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日本における気候変動関連財務開示を巡る動向について 

環境省の「ESG 金融懇談会」報告書で言及、経済産業省に研究会設置 

環境省に今年１月に設置された「ESG 金融懇談会」が、７回にわたる会合を経て、2018 年７月

27 日に提言を公表 1した。「ESG 金融懇談会」は、ESG 投資に加え、「我が国で圧倒的なウェイト

を占める間接金融においても、取組を推進」すること、「（国が）企業が気候関連のリスクと機会を

財務的に把握し情報開示するあり方を示す」ことなどを提言した。 
経済産業省に「グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方研究会」と呼ばれる会合が設

置 2されることが先月（2018 年７月）発表された。同研究会は、８月８日に初回の会合を予定して

いる。この研究会に関する経済産業省の発表文には、「G20 の指示で金融安定理事会（FSB）が
設置した気候関連の財務情報開示タスクフォース（TCFD）を中心に、気候変動に関する企業の取

組に係る情報開示の国際ルール化が進んでおり、投資家等からのグローバルな要請が高まって

いるところです」といった記述が見られる。 
TCFD には、日本からも民間企業に所属する委員が１名参加している。TCFD は、昨年（2017

年）６月に最終報告書を発表 3し、向こう５年程度の時間軸で、主に上場企業が気候関連の情報

を財務情報と共に開示していくことを促している。既に世界各地の多くの企業が自社の活動に伴

う温室効果ガスの排出量や、将来の平均気温の上昇幅別シナリオにおけるリスクファクターなど

を財務情報に併せて開示するようになっており、一部の国ではそうした気候変動関連の開示が法

令や慣行によって求められている。いまのところ、日本ではそうした開示を求める法令や自主規

制規則等はないため、日本企業による機構関連情報の開示は、個別企業の自主的な取り組みと

1 環境省 「ESG 金融懇談会からの提言について」 平成 30 年（2018 年）７月 27 日 
http://www.env.go.jp/press/105755.html 
2 経済産業省 「『グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り方研究会』を設置します」 2018
年７月 23 日 

http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180723002/20180723002.html 
3 最終報告書を含め、TCFD が公表した文書は、TCFD のウェブサイトに掲載されている。 

https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/ 
なお、TCFD は、FSB に設置されており、日本における事務局機能を金融庁が担っていることから、

金融庁は TCFD の最終報告書公表後間もない時期に、説明会を開催した。 金融庁 「金融安定

理事会による『気候関連財務情報開示タスクフォースによる最終報告書』に関する説明会の開催

について」（注： 説明会は 2017 年８月７日に開催済み） 平成 29 年（2017 年）７月 21 日 
https://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20170721.html 
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して徐々に始まっている段階 4にある。 
環境省の「ESG 金融懇談会」は、先月（2018 年７月）提言をとりまとめて公表したことで、一旦

終了となるが、今月（８月）からは、経済産業省の「グリーンファイナンスと企業の情報開示の在り

方研究会」が活動を開始することになる。こうした動きが日本企業（金融機関を含む）および日本

の機関投資家の行動にどういう影響を及ぼすことになるのか、継続的に観察 5したい。 
世界各地で見られる地球温暖化の問題への取り組みは、パリ協定が契機になっているものも

多い。パリ協定には「温室効果ガスの排出が少なく、気候変動に対して強靱な発展に向けた方針

に資金の流れを適合させる」といった文章も盛り込まれている。日本政府は、発効（2016 年 11
月４日）直後の 2016 年 11 月８日にパリ協定を批准した。 
中国に次いで世界第２の規模の温室効果ガス排出国である米国は、日本よりも早く、2016 年

９月にパリ協定を批准していたところ、2017 年６月、トランプ大統領の会見を通じてパリ協定から

離脱することを表明し、同年８月に米国は国連に対してパリ協定離脱の方針を通告した。いまのと

ころ、米国の離脱手続きは完了していない。 
日本の気象庁による世界の年平均気温統計 6によると、世界の年平均気温は長期的には 100

年あたり 0.72℃の割合で上昇してきている。国連の世界気象機関（WMO）は、2013 年から

2017 年までの５年間の世界の平均気温は 1880 年から 1900 年までの平均気温をおよそ１℃

上回ると推定 7している。 
同じく WMO の調査によると、世界の温室効果ガスの排出量は 2016 年に史上最高記録を更

新 8した。この調査によると、大気中の二酸化炭素（CO2）の濃度は2016年に403.3 ppm に達

し、産業革命前の1750年頃の280 ppm、1960年代の 320 ppmに比べ、大幅に高い水準と

4 筆者の個人的な感想で恐縮だが、現状、充実した気候変動関連情報を開示している日本企業

は、一部の大手総合商社や事務機器メーカーなどを始め、極めて少数に留まっている印象を受け

ている。TCFD の最終報告書（2017 年６月）で示されていた「向こう５年間」の時間軸で、こうした

慣行が日本においてどこまで広まるか、観察を続けたいと思っている。新生銀行は、2018 年７月

に発表した「総合報告書 2018」にて、「ESG データ」として CO2排出量や電力使用量、廃棄物発

生量などの開示を開始した。 http://www.shinseibank.com/corporate/ir/arir/ 
5 単に傍観者・第三者として「観察」する立場に留まらず、筆者は、機会があれば、何らかのお手

伝いをしたいと思っている。 
6 気象庁 「これまでの気候の変化」 
http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/gw_portal/past_climate_change.html 
7 World Meteorological Organization, WMO Statement on the State of the Global 
Climate in 2017 http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php 
8 WMO, Greenhouse gas concentrations surge to new record, 30 October 2017 
https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-
surge-new-record 
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なっている。 
地球温暖化の現状、パリ協定の概要、世界各地の企業の行動や最近の要人発言など、気候

変動関連の豊富なデータがわかりやすく整理された形で環境省の「ESG 金融懇談会」の「参考資

料集」にまとめられ公表 9されている。この「参考資料集」は熟読に値すると筆者は考えている。

「参考資料集」には載っていないデータをグラフ化したものを１点だけここに掲載し、本稿を締めくく

ることにする。 
 
図表１ 地球の地表面水面平均気温インデックス 

 
注： 1951 年～1980 年の平均を 0 とするインデックス 単位は℃ （摂氏・度） 
平滑化曲線は Lowess モデルによる 
出所： NASA Goddard Institute for Space 
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 

9 環境省 「ESG 金融懇談会 参考資料集」 平成 30 年（2018 年）７月 27 日 

http://www.env.go.jp/press/files/jp/109685.pdf 
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本書に含まれる情報は、新生証券株式会社（以下、弊社）が信頼できると考える情報源より取得されたものですが、弊社
はその正確さについて意見を表明し、または保証するものではありません。情報は不完全または省略されたものである
ことがあります。本書は、有価証券の購入、売却その他の取引を推奨し、または勧誘するものではありません。本書は、
特定の商品やサービスの勧誘･提供を行う目的で作成されたものではありません。本書で言及されている投資手法や取
引については、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、これらの投資手法や取引について
は、金融市場や経済環境の変化もしくは価格の変動等により、損失が生じるおそれがあります。本書に含まれる予想及
び意見は、本書作成時における弊社の判断に基づくものであり、予告なしに変更されることがあります。弊社またはその
関連会社は、本書で取り扱われている有価証券またはその派生証券を自己勘定で保有し、または自己勘定で取引する
ことがあります。弊社は、法律で許容される範囲において、本書の発表前に、そこに含まれる情報に基づいて取引を行う
ことがあります。弊社は本書の内容に依拠して読者が取った行動の結果に対し責任を負うものではありません。本書は
限られた読者のために提供されたものであり、弊社の書面による了解なしに複製することはできません。 
信用格付に関連する注意 本書は、金融商品取引契約の締結の勧誘を目的としたものではありません。本書で言及ま
たは参照する信用格付には、金融商品取引法第 66 条の 27 の登録を受けていない者による無登録格付が含まれる場
合があります。 
著作権表示 © 2018 Shinsei Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
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            日本橋室町野村ビル  
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