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大臣官房総合政策課　古市  庸平

グローバルな潮流としての気候変動対応

１．気候変動問題への意識
近年、世界中で大型の台風や集中豪雨、干ばつ、熱

波などの異常気象に伴う災害が発生し、甚大な被害が
もたらされた。国際決済銀行（BIS）の“The green 
swan”（2020）のレポートによれば、2000年代前半
から、自然災害の発生数やその災害による損失は右肩
上がりに増加している。記憶に新しいベネツィアでの
洪水、オーストラリアでの大規模な森林火災、そして
去年日本に甚大な影響を与えた台風19号・21号の勢
力増大についても気候変動による影響が指摘されてい
る。昨年、メディア等で注目されたスウェーデンの環
境活動家であるグレタ・トゥンベリさんの国連の気候
変動サミットでの演説も、世界中で気候変動に対する
意識が高まる一つのきっかけになったと思うが、それ
だけではない。実際に人やモノへの直接的影響や、人
や企業の経済活動への影響が大きくなってきており、
必然的に気候変動対応を軽視できなくなってきたと言
える。約1000名の専門家や企業経営者等に対して調
査を実施し、2020年1月に公表された世界経済フォー
ラムのグローバルリスク報告書においても、今後10
年で発生可能性の高いリスクの上位5つが全て環境関
連のリスクとなった。

気候変動対応については、近年で急に議論されるよ
うになったわけではない。1992年の気候変動枠組条
約にはじまり、2015年に採択されたパリ協定等、世
界中で議論され続けてきた。特に欧州圏は、過去に経
験したシュヴァルツヴァルト（ドイツの“黒い森”）
に代表される酸性雨の被害やチェルノブイリ原発事
故、現在も頻発する高潮の被害もあり、環境への意識
が高いと言われている。現在、環境先進国とも言える
欧州が主導するかたちで気候変動対応に関する取組み
が各国政府・中央銀行・企業等の間において急ピッチ
で進んでいる。こうした動きに取り残されないために

も、世界の気候変動対応を幅広く整理したいと思う。

２．世界での気候変動への取組み
昨今の気候変動への意識の高まり、気候変動リスク

の増大を受けて、環境を軸として経済主体の価値判断
が行われるような経済社会への変革、つまり経済のグ
リーン化が世界でこれまで以上に進んでいくと考えら
れる。具体的には、主に各国政府が主体として行って
いく国際交渉を通じた気候変動に対する枠組みの構築
や、その枠組みのもとでの投資家や企業の環境情報開
示、環境金融、環境経営の在り方について、各国政府
や中央銀行、国際機関も関与しながら議論されてきて
いる。以下、それぞれの対応について見ていきたい。

（１）国際交渉（パリ協定とSDGs）
特に世界全体としての気候変動対応にとって重要な

契機となったものとして、パリ協定があげられる。パ
リ協定とは、2015年にパリで開催された、温室効果
ガス削減に関する取り決めを議論する「国連気候変動
枠組条約締結国会議（COP）」で採択されたもので、
2020年以降の気候変動対応に関する、発展途上国も
含めた国際的な枠組みである。世界共通の長期目標と
して以下を掲げている。

・世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて2℃よ
り十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を
する

・そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス
排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温
室効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量の
バランスをとる

このようにパリ協定の特徴とも言える明確な長期目
標を国際条約に明記したことにより、各国政府も具体
的な温室効果ガスの削減目標を提示し、目標達成に向
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けた国内対策をとる義務を負うこととなった。当然パ
リ協定には課題もあり、排出削減目標の達成自体は義
務とされていないことや、各国の提示している排出削
減目標を足し合わせても2℃目標を達成できないとの
試算もあるなど、目標達成のためには、各国政府によ
り踏み込んだ対応が求められることには留意したい。

パリ協定が採択された2015年には、持続可能な開
発サミットにおいて2030年までの国際社会共通目標
である「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
が採択された。このアジェンダの中核を成すものが
17の国際目標を掲げる持続可能な開発目標（SDGs）
であり、気候変動もその中に含まれている。後述する
責任投資原則（PRI）に基づく投資家と、SDGsに賛
同する企業が、それぞれの目標や原則に従って行動す
ることで持続可能な社会を実現する、ということが人
類の未来にとって不可欠なことだと考えられているの
である。

以上のように、2015年には、パリ協定、SDGsと
いった重要な国際的な枠組みが登場し、これらが世界
の気候変動への取組みをより一層促していくことにな
る。

（２）環境情報開示
気候変動に関する情報開示については、気候変動関

連財務情報開示タスクフォース（TCFD）が提言を
行っている。TCFDとは、G20の財務大臣・中央銀行
総裁からの要請を受け、金融安定理事会（FSB）の下
に設置された作業部会で、投資家等に適切な投資判断
を促すための気候関連財務情報開示を企業等へ促すこ
とを目的とするものである。TCFDは、全ての企業に
対して、（1）2℃目標等の気候シナリオを用いて、（2）
自社の気候関連リスク・機会を評価し、（3）経営戦
略・リスクマネジメントに反映、（4）その財務上の
影響を把握、開示することを推奨している。2017年
に公表された提言では、「ガバナンス」「戦略」「リスク

管理」「指標と目標」といった観点からのフレームワー
クを示しており、2020年2月現在、世界の1,027機
関、日本の252の機関が賛同するなど、企業や投資家
が気候変動に関する情報開示を考える上で規範となっ
ている。

（３）環境金融（中央銀行・金融監督当局）
前述のTCFDは、二種類の気候関連のリスクを特定

している。一つ目のリスクは、「物理的リスク」であ
り、自然災害のような急性のリスクや異常気象のよう
な慢性のリスクである。具体的には、保険負債や金融
資産への影響、異常気象による取引の混乱、気候変動
により発生する食料・エネルギー・資源の安全保障に
対するリスクがあげられる。二つ目のリスクは、「移
行リスク」であり、これは低炭素、そして最終的には
ゼロ炭素経済に向かう調整プロセスによる影響を指
す。例えば、テクノロジーの革新や政府の政策の変更
は、製品・サービスへの規制、需要と供給の変化、訴
訟の増加等、様々なコストを発生させる可能性があ
る。特に2℃目標の達成に向けては、温室効果ガス排
出量を抑えることの出来る革新的技術が活用できない
場合、化石燃料の可採埋蔵量の半分以上が活用できな
いとのOECDの試算結果もあり、不良資産化を回避
できない資産（座礁資産）が発生する可能性もある。
これらのリスクを踏まえると、突然の資産価格の変動
リスク等の観点から気候変動、そして気候変動への対
応は金融システム全体に大きな影響を及ぼす可能性が
あることが指摘されている。

そこで、重要な役割を担うのが、各国の中央銀行や
金融監督当局である。中央銀行・金融監督当局のネッ
トワークであるNetwork for Greening the Financial 
System（NGFS）が気候変動リスクへの金融監督上
の対応を検討するために、2017年に設立された。
NGFSでは、主に（1）金融機関の監督に気候変動を
どのように取り入れていくべきか、（2）気候変動が

〈TCFDが提言する開示基礎項目の内容〉
ガバナンス

（Governance） 気候関連のリスクと機会に係る、取締役会による監視体制などの当該組織のガバナンスや経営の役割を開示

戦略
（Strategy） 気候関連の短期・中期・長期のリスクと機会がもたらす当該組織の事業、戦略、財務計画への現在および潜在的な影響を開示

リスク管理
（Risk Management）

気候関連リスクについて、当該組織による識別、評価、管理のプロセスと、そのプロセスが組織の総合的リスク管理にどのよ
うに統合されているかについて開示

指標と目標
（Metrics and Target） 気候関連のリスクと機会を評価および管理する際に用いる指標と目標、およびその実績について開示
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金融システム全体に与える影響をどう評価するか、
（3）低炭素経済と整合的な金融を拡充する上での課
題を検討した。2019年4月には、最終報告書を公表
し、気候関連リスクを金融リスクの一因であることを
明示した上で、気候関連の金融リスクが資産評価に十
分反映されていないことは大きなリスクとし、集団的
リーダーシップと世界規模の協調的行動が必要と結論
付けた。この動きを受けて、実際にフランスやイギリ
スの中央銀行総裁が気候変動リスクへの耐性を測るス
トレステストの実施を表明するなど、欧州各国では金
融機関の適切な監督に向けて対応が進みはじめてい
る。

（４）環境金融（機関投資家）
まず、機関投資家の行動を理解する上で重要なもの

がESG投資である。ESG投資とは、定量的な財務情
報に加え、非財務情報である、環境（Environment）、
社会（Social）、企業統治（Governance）の三要素を
考慮した投資（運用）のことを指す。2006年4月、
当時のアナン事務総長の提唱により、国連環境計画・
金融イニシアチブ（UNEPFI）が主導となって「責任
投資原則（PRI）」が打ち出され、ESG投資のコンセ
プトが示された。PRIは、投資家に対し、企業分析・
評価を行う上で長期的な視点を重視し、ESG情報を
考慮した投資行動をとること等を求めており、お金を
出す側である投資家の行動が変わることで、お金を受
ける側である企業の行動が持続可能な方向へ一層促さ
れることが期待されている。PRIの署名機関は右肩上
がりに増加しており、足元では2,000を超える機関が
署名するなど、機関投資家にとって、ESG投資は投
資の基本原則と言えるものになりつつあると言える。

ESG投資の手法としては、Global Sustainable 

Investment Alliance （GSIA）がポートフォリオの選
択・管理においてESG要素を考慮する投資アプロー
チを「サステナブル投資」と定義し、7つの手法に分
類している。特に化石燃料からの投資の引き上げを意
味する「ダイベストメント」や、株主としてESGに
関する案件に働きかける「エンゲージメント」の実施
は増加傾向にあり、企業にとってもESGは企業価値
を高めるという観点から重視すべきものになってい
る。

世界最大級のアセットマネジメント会社であるブ
ラックロックのCEOを務めるラリー・フィンク氏は、
投資先企業と顧客投資家に対する年次書簡（2020年
2月）のなかで、気候変動が企業の長期業績を決定す
る主因になりつつあるとし、投資収益に対するサステ
ナビリティの影響が増大しているため、サステナブル
投資は今後の顧客ポートフォリオの最も強力な基盤に
なると言及した。そして、気候変動対応について情報
開示が著しく不十分な企業には議決権行使の際に反対
票を投じる、売上の25％以上を石炭から得ている企
業への投資を引き上げる等の具体的な方針を公表し、
ESGを軸にした運用を強化することを表明した。世
界を代表する投資家の強いメッセージは、遅かれ早か
れ世界中の投資家の投資スタンスに影響を与えていく
だろう。

（５）環境経営
投資家のESG投資に対する意識の変化から、企業

においても環境に関する取組みが進んでいる。例え
ば、Science Based Targetsイニシアティブ（SBTi）
は、企業に対し、気候変動による世界の平均気温の上
昇を、産業革命前と比べ、最大でも2度未満に抑える
という目標に向けて、科学的知見と整合した削減目標

〈ESG投資の手法〉

ネガティブスクリーニング 特定のESG基準に基づいて、特定のセクター、企業又は慣行をファンドまたはポートフォリオから除外。

ポジティブスクリーニング 同業他社と比較してESGパフォーマンスが優れたセクター、企業、又はプロジェクトを選定して投資。

規範に基づくスクリーニング 国際規範に基づきビジネス慣行の最低基準を満たさない投資を除外。

ESGインテグレーション 投資マネジャーが財務分析に環境、社会、ガバナンスの要素を体系的かつ明示的に組み込む。

サステナビリティテーマ投資 持続可能性に関連する特有のテーマや資産への投資（クリーンエネルギー投資、グリーンボンド等）。

インパクト投資 社会・環境問題の解決を目指して対象を絞った投資、伝統的に恵まれない個人へのコミュニティ投資。

エンゲージメント・議決権行使 株主として企業に対してESGに関する案件に積極的に働きかける手法。株主総会での議決権行使、日常的な経営者への
エンゲージメント、情報開示要求などを通じて企業にESGへの配慮を迫る。
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を設定することを推進しているものだが、SBTiのも
とで意欲的な削減目標を設定することにコミットした
企 業 は 世 界 で300超 に 達 し て い る。 他 に も、
Renewable Energy 100％（RE100）は、事業で使用
する電力の100％を再生可能エネルギーにより発電さ
れた電力にする取組みを推進しているが、こちらも世
界で約230の企業が参加している。このように持続可
能な社会の実現に向けて、企業も脱炭素経営に向けて
舵を切りはじめていることが分かる。

企業や地方自治体等がグリーンプロジェクトに必要
となる資金を調達するために発行する債券であるグ
リーンボンドの発行も右肩上がりに増加している。世
界のグリーンボンドの発行額は2015年の418億ドル
から2019年には2,575億ドルにまで達した。債券の
発行の増加は、投資家のニーズの高さの裏返しであ
り、実際、筆者が保険会社で債券運用を担当していた
頃に感じていたことだが、投資家のESG投資のニー
ズの高さはすさまじいものがあった。今後も気候変動
に対する意識の高まりから発行は増え続けることだろ
う。

３．おわりに
世界の気候変動対応は進展しているように見える

が、各国で対応にばらつきもあり、環境情報開示や環
境金融、環境経営の発展はまだ道半ばであると思う。
ただ、これから欧州を中心とした世界の気候変動への
対応は、ますます加速していくことは間違いない。本
稿では触れていないが、欧州では、フォンデアライエ
ン欧州委員長のもと、2050年までに温室効果ガス排
出ゼロを掲げた新たな戦略である「グリーンディー
ル」が公表された。EU（European Union）が自ら
の支出や保証等により、今後10年間でサステナブル
な投資に1兆ユーロの資金を動員することを目指す計
画を含んでいる。ドイツも昨年、気候変動対策目標の
達成に向けて政策パッケージを打ち出した。このよう
に政府が気候変動対策を主導していくことで前述した
経済のグリーン化はより一層進んでいくだろう。日本
においても、気候変動対応というグローバルな潮流を
しっかりと捉え、政府や機関投資家、企業等が一体と
なって迅速かつ効果的な対応を実施してもらいたい。

気候変動問題は、いつ何が起こるか正確に予測できな
い不確実なものを相手にしなければならないが、その
中にこそ次のイノベーションや成長を生むチャンスが
ある。気候変動について、必要に迫られたから対応す
るのではなく、ビジネスや産業立地としての日本の地
位を高めるための前向きなチャンスと捉えてもらいた
い。
（注）文中、意見に係る部分は全て筆者の意見である
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