると判断している。 

 

（3） リスク管理 

リスク管理は高度なレビュープロセスを設けており、環境・衛生・安全委員会でレビューを行うことにな

っている。 

 

（4） 指標・目標 

スコープ 1、2、3 の指標を開示している。目標については、OGCI が設定しているメタン排出量削減目

標及びフレアリング削減目標に限定されているが、今後はCO2及び、メタン排出原単位を設定する予定

である。再エネ開発にかかる目標は現時点で設定されていない。 

 

6.20 SKイノベーション 

6.20.1 概要 

SK Innovation は、韓国のソウル市に

本社を置く韓国財閥系の石油・化学企業

である。石油事業に関しては、韓国最大

の日量 125.5 万の精製能力を有してい

る。最大規模の精製施設で、日量 80 万

バレルと日本の施設と比べても、規模が

大きく、韓国国内の安定供給のみを目的

としておらず、シンガポールなどの東南ア

ジア市場での供給も軸に掲げている。 

また、石油精製事業のみならず、化学

製品、EV 用の電池など、事業は多角化

している。 

正式名称 SK Innovation 

設立年 1962年 

分類 独立系企業 

従業員数 6,517（2018） 

売上高 545,109 千万ウォン（51.2兆円） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

単位：千万ウォン 

株主構成 株式 3%以上保有 

• SK Holdings（33.4%） 

TCFD • 賛同なし 
 

Independent Executive Officer

Environmental,
Health and Safety 

Committee

Corporate Governance, 
Nominating and Social 

Responsibility Committee

Audit Committee
Executive Compensation

Committee

Board

3,482

(1%)

10,186

(2%)

391,935

(72%)

106,844

(20%)

32,661

(6%)

石油

化学薬品

石油開発、その他

潤滑剤

電池
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6.20.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

気候変動対策として、韓国政府の「Management-by-objective operation guidelines」に基づき、

GHG排出量及びエネルギー消費を管理しており、気候変動戦略は次のとおりである。 

 排出量のシミュレーションを通じて炭素クレジットの過剰及び不足を予測し、トレーディングプ

ラットフォームを設置・運営 

 排出取引を実行するために、海外排出権を取得するための新規事業を発見し、促進させる 

 エネルギー効率化及び新世代燃料の開発を通じて GHG排出量削減 

 

（2） 投融資方針・動向 

投融資方針として、低コストの炭素回収技術を開発している。また、電池事業にて、海外展開を積極

的に行っており、中国、米国、ハンガリーなどで、EV 電池用の工場を設立している。EV 事業展開に関し

ては、海外の大手自動車メーカーと協働で事業進める場合も見受けられる。 

 

6.20.3 気候変動情報開示 

（1） ガバナンス 

ガバナンスについては、グループの最高責任者である SUPEX コミッション及びストラテジーコミッティ

下にある共有インフラタスクフォースが、気候変動に関する責任を担っている。具体的には、以下の活動

に取り組んでいる。 

 関連会社間で、炭素取引プロセスを設置 

 シナリオを基に、気候変動対応ロードマップを策定 

 炭素クレジットを確保するための事業、投資を実施 

 排出量を削減し、気候変動対応のコストを削減 

 

 
図 6-17 SK イノベーションのガバナンス構成 

出典：各種公開資料を基に作成 

 

（2） 戦略 

SKイノベーションは、現時点でシナリオ分析は実施していない。 

 

（3） リスク管理 

リスク管理については、GEMS（GHG and Energy Management System）を運営しており、エネルギ

SUPEX Council

Strategy Committee

Shared Infra Taskforce

SK Innovation SK E&C SK telecom SK hynlx
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ー消費、GHG排出量を管理している。 

 

（4） 指標・目標 

指標においては、エネルギー消費及び GHG 排出量（スコープ 1、2）を指標として活用している。目標

は、NDCに基づき、2025年までに排出量を 7.8%削減（BAU比）することを設定している。 

 

6.21 国際石油開発帝石（INPEX） 

6.21.1 概要 

国際石油開発帝石（INPEX）は、石油・

天然ガスやその他の鉱物資源の調査、

探鉱、開発、生産、販売事業を実施して

いる石油・ガス企業である。 

INPEX は、IPIECA に加盟しており、

TCFD 提言に沿った情報開示を行ってい

る。2015 年発行（2020 年 2 月改定）の

「気候変動対応の気候方針」ポジションペ

ーパーでは、IPIECA のガイドラインに沿

った気候変動リスクへの対応を記載する

等、気候変動対策に積極的に挑んでい

る。 

 

正式名称 国際石油開発帝石株式会社 

設立年 2006年 

分類 本邦企業 

従業員数 3,118（2018） 

生産量 石油・ガス生産量 4,240,000boe/d（2019） 

売上高 9,713億円（2019年） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

単位：百万円 

株主構成 株式 3%以上保有 

• 経済産業大臣（18.96%） 

• 石油資源開発株式会社（7.32%） 

• 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

（5.08%） 

• 日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託

口）（4.26%） 

• JXTGホールディングス株式会社（3%） 

TCFD • 賛同無し 
 

 

6.21.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

INPEX は、サステナビリティレポート及び「気候変動対応の基本方針」ポジションペーパーにて、気候

変動戦略、気候変動目標として次のとおり明言している。 

 

  

782,695

(81%)

170,710

(18%)

17,984

(2%)

原油

天然ガス

その他
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表 6-19 INPEX気候変動戦略 

気候変動戦略 気候変動対応として、エネルギー需要への対応、天然ガス、再エネ、GHG 排出量管理、CCS、枠

組み提供に関する 6点における取組を挙げている： 

• 石油・天然ガス事業への継続的な投資によるエネルギーの安定的かつ効率的供給への貢献

及び将来に向けた研究開発の取組 

• 天然ガス開発の推進、天然ガスポートフォリオの強化、国内外のガス田とつながるガスバリュー

チェーンの整備、天然ガスの普及拡大及び天然ガスバリューチェーンにおけるメタンンにおける

メタン逸散排出の管理 

• 再エネについては、石油開発技術との信治の高い地熱発電等に注力、風力発電事業の取組、

将来に向けた研究開発 

• GHG 管理については、石油・天然ガス生産におけるエネルギー効率の改善、フレアリング低減

とメタン排出管理、日本国内に所有する天然ガスパイプラインネットワーク沿線地域社会のエネ

ルギー使用量及び温室効果ガス排出量削減のための取組サポート、森林の保全・管理、植林 

• CCS技術については、実証試験の取組、基準の検討 

• 国際的なイニシアティブへの参加、事業実施国政府との対話、協働 

気候変動目標 • 2020年までに GHG排出量を 5%削減（2005年比） 

• 2030年までに GHG排出量を 28%削減（2013年比） 

出典：国際石油開発帝石株式会社（2019）を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

化石由来投資について、CCSの実証試験プロジェクトに参加しており、今後も実用化に向けた技術展

開を進めていく予定である。非化石燃料由来の投資動向について、INPEX の再エネへの投資総額は

2016 年の 5.6 億円から 2018 年に 13.68 億円まで倍増している。取組としては、国内・海外の地熱発

電、太陽光発電、風力発電が挙げられる。その他の低炭素化技術については、新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）の人口光合成プロジェクト及びCO2有効利用技術開発事業に参加している。 

 

（3） 内部炭素化価格 

内部炭素価格として、経済性評価を行う際に 35米ドルの価格が設定されている。 

 

6.21.3 気候変動情報開示 

INPEXでは、2019年から TCFD提言に沿った情報開示が行われている。 

 

（1） ガバナンス 

INPEX では、取締役会、経営会議、気候変動対応推進プロジェクトチームが気候変動対策における

役割を担っている。取締役会は気候変動対応の基本方針の決定及びモニタリング、経営会議は気候変

動関連のリスク及び機会の評価の決定し、気候変動対応に係る目標設定を行っている。各部門の代表

となる、約 20名のメンバーから気候変動対応推進プロジェクトチームが構成されており、リスク及び機会

を抽出し、評価を行っている。 
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図 6-18 INPEXのガバナンス構成 

出典：国際石油開発帝石株式会社（2019）を基に作成 

 

（2） 戦略 

INPEXは IEAの NPS及び SDSシナリオに加え、自社の低炭素社会シナリオを 2つ「ウェイクアップ

シナリオ」及び「技術進展シナリオ」を保持している。 

 

表 6-20 INPEXのシナリオ分析 

ウェイクアップ 

シナリオ 

• 2025年以降も NDCのトレンドを維持する 

• 太陽光・風力発電及び EVが技術進展によるコスト低下により、IEAの NPSシナリオ以上に普及 

技術進展 

シナリオ 

• 2025年に NDCが大幅に強化される 

• 2025 年までは IEA の NPS シナリオの技術進展レベルであるが、2025 年以降は IEA の SDS

シナリオの技術進展レベルまで上がる 

出典：国際石油開発帝石株式会社（2019）を基に作成 

 

（3） リスク管理 

年次サイクルで気候変動関連のリスク及び機会を評価、管理している。リスク評価のプロセスは、

ISO31000に基づいている。 

 

（4） 指標・目標 

指標・目標においては、スコープ 1、2の GHG排出量及び再エネの発電量の実績を開示している。ス

コープ 3 は、該当する場合開示している。また、大気への排出量、水資源使用量、産出水の排出量、産

業物量、油流出も開示している。 

  

取締役会

経営会議

代表取締役社長

取締役 常務執行役員
経営企画本部長

経営企画本部長補佐
気候変動対応推進グループ

CSR委員会
コーポレート
HSE委員会

気候変動対応
推進プロジェクト

チーム 各部門及び
子会社
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6.22 JXTGホールディングス（JXTG） 

6.22.1 概要 

JXTG ホールディングスは、エネルギ

ー事業、石油・天然ガス開発事業、金属

事業に関与している総合グループであ

る。 

JXTG では、地球温暖化防止対策の

考えとして、生産段階での省エネ推進を

基に、CO2 排出削減につながる製品の

販売、再エネ事業拡大を通じたサプライ

チェーン全体における CO2 排出削減を

目指している。 

正式名称 JXTGホールディングス株式会社 

設立年 2010年 

分類 本邦企業 

従業員数 40,695 

生産量 193万 boe/d（2018） 

売上高 11.1兆円（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（営業利益） 

 

 

 

 

 

単位：億円 

株主構成 株式 3%以上保有 

• 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口）（8.42%） 

• 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

（6.77%） 

TCFD • 2019年 5月賛同, 
 

 

6.22.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

JXTGでは、低炭素社会を実現するために CSRレポートにて、気候変動戦略及び気候変動目標を明

言している。 

 

表 6-21 JXTGの気候変動戦略 

気候変動戦略 • 事業拡大に応じた最適な電源ポートフォリオの構築（国内・海外） 

• 国内・海外の大型再エネプロジェクト推進（洋上風力・地熱等） 

• CO2 フリー水素事業の創出（海外水素製造・輸送 PJ、水素発電等） 

気候変動目標 • 2019年までにサプライチェーン全体における CO2排出量を 272万トン削減 

• 2030年までにサプライチェーン全体における CO2排出量を 408万トン削減 

• 2030年までにゼロエミッション（最終処分率 1%未満）を維持 

出典：JXTGホールディングス（2019）を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

化石燃料由来においては、CO2-EORによって、CO2を削減するための事業を行っている。研究開発

においては、石油精製プロセスの合理化・効率化、セルロース系バイオエタノール、水素の製造・貯蔵・

輸送・供給に関する技術開発及び IoT 化を促進するセンサー材料の開発の研究を実施している。また、

JXTG エネルギーは、2006 年には水素エネルギー供給に関する研究を促進するための「公益信託

ENEOS 水素基金」を立ち上げており、年間 5,000 万円ほどの研究補助成金を有している。非化石燃料

由来の投融資動向としては、太陽高、風力、水力発電事業を進めている。 

557

(11%)

3,541

(69%)

378

(7%)

681

(13%) エネルギー

石油・天然ガス開発

その他

金属
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6.22.3 気候変動情報開示 

JXTG ホールディングスは 2019年 5 月に TCFD 提言に署名を実施し、今後は TCFD 提言に沿った

情報開示を進めていく方針を明言している。2018年度は、総合レポート及びCSRレポートにて、GRI及

び環境省の報告ガイドラインに沿った情報開示を行っているが、TCFD 提言に沿った情報開示も一部行

っている。 

 

（1） ガバナンス 

JXTG では、経営会議及び取締役会において、四半期に 1 回以上の頻度で気候変動関連のリスク及

び機会について議論を行っている。会議では、中期事業戦略、中期環境経営企画の進捗を含めた、

CO2排出量の削減状況を検討・確認している。 

 

 
図 6-19 JXTGホールディングのスガバナンス構成 

出典：JXTGホールディングス（2019）を基に作成 

 

（2） 戦略 

JXTGでは、IEAの NPSシナリオ及び SDSシナリオに基づくシナリオ分析を行っている。 

 

（3） リスク管理 

COSO-ERM フレームワークに基づく全体的リスクマネジメント体制を維持している。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、エネルギー使用量、エネルギー消費原単位、CO2 排出原単位、GHG 総排出量、

大気汚染負荷量、水資源投入量、水質汚濁負荷量、化学物質の排出・移動量、廃棄物量を開示してい

る。 

 

取締役会

経営会議

JXTGグループCSR会議

（議長：JXTGホールディングス社長）

監査・監督

監査・監督

報告

報告

リスクマネジメント所
管組織

内部統制会議

連携

JXTGグループ
コンプライアンス委員会

JXTGグループ
人権・人材いきいき委員会

JXTGグループ
環境安全委員会

JXTGホールディングス
グループ

JXTGエネルギー
グループ

JX石油開発グループ JX金属グループ

各部署・CSR推進責任者 各部署・CSR推進責任者 各部署・CSR推進責任者 各部署・CSR推進責任者
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6.23 コスモエネルギーホールディングス 

6.23.1 概要 

コスモエネルギーホールディングス（以

下、コスモ）は、石油開発、精製、販売、

石油化学及び再エネ事業を実施してい

る、総合石油事業企業である。 

コスモは、長期的に石油関連事業の

収益力を強化しながら再エネ事業を拡大

することを目標としている。 

2010 年に、日本発の風力発電専門企

業のコスモエコパワーをグループ化して

いることから、再エネの中でも、特に風力

事業に注力を入れている。 

正式名称 コスモエネルギーホールディングス株式会社 

設立年 1986年 

分類 本邦企業 

従業員数 6,788 

生産量 原油 5.2万 boe/d（2018） 

売上高 27,704億円（2018） 

事業 

ポートフォリオ 

（売上） 

 

 

 

 

 

単位：億円 

株主構成 株式 3%以上保有 

• Infinity Alliance Limited（インフィニティ アライアン

ス リミテッド）（20.76%） 

• 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口）（6.84%） 

• 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

（3.49%） 

TCFD • 賛同無し 
 

 

6.23.2 気候変動対策 

（1） 気候変動戦略 

コスモでは、地球温暖化問題への取組として、次の気候変動戦略及び気候変動目標を明言している。 

 

表 6-22 コスモの気候変動戦略 

気候変動戦略 • 石油系燃料の低炭素化 

• 再エネの普及拡大 

• エネルギ―効率に優れた高機能製品の開発・普及を通じた、バリューチェーン全体での GHG

排出量削減 

• 燃料品質の面から、内燃機関の飛躍的な熱効率の改善 

• 超長期のＧＨＧ削減を実現する革新的技術（カーボンリサイクルなど）への挑戦 

• 国際貢献 

• ガバナンスの強化 

気候変動目標 • 2022年までに、GHG排出量を 16%削減（2013年比） 

• 2030年までに、GHG排出量を 26%削減（2030年比） 

出典：コスモ（2019）を基に作成 

 

（2） 投融資方針・動向 

非化石燃料由来については、風力及び太陽光発電事業に取り組んでいる。出光興産株式会社及び

1,117

(4%)

602

(2%)

25,269

(80%)

4,586

(15%)

再エネ

石油化学

石油開発

石油（精製・販売）
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日本政策投資銀行と共同で CDS ソーラー合同会社を設立し、太陽光発電所を 8 拠点設置した実績を

有している。 

 

6.23.3 気候変動情報開示 

（1） ガバナンス 

コスモの気候変動対策は、環境・社会貢献委員会によって、グループの事業活動による環境負荷を

縮小させるための活動を行っている。 

 

（2） 戦略 

コスモは、現時点でシナリオ分析を実施していない。 

 

（3） リスク管理 

コスモの気候変動関連課題リスクの管理は、安全・リスクマネジメント委員会がモニタリングしている。

各事業所及び部署が、想定されるリスクをすべて抽出し、頻度、影響を 2 軸としているリスクマトリックス

にて評価し、委員会への報告を行っている。 

 

（4） 指標・目標 

指標については、再エネ電力発電量、スコープ1、2、3の排出量を開示している。目標については、上

述のとおりである。 
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7  総括 

世界の現状と今後の動向を鑑みると、エネルギー源において CO2 排出原単位が大きい石炭への投

資は、投資家のダイベストメントや企業の資産売却も含め、縮小傾向にあり、石油は、石油化学産業に

需要は残るもの、CO2 排出量も多く次のダイベストメントの対象とも言われている。天然ガスについては

LNG を中心に、各国のベース火力電源としても引き続き残っていくことが想定されている。その裏では、

各国政府の振興策や企業の技術開発によって、代替エネルギーの開発も進んでいる状況である。また、

欧州が脱炭素社会戦略やサステナブルファイナンスのトレンドを創出・リードする中で、欧州域外におい

ても独自のエネルギー・気候変動政策を打ち立てる動きがみられ始める。 

かかる状況下、気候変動対策・脱炭素社会化への政策的な移行が進む中で、投資家・金融機関は、

企業が気候リスク・機会を踏まえて中長期で生き残れるかを評価・判断する必要性が高まっており、化

石燃料企業は、低炭素化・脱炭素化に向かう姿勢、脱炭素社会での生存戦略を投資家・金融機関に見

せていくことが望まれている。つまり、欧州の脱炭素政策、中国の石炭（クリーンコール）推進、米国

LNG 推進等の動き見つつ、中長期の気候変動戦略と、短中期の事業戦略を両立させ、どう情報開示を

行っていくかが、日本企業を含む化石燃料企業の今後の論点となっている状況であると言える。 

 

 

図 7-1 エネルギー業界の今後の見通し 

出典：各種公開資料、ヒアリングを踏まえ作成 

 

7.1 諸外国における最新動向 

7.1.1 制度・政策 

近年、欧州を中心としてサステナブルファイナンス動きが推進されており、2050 年までのカーボンニュ

ートラル目標達成に向けた資金動員の在り方の検討、金融規制の導入が見られる。例えば、サステナブ

ルファイナンスポリシーの土台であり、「サステナブル」の定義づけとなる EU タクソノミーでは、2019 年

に TEG による草案がまとめられ、今後、欧州議会を中心に、2021 年末の法制度化に向けて議論が続

いていくことになる。他方で、TEGは、金融機関出身者がほとんどであったこともあり、産業・事業の実態

• 需給は長期的に減少（石炭火力の段階的廃止）

• 2040年に50%以上の一般炭減少

• 投資家・環境団体のターゲット（ダイベストメント）

• CCSを前提に、一定規模のシェアを確保、ただし
2030年までは、実用化の可能性は低いとの見立て

石炭

• 欧州は、サステナブルファイナンスを含む気候変動政
策でリードをとる

• 産炭国や途上国では、廉価な自国エネルギーとして石
炭は高優先順位、フェーズアウトの時期も遅い

• 国営企業は、ダイベストメントの影響は限定的

• 但し、NDCや長期戦略達成のため、国営企業の締め付
けが厳しくなる可能性あり

• 欧州の化石依存国（特に石炭）は、エネルギー移行に
かかる資金支援をEUと交渉

各国の

動き• 次のダイベストメント対象

• 公的機関（EIB、WB）も上流開発の新規融資ストップ

• 石油化学産業には需要在り

• 但し、脱化石素材・燃料の影響大（バイオプラスティッ
ク、バイオ燃料）

石油

• 需給は長期で増大（特にLNG）

• 各国のベース電源としても引き続きニーズあり

• ダイベストメントは、石炭、石油の後

• 米国のシェールガス政策に依存

天然ガス

LNG

• 水素が石油代替として、2030-40に台頭

• カーボンリサイクル技術の台頭

• EV、バイオ燃料の普及拡大

• カーボンプライシング政策の導入

• オフセット手段として、森林開発の促進

代替

エネルギー
等

• フィデューシャリー・デューティー（受託者責任：利益の
最大化）

• 石炭の座礁コスト、石油ガス価格の中長期下落リスク
への対応が必要不可欠（配当確保）

• エネルギー企業の評価は、NDCとの整合性、CO2の現
谷の縮小、明確なネットゼロエミッションへの道筋

• エネルギー需要に見合った供給の担保は必要（急激な
ダイベストメントは社会的に悪影響）

• グリーンでサステナブルな技術だけでは、エネルギー転
換は不可能（パリ目標、SDGs、エネルギーセキュリティ
の達成はできない）

金融機関
の見方

世界の現状の中長期の方向性 足元の国・金融の動き
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が反映されていない、サステナブルの基準・定義が狭義である、経済活動を軽視し非現実である等の意

見も欧州ヒアリングで確認された。今後はどこまで定義を柔軟に考え、タクソノミーの範囲を柔軟かつ現

実的に広げつつ法制度化に繋がっていくかが論点になると考えられ、それにより企業のグリーンに対す

る対応方針も影響があると考えられる。 

パリ目標の達成、エネルギーセキュリティの確保、SDGsの達成には、グリーンでサステナブルな技術

だけで、化石施設の高効率化や情報通信技術なども引き続き気候変動対策には重要と考えている企業

や投資家・金融機関も多数存在していることも、ヒアリングで確認された。 

 

また、欧州では、サステナブルファイナンスのコンセプトを域外にも共有し、全世界で脱炭素社会を促

進させようとする動きもある。他方、エネルギーセキュリティー等の理由より、欧州の基準をそのまま遵

守することは困難な国もあるため、自国独自のサステナブルファイナンス原則やタクソノミーを構築して

いる国も増えている。例えば、直近では、中国、カナダ、マレーシア、アラブ首長国連邦などが、独自の

ルールを策定していることが確認されている。 

 

 

図 7-2 諸外国における気候変動対策動向 

出典：各種公開資料、ヒアリングを踏まえ作成 

 

7.1.2 業界団体 

化石燃料系イニシアティブでは、化石燃料企業の気候変動対策促進を目的としたマルチステークホル

ダーによるイニシアティブが存在している。例えば、大手 IOC を中心から成り立っている OGCI では、低

炭素技術開発を促進するための連携を実施し、投資ファンドも設立し低炭素技術開発支援を行っている。

IPIECAは、大手企業のみならず、独立系企業やNOCも含めた石油・ガス企業が参画しており、気候変

動対策におけるベストプラクティスの共有、金融機関等のステークホルダーとの対話促進、情報開示の

方法の提示など、重要なコミュニケーションチャンネルとなっている。石炭系イニシアティブに関しては、

石炭火力発電を廃止し、低炭素化への移行を促進する PPCA は、参加表明を増やしている一方で、石

炭発電の高効率化による有効活用を目指すWCA は、石炭利用に関する考えが合わず、脱退する企業

もみられている。 

進む欧州主体のサステナブルファイナンスルールメイク
• タクソノミー、ベンチマーク、非財務情報開示について、
規制化の動き

• タクソノミーは、2019年末までに専門家グループ案が作
成させ、同案を素案に2021年末までにEU内で規制制定

• タクソノミー案におけるサステナブルの定義は狭義、経
済活動全体で考える必要がある等、定義の柔軟性・拡
大につき問題定義あり、今後の議論の焦点

• 欧州の化石依存国（特に石炭）は、急速な移行に反対
• EUグリーンディールの一環として、移行ファンドが設立

主流化するTCFD
• 情報開示枠組みは、TCFDに集約化
• 国レベルでも、情報開示の法制度化が欧州を中心に進
む

• 投資家・金融機関が留意する点は、賛同の有無よりも、
TCFD提言項目に即した情報公開

国際レベル・欧州

欧州外にも広がる脱炭素（特に石炭）・情報開示のトレンド
• 欧州主導で、サステナブルファイナンスの拡大に向けた
プラットフォーム（IPSF）も設立され、今後の動きを注視
の必要あり

• NDCや長期戦略達成のため、欧州外の国・国営企業
（NOC）でも締め付けが厳しくなる可能性あり

• 欧州以外でも、独自の情報開示の法整備化、サステナ
ブルファイナンスポリシー・タクソノミーの設定の動きが
加速（例：カナダのような先進国のみならず、中国、マ
レーシア、UAE等でも独自の制度を制定）

欧州外
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投資家系イニシアティブにおける主な動きとしては、CA 100+等のイニシアティブを通じた化石燃料企

業へのエンゲージメントが大きく挙げられる。その結果、多く化石燃料企業が情報開示、目標設定、アク

ションプラン構築等の気候変動対策の強化を進めている。また、IEA が作成する等の既存シナリオとは

別に、投資家目線を持った新たなシナリオ（FPSシナリオ等）も投資家系イニシアティブによって開発され、

脱炭素の方向性を投資家目線で描き始めており、そのような気候シナリオに対して、企業がアラインす

るかどうかの見極めも重要となってきている。 

イニシアティブを介した投資家の働きかけは今後も引き続き拡大すると想定され、パリ目標との整合を

含む政府への気候変動対策目標の上方修正、企業への長期投資戦略の開示及び気候変動対策戦略

の強化に関するコミットメントに関するエンゲージメントの拡大も想定される。直近では、PRI、CDP、

Ceres、AIGCC、IGCC、IIGCCの 6団体は、2020年 2月に日本政府に対して、パリ協定における日本

の GHG排出削減目標の引き上げを求める書簡を送付している。 

 

7.1.3 投資家・金融機関 

投資家・金融機関は、昨今の欧州のサステナブルポリシーの動きに併せる形で、化石燃料産業・企業

への投資基準は厳格化される方向であり、気候変動関連リスクは、試算ポートフォリオにおけるマテリア

ルリスク要因としてみなされつつある。しかしながら、石炭を中心とした化石燃料企業への投融資方針は、

全面的な撤退ではなく、一定の条件付きの場合が多い。条件例としては、企業の全収益における石炭

関連売り上げの割合、プロジェクト実施国（対象国の経済発展度合い、代替エネルギー導入の可否）、

（先進国の場合、）CCS 付帯の有無等がある。また、各種方式・視点によっても相違がみられる。例えば、

火力発電事業へのプロジェクトファイナンスは実施しないものの、コーポレートファイナンスであれば融資

に応じる場合や、再エネ投資を行う化石燃料企業に対しては、再エネの成長性に注目し投資先として残

すような場合などもある。 

 

化石燃料企業への投融資基準に関しては、石炭の座礁コストや石油ガス価格の中長期リスクへの対

応がなされているのか、つまりは中長期にわたり配当確保できるのかが最も重要な論点であると考えら

れる。例えば、ノルウェーのGPFGでは、石油ガス関連株の投資先からの除外に関し、気候変動の問題

のための除外とは考えておらず、原油価格の下落による中長期の運用リスクの低減としている。また、

欧州投資家へのヒアリングによると、現時点での CO2 排出量が多い企業というだけで即座の投資撤退

の理由になることは限定的であるものの、対象企業が CO2 原単位・排出総量の削減計画を有している

のか、その国におけるエネルギー計画や気候変動目標に沿った事業計画になっているのか、セットゼロ

エミッションへの明確な道筋の有無等を投資判断としているようである。つまり重要なことは、脱炭素化

が進む社会の中で、化石燃料企業が生き残っていける戦略を描いているのか、企業自身が脱炭素に向

かう姿勢・計画を示しているのかを投資家・金融機関に見せることであると考えられる。また、同時に、情

報開示を行っている企業において、企業によって活用しているシナリオはそれぞれ異なるが、投資家自

身はシナリオ自身の正当性につき判断できないため、シナリオに基づいたビジョンに対し、経営層の脱

炭素化に向けたコミットメントがあるのかも非常に重要な視点と言える。 

 また、直近では、世界最大の資産運用会社であるブラックロックも CA 100+に賛同した。最大手のブ

ラックロックが、ダイベストメントなどを実施する場合、他の投資家も追従する可能性も考えられ、同社の
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今後の気候変動対策への対応は注視していく必要がある。 

 

 
図 7-3 投資家・金融機関におけるサステナブルファイナンスの考え方・動向 

出典：各種公開資料、ヒアリングを踏まえ作成 

 

7.1.4 化石燃料企業 

 投資家・金融機関や NGO などから、日々CO2 排出量削減へのプレッシャーは高まっている中、化

石燃料企業は、気候変動対策への取り組みや加速する脱炭素社会の中での生存戦略を情報開示にす

ることによって、投資家・金融機関にその在り方を評価・判断してもらう必要に迫られている。 

気候変動への取り組みとしては、特に世界中から投資が集まる IOC や欧州の投資家が投資する欧

州域内 NOCを筆頭に、CCUや施設の省エネ化などの化石資産への投資、EVやバイオ燃料への投資、

再エネ開発による経営の多角化（総合エネルギー企業化）を促進させ、情報開示を積極的に行うなど、

気候変動対策に取り組んでいる。但し、企業によってアプローチ方法は多種多様であり、例えば、エクイ

ノールは、洋上風力発電を開発し、自社の資源開発サイトにおける電力を再エネで賄っており、引き続き

CCS 開発による更なる排出原単位の縮小を目指している。精製・小売事業者であるレプソルでは、バイ

オディーゼルの開発に注力しており、今後化石燃料の規制化が強まるなかでも、生き残るための戦略を

描いている。情報開示が進む企業の特徴としては、TCFD 提言項目に遵守しているだけでなく、複数シ

ナリオの分析がある、2030~2050年といった中長期での目標がある、国に目標・政策との整合性がある、

内部炭素価格の設定があるなどの特徴も散見された。 

 

他方で、欧州以外でのNOCや独立系企業では、海外から資金調達の必要性が低いこともあり、海外

投資家を見据えた気候関連投資も情報公開も限定的であり、IOC や欧州 NOC と同レベルの企業変革

や事業拡大まで未達な現状と言える。例えば、気候関連投資であっても、既存施設の高効率化などが

多く、再エネ投資などの脱炭素ビジネスへの事業拡大は限定的である。但し、訴訟リスクもある米国や、

情報開示制度が整備されつつある中国では、気候変動対応が今後加速していくことも想定され、他国で

も NDC や長期目標達成のために、国から気候変動対策の強化を今後強いられる可能性は十分考えら

れる。 

 

なお、諸外国企業と比較し、本邦企業を見てみると、業界のトップ入りを目指し、情報公開を進めてい

投資家・金融機関

投融資基準
• 欧州のサステナブルファイナンスにポリシーに伴い厳格化

• ただし、投資と融資、コーポレートファイファンスとプロジェクト
ファイナンスなどで温度差はある

• 受託者責任により、利益の最大化を追求する必要があり、全て
がESG投資が中心に進んでいるわけではない

• 世界最大手のBlackRockのCA 100+署名に伴い、加速する可
能性

ダイベストメント
• エンゲージメントの失敗がダイベストメント（機会損失）
• ダイベストメントは、経済・社会への悪影響もあるので、金融機
関は、簡単には判断・決断できない

化石燃料産業への見解

現状のエネルギー業界に対する評価軸
• 石炭の座礁コストや石油ガス価格の中長期下落リスクへの対
応がなされているのか（中長期で配当確保ができるのか

• 複数のシナリオ分析を活用し、レジリエンスの評価がなされて
いるか

• 活用シナリオの妥当性は、金融機関・投資家は判断できない
• 経営層の脱炭素化に向けたコミットメントが、最も重要
CO2原単位の減少、将来的なCO2排出削減量
ネットゼロエミッションへの明確な道筋

各国の政策目標（NDCや長期戦略）との整合
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る企業はあるものの、多くの企業は、これから情報開示方法につき試行錯誤している段階である。但し、

現状では、日本の化石燃料企業にとって海外資本は限定的である。つまり、上流開発など海外事業・展

開を行う企業の場合、気候投資の情報開示促進が急務である一方、国内事業にとどまり、海外資本に

頼らない企業であれば、日本の金融市場の様子を見つつ、情報開示や気候投資の準備を進めていくこ

とが必要であると言える。 

 

 
図 7-4 化石燃料企業における気候変動対策・情報開示動向 

出典：各種公開資料、ヒアリングを踏まえ作成 

7.2 日本への提言と示唆 

日本における企業の情報開示状況を見てみると、2019 年 5 月の TCFD コンソーシアムの設立に伴

い、TCFD 賛同企業は急増したものの、企業はこれから TCFD 提言項目に併せる形で情報開示を進め

ていく段階である。TCFD 提言への未対応は、中長期で経営弱体化に繋がることが想定されるため、日

本でも情報開示は促進されていくものの、欧州のような情報開示にかかる法制度整備や、サステナブル

ファイナンスに係る土台構築までは至っておらず、欧州企業とのスピード感には違いがあることには留意

する必要がある。また、欧州とは、経済状況、エネルギーセキュリティ等々環境が異なっているため、同

じ情報開示、金融市場を作る必要はなく、日本の状況を踏まえつつ、パリ目標の 2度目標の達成のため

の脱炭素化の道筋、その目標達成に寄与するサステナブル金融市場を作ることが重要であると考える。

これらを踏まえ、日本の課題、今後日本が取り組むべきアクションは次のとおりと考える。 

 

（1） 諸外国の動向把握 

 欧州では、タクソノミーの規制化、投資家・金融機関の投融資基準の強化、電力・エネルギー業界の

低炭素化など、引き続き気候変動対策への取り組みは加速していくことが想定される。また、欧州は、国

の状況・背景に問わず、GDP に悪影響を与えない脱炭素社会への移行をモットーとしており、そのため

の移行メカニズムである JTFを立ち上げ、化石燃料依存国であっても、脱炭素化に向かうための支援体

制が整えられつつある。企業レベルでも、例えば、BPでは、2050年までに、事業活動全体でのカーボン

ニュートラルを目指すことが 2020年 2月に発表されており、今後他 IOC でも追従する動きがあることも

• 再生可能エネルギー
• 化学製品
• バイオ燃料
• CCUS

（CO2削減計画、投資金額、長期目標の
記載有、ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ発行事例も有）

IOC、欧州NOC

• EOR
• 施設の効率化

（実績、コミットメントはあるが、具体的な
定量目標、達成時期は限定的、近未来）

• 環境目標の有無
• 目標に対する実績の公開
• TCFDの署名の有無
• 今後の情報開示の方針、2040年のビ
ジネスビジョンを考えるところ

• 経営層との距離が離れている

NOC、独立系企業 本邦エネルギー企業

• 90年代より環境政策が進み、脱炭素
化への抵抗がない（リスク＜機会）

• 再エネ産業政策、バイオ燃料促進の
ための制度・支援策が整備

• 情報開示にかかる法整備
• 金融機関における投資基準強化

• NOCの情報開示の必要性は無い
• NDCや長期戦略達成のため、国から
の締め付けが厳しくなる可能性あり

• 米は訴訟リスク、中国は情報開示制
度の整備により、情報開示が加速

• エネルギー移行しない企業は、いず
れ買収されるか、株主還元

• 日本の金融機関における、気候関連
開示情報に基づく運用方法は検討中
の状況

• 海外資本は限定的
• 企業は国の目標と異なるシナリオを
出していいのか、模索している

背景

気候投資

• TCFDの提言項目に順守
• 2030-2050といった長期目標
• 内部炭素価格の設定あり
• モニタリング方法の設定
• 見直し頻度・タイミングの明記
• 国の目標・政策との整合性あり
• ディレイシナリオも作成

• 大半は、TCFD提言項目に順守
• ただし、具体的な指標は限定的
• 目標はよりIOCに比べ短期
• 実績の記載のみの場合も有
• 内部炭素価格の設定なし

情報開示

• 海外展開する場合、気候投資や情
報開示促進が急務

• 国内事業に留まり、海外資本に頼
らないであれば、今後の様子を見
つつ、情報開示・気候投資の準備

*:気候投資、情報開示動向はヒアリングより（全ての企業に当てはまるわけではなく、対応が進んでいる本邦企業もあり）
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想定される。欧州以外の動きとしても、各国のエネルギーセキュリティなどの状況を踏まえた、独自のサ

ステナブルファイナンスポリシー戦略やタクソノミー案の策定に動く国も近年立て続けに散見される。つ

まり、欧州内外において、脱炭素化に向けた動きは日々加速して、これまで以上に諸外国政策・企業の

状況を継続的に把握しつつ、日本の政策策定に活かしていくことが強く求められるであろう。 

 

（2） 国内のサステナブルファイナンスの確立 

 日本では、サステナブルファイナンス・ESG 投資の手法論にとどまっており、何をするのか、また企

業の開示情報を投資家・金融機関がどう評価するのかまで未達な状況であると言える。投資家や金融

機関は、日本のNDCや企業の開示情報に基づく、日本における独自の運用方法を検討していく必要が

あると考える。そのために、海外の投資家との対話を推進し日本独自の開示の考え方（日本の実情）を

海外発信する仕組み・流れを作ると共に、海外との連携も視野に入れることが望ましい。 また同時に、

政策立案者、化石燃料事業者、海外の投資家の三者が、日本の気候変動対策およびエネルギーセキ

ュリティの在り方につき、意見交換を行う場をもつことも有意義と考える。 

 

（3） 日本における開示方法・開示項目の発信 

 日本の企業は、TCFD への賛同が先行し、実際の情報開示方法・項目につき、試行錯誤中の状況

である。例えば、戦略については、短期的なものが多く、中長期ビジョンの欠落していたり、ガバナンス項

目については、経営層との距離が課題となっている。ここでいう経営層の距離というのは、海外企業であ

れば、気候変動対策・情報開示は経営部門にあり経営判断と直結しているが、日本の多くの企業の場

合、環境・CSR 部門のような部署で経営とは別枠で扱われることがまだ多い状況である。つまり、企業

は、金融機関が求める情報開示の質・在り方を習得すると共に、CO2 排出量の削減など気候変動対策

の姿勢を追及していることを積極的に示していくことが必要である。日本の企業は開示方法・項目に関

する知見・実績が十分でないため、2020 年発表予定の TCFD ガイダンス Ver.2 において、セクターポリ

シーを策定の上、手法を明示し、道筋を提供していくことも一つの手段と考える。 

また、タクソノミーとは、パリ協定や NDC を達成するための手段・道筋の提示である。タクソノミーのコ

ンセプト（項目）は、欧州と併せつつも、閾値など日本の状況・到達目標を反映させた日本版タクソノミー

やサステナブルポリシーの制定も重要であろう。 

 

シナリオ分析等の情報開示については、企業戦略の基軸になるため、各国のエネルギー需給見通し、

エネルギーバランスと整合性を取る必要がある。多くのエネルギー企業は、IEA 作成の SDS（2040 年

80%削減）を活用しているが、日本は 2050 年 80%削減を目標としており、解離している状況である。ヒ

アリングによると、国の目標と異なる SDS 等を活用して良いのか、逡巡する企業も複数存在している状

況である。 

 

（4） 国の脱炭素戦略におけるシナリオ分析の考え方の導入 

これまでは、シナリオに対して企業が経営し続けるコミットメントや気候変動対策への姿勢があれば、

投資家に対しての説明としては十分であった。しかしながら、日本のサステナブル金融市場が成熟し、

日本の企業も TCFD 項目に沿う形でうまく情報開示ができるようになると、中長期的には、そのシナリオ
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が、日本の NDC に沿っているか、またそもそも NDC がパリ協定の目標に整合しているのかという問題

に発展しうることも考えられる。つまり、国としての 2℃目標のみならず、4℃や化石燃料活用をした上で

の 2℃目標などの、複線シナリオを構築し、企業のインパクト評価の支援を行ったり、並行してシナリオ

について投資家と対話を行うことも強く望まれる。 

 

図 7-5 日本における課題と今後の必要アクション 

出典：各種公開資料、ヒアリングを踏まえ作成 

  

• タクソノミーの規制化、金融機関・投資家のグリーンファイナンスポリシー
（石炭撤退）の強化、電力・エネルギー業界の低炭素化など、引き続き情
勢は動いていく

• 各国独自のサステナブルポリシー戦略、タクソノミー案が策定

• 定期的に諸外国とIOCの状況を把握
し、以下の政策に生かしていく

諸外国の

動向

項目 現状と課題 次必要アクション

• 日本では、手法論の話にとどまっており、何をするかまで未到達
• 金融機関・投資家は、開示情報に基づき、日本における運用方法（ESG
投資）を検討していかないといけない

• 海外投資家との対話を推進していく。
日本独自の開示の考え方を海外発信
するとともに、海外と連携（ IPSFへの
参加含む）も視野に入れる

国内の

グリーン

ファイナンス

• TCFDガイダンス（Ver.2）におけるセク
ターポリシーを策定し、海外への発信
を推進する

• 日本独自のタクソノミーの制定等を通
じて、日本の方向性を発信していく。

• 国としての2℃目標のみならず、4℃や
化石燃料での2℃目標などの、複線シ
ナリオを構築し、企業のインパクト評
価の支援を行う

• 並行してシナリオについて、投資家と
対話を行う

• 日本の企業は、TCFDへの賛同が先行し、実際の情報開示方法・項目に
つき、試行錯誤中

• 戦略も、短期的なものが多く、中長期ビジョンの欠落
• 日本では、特にガバナンス項目は課題（経営層との距離）
• クリーンエネルギーを追求していることを見せることが最重要

開示方法・

開示項目

• 情報開示は、企業戦略の基軸になるため、国内のエネルギー需給見通
し、エネルギーバランスと整合性を取る必要がある

• 多くのエネルギー企業は、IEAのSDS（2040年80%削減）を活用している
が、日本は2050年80%削減を目標としており、解離

• 国の目標と異なるシナリオを使うことに躊躇する企業も有り

情報開示

• これまでは、シナリオに対して企業が経営し続けるコミットメントがあれ
ば、（レジリエンスの確保が、）投資家に対して十分であった

• 今後、熟度があがると、NDCに沿っているか、またそもそもNDCがパリ協
定の目標に整合しているのかという問題になる

国の目標
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