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UNEP FI Tokyo Global Roundtable Conference Statement 

 
All businesses must actively seek to meet their environmental and social responsibilities.  In 
particular, as members of the financial services industry, we have far-reaching influences in 
society. We therefore play a significant role in the achievement of a sustainable society. 
 
The recognition of environmental and other social responsibilities by financial institutions 
makes possible the realisation of a sustainable society. In turn, this increases the opportunity 
for the sustainability of financial institutions themselves.   
 
Based on the above recognition and in light of the discussions at the 2003 UNEP FI Global 
Roundtable, the first Roundtable meeting in Asia, we affirm to the “Tokyo Principles” as 
below.     
 
[Tokyo Principles towards a sustainable society] 
 
Financial institutions, 
① are to make appropriate considerations of the social and/or environmental impacts of the 

project or the business subject to their investment, lending or insurance activities.   
② will endeavour to actively select businesses that contribute to environmental protection 

and sustainable development, support these in its investment, lending or insurance 
activities and spread such products in the development and sales of insurance, asset 
management and other financial products.    

③ when conducting the aforementioned financial activities, will incorporate the most 
appropriate management policy, reporting guidelines and other governance structures and 
be alert to their direct and indirect environmental impact.   

④ through communication with stakeholders endeavor to take part in dissemination of 
information on sustainable development.   

 
From both its population significance and rapid pace of economic development, the Asia 
Pacific region’s impact on the global environment is significant. Therefore, the promotion 
of finance that supports sustainable society, in particular finance that promotes 
environmental considerations, is called upon.   
 
In order to spread these activities, we further pronounce our continued cooperation with 
UNEP FI to continue activities in Asia Pacific, disseminate knowledge about finance and 
sustainability, and assist in the implementation of activities appropriate to local conditions, 
including through the development of a UNEP FI Task Force in the region.   
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国連環境計画・金融イニシアティブ  コンファレンス・ステートメント 

 
 
 あらゆる企業は、環境への配慮をはじめ、その社会的な責任を積極的に果たさなけれ

ばならない。とりわけ我々金融に携わる者は、社会的な機能として広汎な影響力を有する

立場にあるゆえに、持続可能な社会を実現するため、その果たすべき役割は極めて大き

い。 

 金融機関がこのような環境配慮を含む社会的な責任を果たすことによって、持続可能な

社会の実現がより確実なものになり、その結果金融機関自身の持続可能性を高めること

が可能となる。 

 以上の認識を踏まえて、アジア地域で初めて開催されたＵＮＥＰ ＦＩ「Sustaining Value」

の議論の成果を受け、われわれは、次のような「東京原則」を確認する。 

 

 【持続可能な社会の実現に向けての東京原則】 

⑤ 金融機関は、その投融資あるいは保険の対象とするプロジェクトもしくは事業者が、

社会もしくは環境にどのような影響を与えるかについてあらかじめ適切に考慮し、社

会・環境に与える影響が望ましい方向になるべく投融資及び保険の対象の選定その

他において適切な行動をとる。 

⑥ 金融機関は、環境の保全もしくは社会の持続的発展に資する事業を積極的に選択し

、これを投融資活動において支援し、また保険や資産運用など金融商品の開発販売

においても環境の保全もしくは社会の持続的発展に資するような商品を普及すべく努

力する。 

⑦ 金融機関は、上記の金融活動を行うに際し、自らの経営方針、組織体制、情報開示

の指針等ガバナンス全般について最適な体制を採るとともに、その直接的な環境影

響等についても十分に留意する。 

⑧ 金融機関は、あらゆるステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、持続可能な

社会の実現に資する普及啓発に努めるものする。 

 

 アジア・太平洋地域は、その人口規模と高水準の経済成長の双方に鑑みて、地球環境

への影響が大きいことから、持続可能な社会に資する金融、とりわけ環境に配慮した金

融の普及啓発に一層の配慮を行う必要がある。このような活動の更なる浸透を図るには

、UNEP FI の幅広いネットワークを通じて広く世界の先進的な知見を求めるとともに、地

域の実情を踏まえた取組が必要である。われわれは、この会議を終えるに際し、アジア・

太平洋地域においても UNEP FI のもとでタスクフォースを設置するなど継続的な取組を

実現する方向で努力することを表明するものである。 

 


