October 9th, 2019
Message by the leaders of the TCFD Summit, ICEF and RD20
at the Green Innovation Summit
A paradigm shift of environmental measures is needed in order to realize the
“decarbonized society” globally as the future society of our dreams. Environmental
measures should be regarded as a source of economic growth rather than as a restraint.
At the G20 Leaders meeting in June 2019, the concept of a “virtuous cycle of
environment and growth” was endorsed and shared among the governments for the first
time in history. This agreement was all the more valuable considering the current
discrepancies of interests and positions about climate change policies among the major
economies, and we appreciate the leadership by Prime Minister Abe as the chair of G20
for forming a consensus in this area. We also recognize the vital importance of actions
taken by industries, financial institutions and academia in order to materialize this
concept, and commit to redoubling our efforts to achieve this goal. Against this backdrop,
this week, we made a concrete step forward toward enhanced cross-border cooperation by
holding international conferences, namely, TCFD summit, ICEF and RD20 proposed by
Prime Minister Abe.
We will further promote international research and development projects to
accelerate disruptive technological innovations, for example in the fields of CCUS or
hydrogen, which are not simply minor iterations of existing technologies. We will also
support climate related financial disclosure and work towards establishing a financial
mechanism which encourages companies to consider climate change not only as a risk but
also as an opportunity, and actively work on innovations of low carbon technologies to
this end.
We will carry on our efforts to realize a “virtuous cycle of environment and
growth” and welcome leadership in this regard from Japan as a chair of the G20 this year
as well as continuous support and follow-up by G20 governments after 2020.
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グリーンイノベーションサミットにおける
TCFD サミット、ICEF 及び RD２０のリーダーによる提言
脱炭素社会という夢の社会を、世界で実現させていくためには、環境対策を経済成
長への制約として捉えるのではなく、むしろ経済成長を後押しするものとして捉えるパ
ラダイムシフトが必要です。
２０１９年６月のＧ２０サミットにおいては、史上はじめて「環境と成長の好循環」とい
うコンセプトが政府間で合意されました。気候変動問題について、主要２０カ国の間に
も様々な立場や利害の違いがあることを鑑みれば、これは極めて価値ある合意であ
り、この分野で合意を導いた安倍総理の議長としてのリーダーシップを賞賛します。そ
のうえで、このコンセプトの実現に向けては、産業界、金融界、アカデミアによる具体
的な取組及び連携が不可欠であることを認識し、このための取組を一層強化していく
ことをコミットします。こうした観点から、今回、安倍総理が提唱された TCFD サミット、
ICEF、RD20 という一連の国際会議を開催し、国境を越えた取組みの具体的一歩を踏
み出しました。
今後は、環境と成長の好循環に向けて、ＣＣＵＳや水素といった、これまでの技術の
延長線上にない非連続なイノベーションを加速化させるために、国際共同研究開発を
より一層強化してまいります。また、気候変動に関する企業情報の開示を促進すると
ともに、気候変動をリスクのみならずチャンスとして捉え、低炭素イノベーションなどに
積極的に取組む企業を後押しするようなファイナンスのメカニズムを構築していきま
す。
我々は、「環境と成長の好循環」に向けたこうした民間の取組を、来年以降のＧ２０
においても各国政府が継続してフォローアップし、サポートしていくよう、本年のＧ２０
議長国たる日本のリーダーシップを期待します。
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