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貿易部門（ETB）はDTIEの一部門である。金融イニシアティブはETB

の１ユニットである。
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UNEPの金融イニシアティブ研究の重要所見

金融機関における気候変動問題への積極的取組に対する

4つの主要障壁：

■ 気候変動問題に対する認識不足

■ 国際・国家レベルにおける政策の不一致・遅延

■ 企業の排出ガスおよび関連事業戦略に関する情報不足による

金融評価統合への困難性

■ 代替エネルギー技術および排出取引市場の不透明性

提言

金融機関、協会、および専門家に求められるものとは

（経営戦略に関連して）：

■ 気候変動問題がもたらす危険性およびチャンスに精通す

ること。

■ 気候変動考察をすべてのビジネス・プロセスに取り入れ

ること。

■ 気候変動問題に関する政策立案者とのより積極的な交流。

政策立案者に求められるものとは：

■ 事前の備えと公正に基づいた気候安定のためのグローバルな

枠組みに関して一致点を見出すこと。

■ GHG排出削減に関する明確なデータを確立する政策および手

段を加速すること。

■ 金融業界での意識向上をサポートすること。

■ 気候変動問題への取組みが効果的に実施されるよう金融業界

と連携して作業すること。

UNEP金融イニシアティブに対する３対策委員会設置の

提言：

1. 個々の金融企業を気候変動に関わるように促すために、

金融機関のトップにより構成される対策委員会を設置して意

識向上を図る。

2. 資産マネージャーのための、気候変動に関する規制によ

る定量分析を開発するプロジェクト・チーム。

3. 気候変動を含む環境の全側面を統合するプロジェクト・

ファイナンス方法論を開発するチーム。
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本刊行物で用いられた名称およ

び提示資料は、いかなる国、地

方、都市、あるいは地域の、も

しくはそれらの当局の法的地位

に関して、またその国境あるい

は境界の設定に関して、国連環

境計画（UNEP）、国連環境計画金

融イニシアティブ（UNEP FI）、お

よび国連機関サイドからのいか

なる見解の表明を意味するもの

ではない。さらに、表明された

見解は必ずしもUNEP、UNEP FI

の補助メンバー機関の決定ある

いは定まった政策を示すもので

はない。引用された商用名称あ

るいはコマーシャル・プロセス

は必ずしもUNEPによって自動的

に推薦されるものではない。

企画・製作：

Rebus、パリ

印刷：フランス

世界経済に対する
気候リスク

気
気候変動は世界経済に大きなリスクをもたらす。厳しい気

候事象の頻度の増加は、社会趨勢と結びついて、保険業者、

再保険業者および銀行の業務の存続を困難に、あるいは倒

産にまで陥らせる可能性がある。自然災害による世界的な経済損失

は、10年ごとに２倍になると思われる。また、現在の傾向が続けば、

毎年の損失は１０年後にはほぼ1500億ドルに達するであろう。

気候変動リスクをもたらす温室効果ガス（以下GHG と記す）は長

命であり、したがって行動は緊急を要する。気候安定のための長期

の国際的な政治体制が不可欠である。京都議定書によって、2012年

までにGHGの排出を抑制することが多くの工業国家間で誓約され

た。これは重要なステップであるが、充分とは言い難い。

将来の経済発展の持続可能性を保証するためには、事前の備えと公

平性の原則に基づかねばならない。これは、政策と手段を巧みに組

み合わせた市場原理の活用により、より速やかにさほど経済的な混

乱を伴うことなく達成されるであろう。

従って、気候変動に対する市場解決策を実施するうえで金融機関の

果たす役割は重要である。例えば、排出権取引およびクリーン・エ

ネルギーに対する融資などである。或る試算によると、排出権取引

は2012年までに年間2兆ドル市場、一方クリーン・エネルギーへの

融資は2020年までに1兆9000億ドルになると見込まれている。

このCEOブリーフィング
のスポンサー：



離してまとめることにより、高い処理コストと低い需要を克服すること

―持続可能性に付属する特典（例えば生物多様性クレジット）を貨幣化する方法を開発

すること

•「カーボンのコスト」をキャッシュ・フロー分析およびプロジェクト収益の計算の中へ組
み入れる。

専門のアドバイザー

• GHG資産および債務の定量化ツールを開発する。
• FASB（財務会計基準委員会）やIASB（国際会計基準審議会）などの会計基準団体を介し
てより緊密な作業を行うことにより、調和の取れたGHGの会計方法を開発する。

• 保険数理基準ならびに会計基準の開発者が、気候関連のリスクに関する適切なガイダンス
を提供することを確認する。

• 排出ガスクレジットを扱う税の効率的なメカニズムを開発する。

格付機関

• GHG関連の資産および債務がいかに債務の質に影響するかについての認識をより深める。
また、企業および地方自治体の債券発行体としての格付けを調整する。

• 排出ガス取引に対する取引先企業の信用度を評価することから、または代替案として、
潜在的な買い手と売り手のプールを評価することで新しいビジネス・チャンスを検討する。

政府および政策立案者

金融および保険サービス部門を気候変動問題へと目を向けさせて取り組ませるために、以下

のことが薦められる：

政策立案者

• UNFCCC（国連気候変動枠組み条約）に従って、長期的な気候を安定させることの緊急
性を把握する。

• 事前の備え、公平性、およびコスト効率性の原則に基づくこの目標を達成するために、
長期的政策の枠組みに関して一致点を見出す。

• 持続可能なエネルギー消費を促進するために、資本（特に機関投資家からの投資資金）
の流れに影響を及ぼす政策および手段の導入を加速する。

• 天候変動への適応とその緩和のプログラムが完全に有効であることを保証するために、
公共／民間の協力関係の中で、そして他の方法で、金融機関の参加を促す。

• 明確かつ拘束力のあるGHG排出削減を確約し、またいかにしてそれらが実施されうるか
を明らかにすることに努める。

• 他のGHG市場にできるだけシームレスにリンクし、設計段階に金融市場専門家を参加さ
せる排出権取引システムを考案し、実施する。

先進諸国の政府

• 低カーボン・テクノロジーおよびクリーン・テクノロジー研究を進展させるために、市場
ベースの解決策を開発する具体的な行動を起こす。

• この目標を達成するために、再生可能なエネルギーの割当量を高め、再生可能なエネルギ
ーの義務証明書の国際的な取引を促進する。

• 透明性と情報開示を一層高める必要があることについて、また、将来の気候関連影響およ
びGHG既定が上場企業のリスク側面ならびに債券や株式の発行にいかなる作用を及ぼす

かを、市場監督者に明確にすること。

• 京都議定書に基づくクリーン開発メカニズム（DCM）・プロジェクトの促進により、
また専門化された二カ国間および多国間を通じた適応プログラムでサポートすることによ

り、発展途上国への支援を提供する。

UNEP金融イニシアティブによる行動方法

この研究の機運を維持するために、UNEP FIは3つの分野横断的な対策委員会を後援すべ

きである：

• 個々の金融会社を気候変動に関わるように促すために、金融部門のトップからなる対策委
員会を設置して意識向上を図る。

• 気候変動調整の影響を把握する資産マネージャー用の定量的方法論を開発するプロジェク
ト・チーム（例えばカーボン・コスト）。

• 環境の全側面を統合するプロジェクト・ファイナンス方法論を開発するプロジェクト・
チーム。

1 気候変動および金融サービス産業の研究は、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）気候変動ワーキンググループの委任により、Andlug

コンサルティングの指導を受け、米国Innovest社の戦略価値アドバイザーによって書かれた。

2 詳しくは、Global Commons Instituteのウェブサイトを参照されたい：http://www.gci.org.uk/
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気候変動と
金融サービス産業

実行状況報告書

1. はじめに

本レポートは、企業の重役会レベルでの政策決定者ならびに政府の主要な政策立案者のため

に、金融サービス部門および気候変動に関する主な二相の研究の主要な所見を要約するもの

である。本研究は、なぜ気候変動が金融サービス産業に適切かを示し、また長期の、市場に

基づいた、金融部門の参加を促進する枠組みの必要性を説明する。産業の直面する特定の危

険およびチャンスの概観を示し、この問題に対する早期のアクションのために政策立案者お

よび金融機関に戦略の提案をする。さらに、気候変動に対する取組みについて金融部門が取

りうる将来の役割、この問題に対する金融サービス企業の一般的な姿勢、アクションへの

様々な障害、および現在実施されている活動を検討する。完全な調査1は次のサイトでダウ

ンロード可能：www.unepfi.net

2. 気候変動は事実である

気候変動に関する政府間パネルから最近出された科学的な報告書は、特に過去50年の地球温

暖化の大部分が人間の活動に起因すると断言した。そこでは以下の結論が下されている：

• 気候温暖化は、従来考えられている以上に早まる可能性がある。
• 発展途上国がもっとも危険にさらされている。
• ある時期に、地球の気候パターンに急激かつ不可逆的な変化が生ずる可能性がある。

問題を引き起こすGHGは―最もよく知られているのは二酸化炭素である―何十年も無くな

らない。大気中濃度を産業革命前のちょうど2倍のレベルで安定させるためには、現在の排

出レベルを60％削減することが求められるであろう。したがって、緊急に具体的な行動が必

要である。

自然災害による世界的な経済的損失は、10年ごとに2倍に増加している。もし現在の傾向が

続くとすれば、毎年の損失は次の十年間に1500億ドルに迫るであろう。この大半が保険で

てん補されるだろう。保険業界の経験が示すように、事象の深刻度が少しでも（10％以下）

増せば損害は何倍も増加することがある。

金融機関による積極的な取組みは、気候変動によって直面する危険性を縮小するのに役立ち、

その上チャンスを提供してくれるだろう（表1を参照）。

3. 安定した気候の創出

短期的には、京都議定書（工業国の排出するGHGを抑制する1997年の国際協定）は気候変

動問題の処理に向け多大な貢献をなす。また、関連する交渉は気候にやさしい市場の創出を

加速した。しかしながら、議定書中の実際のGHG排出目標は控え目であり、すべての国家

をカバーするわけではない。アメリカはこの議定書から離脱している。

長期的には、もし私たちがリスクを縮小し、当事者全員の努力を取り入れようと欲するなら

ば、事前の備え、公正性および経済効率の法則に基づいた国際的な政策の合意が極めて重要

である。これまで、各国の将来の排出ガス目標がその国の過去のGHG排出量によって決定

される「歴史的な」アプローチ、将来の排出ガス目標をGDPにスライドさせるという炭素強

度によるアプローチ、また合意された期日までに全ての国家の一人当たり排出ガスを等しく

することを目標とする「縮小と収束」2など、さまざまなアプローチが提案された。しかし

これまでは国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）での仕事のほとんどは、京都議定書をま

とめること及び批准することに向けられてきた。

最近の研究は、政策と手段を巧みに組み合わせた市場原理の活用により、気候変動緩和はよ

り速やかにさほど経済的な混乱を伴うことなく達成されうることを示している。

主要な市場参加者（投資家、製造会社、および政策立案者）は、今こそ共に低公害、すなわ

ち「低炭素」経済を進める条件を創出することができる。その結果、枠組の一致を見た場合

には急速に効果があらわれるであろう。

2 UNEP FI • 世界経済に対する気候リスク

市場
解決策は
気候変動に
取り組む
うえで
きわめて
重要な役割
を果たす
だろう。



政治上の障壁

• 政治的条件―これがあってこそ金融・保険会社は国際的な二酸化炭素管理および気候適応
手段に永続的な価値を認めるはずである―の構築に相当な遅れが出ている。例えば、再生

可能エネルギー供給の明瞭な目標の欠落は、この部門の潜在的な投資家にとって決定的な

障害となる。

• 一貫性のある監督機関の確約は、長期拘束力を持つ排出削減目標の一貫性のある構築及び
執行に関して、さらに排出権取引システムの規定に関して不確実である。

• いくつかの発展途上市場は、外国の金融機関に相当な制約を課している。

分析上の障壁

• 大手金融・保険業界のアドバイザーのなかには、気候変動に関する意識の低さが見られる
が、それは提供されている分析及び情報が不十分な結果となっている。

• 気候にやさしいプロジェクトがもたらす可能性のある、他の持続可能性効果による財政上
の恩恵についての理解は低い。

• 企業の気候変動戦略に関するデータが少ないので、潜在的な企業リスクの分析を非常に困
難にする。

市場の運用上の障壁

• クリーン・テクノロジーの潜在的な投資者は具体的なメカニズムを目にすることを望んで
いる―テクノロジーに明確な商業上の便益を与える以下のような措置：税制上の優遇措

置、価格保証や市場占有率、再生可能エネルギー証明書の取引の仕組み。

• 現在のGHG排出権取引市場の非効率および複雑さは、金融機関にさらに関与することを
思いとどまらせている。

• 特に再生可能エネルギーでは、多くのプロジェクトは投資信託の規模と比較すると小さく、
したがって諸経費および取引コストが高いように思われる。

これらの障壁をすべて克服するためには、可能な解決策を明示する詳細な分析と、さらに

様々な利害関係者の間の広範な協議とが必要とされる。この段階で規範を求めるのは不可能

なので、以下のセクションで私たちの提言を示す。

7. 提言

金融サービス企業―個々のビジネス戦略へ関連する領域での提言

すべての金融サービス企業

• 意識の向上―金融部門の内外で。
• 長期指向のカーボン戦略を備えた企業の環境管理において模範を示すことによりリーダー
シップを発揮する。

• 気候変動研究を主流的なビジネス慣習に組み込む。
― カーボン・リスク管理および比較指標ツールの開発によって

― 気候変動への適応とその緩和をサポートする製品とサービスの提供によって

• ミクロ金融およびミクロ保険のイニシアティブを発揮して開発途上国を支援する。

損害保険および再保険

• 科学的研究と連携して、変貌を遂げた気候条件から生ずる潜在的な危険性およびチャンス
がより明瞭になるように努力する。

• 既存の保険商品をGHG市場およびクリーン・テクノロジーなどの特定事情に適応させる
（例えばエンジニアリング性能保険）。

資産マネージャー、年金基金マネージャー、および金融アナリスト

• 株価、企業利益、および相対的な部門リスクに関する気候変動およびGHG規制の潜在的
な影響を評価するために、より強力な数量化手段を開発する。

• 株式と債券の保有およびアセット・アロケーション決定から発生するリスク・エクスポー
ジャーのポートフォリオ全体に渡る評価を行うためにこれらのツールを用いる。

• 企業との関係を気候変動関連問題を含むよう拡大し、それらの企業に潜在的なカーボン関
連の資産と債務の開示を改善するように働きかける。

• クリーン・テクノロジーおよびGHG低濃度の製品とサービスの市場に加わるための合理
的で懸命な方法を模索する。

投資銀行、投資顧問、およびブローカー

• 以下の手段によって、より営利上魅力的なGHG京都議定書およびクリーン・テクノロジー
市場を開発する：

―将来のキャッシュ・フローが当初に使用可能になるようなクリーン・テクノロジー・― プ

ロジェクトのための取引を構築すること

―カーボン・クレジット手形交換所の設立

―カーボン・クレジットの買い手と売り手をプールし、またこれらのクレジット（あるいは

それらの販売から発生するキャッシュ・フロー）を潜在的な排出削減プロジェクトから分
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行動が緊急
に求められ
ている。

気候安定の
ための

長期的な国
際的政治
的枠組が必
要不可欠だ。

4．金融サービス産業の役割

市場ソリューションは、国際的な政策の枠組みがいかなるものであれ、気候変動に取り組む

際に極めて重要な役割を果たすであろう。したがって、金融機関は中心的な役割を演じるで

あろう。金融機関ができることは：

• 証券取引の監督者、保険数理人、会計士および他の人々と協働することにより、効率的な
市場システムを構築し、モニターするのを支援すること。

• 効率的な排出権取引システムの構成に重要な他の条件を作成すること（つまり標準化され
た「商品」；モニタリング、確認および証明の条件を含む標準化された取引特徴；組織化

された取引；明快な市場価格；適切な供給）。

• 気候変動に対する適応とその緩和の努力に寄与する製品およびサービスを提供すること
（カーボン・クレジットのための取引、銀行業務および保険；「低公害」エネルギー用の

プロジェクト・ファイナンス（例えば再生可能エネルギー）；天候デリバティブ；キャッ

トボンド；ミクロ金融）

• 極端な天候事象に起因する自身の資産リスクを管理すること。
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表1 金融サービス産業の危険性とチャンス

金融部門 危険性 チャンス

■ 潜在的な気候の影響のために新規／

既存の市場は引き合わなくなる

■ 現実の影響によるマクロ経済の沈滞

■ 全部門を横断する気候リスクの複合

■ 政府の政策の予測し得ない変化

■ 気候変動緩和プロジェクト／プロセスと関係する新

販路／新商品

■ 適応プロジェクト／プロセスと関係する新販路／

新商品

■ 商業ベースにのらない市場のための公共／

民間の協調

全部門

■ 天候事象による物的損害（管理不能な展開、

不安定なリザルト、および流動性と信用格付け

問題等の複合）

■ 他の業種（例えば建設、農業、運輸）

におけるリスクの増加

■ 不十分な資本

■ 天候リスクの増加に伴うリスク移転および他の

サービスの需要の増加

■ 天候変動緩和プロジェクトの保険

（例えばクリーンエネルギー）

■ ハイ・リスク部門のための革新的なリスク

移転ソリューション

損害保険

■ 一部地域での人の健康のリスク増加 ■ 人の健康リスクの増加につれて商品の需要の増加生命・医療保険

■ 法人資産／プロジェクト収益への天候の影響

■ プロジェクト／借り手に対する計画外の

GHG コスト

■ 天候変動コストの上昇に伴う可処分所得の減少

■ 適応プロジェクト用の金融

（例えばインフラストラクチャー）

■ クリーンエネルギー用の金融

■ GHG クレジットからのプロジェクト収益の向上

■ エネルギー効率に関連するプロジェクトへの融資

■ 影響力の強い分野での新販路（例えば法規制

によるリスク移転）

銀行業務および
プロジェクト・
ファイナンス

■ 潜在する GHG 債務は安全の市場価値を損なう

■ 天候事象およびエネルギーコストの増加によって

損なわれた不動産価値

■ 損害保険の欠如の可能性

■ 気候変動部門のリーダー企業および各部門の

優良有価証券への投資

■ 革新的な気候関連テーマへの資金提供（例えば再生

可能エネルギー）

■ ヘッジファンドはGHGクレジットに投資

資産管理

■ 災害救援およびインフラ再建を求める国庫に対

するより大きな圧力

■ 分散化したファンド・マネージャーへの複合的な炭

酸ガスリスク（例えばヘッジファンド）

■ 気候変動に対する国の金融政策による投資実行可能

性の潜在的悪化

■ GHG クレジット市場に関連した革新的なサービス
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他の金融
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一般に、金融部門に対するアドバイザーは、気候変動が産業に及ぼす影響への認識が薄い。

しかしながら、GHG関連の資産および債務に対処する標準化された会計ツールを開発する

ために、会計専門家による努力が進められている。すでにカーボン関連の潜在的なリスクに

ついて企業クライアントへの情報提供と啓蒙活動を開始したところもある。信用格付機関も

また、これらの問題がモニター中の企業に与える影響を調査しているし、この分野での新た

なビジネス・チャンスを探求している。

5. 政府の役割

気候変動に対する適応とその緩和の手段に関する政府の強いリーダーシップは、金融サービ

ス産業に必要な法制上のフレームワークを構築するものであり、市場を基盤とする解決策の

前提条件である。政府は以下のことを考慮すべきである：

• カーボンに価格を設定し、排出権取引市場の製品の需要を刺激するのに必要な排出削減の
確約をすること（図２を参照）。

• 科学的研究の財政的支援および一般に人々を啓蒙する努力を通じて、そのような政治的な
確認をするはっきりとした根拠を示すこと。

• 気候変動リスクに関する投資関連情報の提供を改善するための枠組みを設定すること（例
えば年金基金に環境問題と取り組むことを義務付ける、あるいは受託者義務および天候に

関連する企業責任についてのガイダンスを行うなど）。

• 気候変動問題は貴重な時間と資源を費やす価値があることを金融サービス産業に示すため
に、法規の点で長期的に政治的な確実性を提供すること。

• 重要分野での公共／民間のパートナーシップの形成を促進すること。

6. アクションへの障害

金融部門に気候変動との早期の取組みを妨げたのは4種類の障壁である。すなわち、認識上、

政治上、分析上、そして市場運用上の障壁である。

認識上の障壁

• 一般に、金融界の主流は、気候変動のような環境に関わる社会的要因を実利的な企業の財
務成績にとっては取るに足りないものとみなしている。

• 気候変動の影響は潜在的にはほとんどすべての金融サービス機能に及び、1グループがイ
ニシアティブをとることを思いとどまらせる共通の責任の分散感覚を作り出す。

• 気候変動と金融リスク「プランニング上の定義」との間の関係の欠如、および炭素価格の
設定が現在スローペースでしか進んでいないこと、このことは金融部門が天候アクション

に金銭価値を見出すことができないことを意味する。

図2 金融資産価値の上昇要因としてのカーボンの展開　出典：Innovest社
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• 自己の資産ポートフォリオ（テナントを含む）の範囲内で、水消費、リサイクル、および
エネルギー効率のような領域で、環境管理のリーダーシップをとること。

• 気候変動問題の解決に向けて、全ての利害関係者と協働すること。

少数の企業はすでに具体的な戦略を行使しているものの、大半は気候変動に関わるビジネス

意識が希薄、もしくは状況を見守る姿勢をとっている。

保険および再保険

気候変動が業務上戦略的に重要な位置を占めるという見方は、おそらく金融サービス業界の

いかなる部門よりも元受保険会社と再保険会社の間でより浸透している。しかしながら、彼

らのポリシーと戦略はどこで何を営業しているかによってかなり異なる。例えば再保険者は

気象変動の業界に与える影響を分析し始めたが、気候変動関連のリスクを料率と免責金額を

引き受ける際に考慮に入れた元受保険会社は殆どない。

商業銀行業務

商業銀行業界では、気候変動の専門知識を有する個々の集団は広範に存在するものの、経営

陣の問題意識は低いように思われる。これらの企業にとって主要な関心分野は、気候変動お

よびGHG緩和規制が融資決定および信用リスク管理方針に影響を及ぼす範囲である。チャ

ンスは商業銀行によって捉えられている。例えば、GHG信用取引およびエネルギー効率貸

付などである。

資産管理

大部分のアセット・マネージャーについて言えば、気候変動は現在のところ投資リスク問題

として理解されておらず、ごく少数がGHGマーケットと関連した新製品および専門知識の

新しいエリアを開発しているに過ぎない。問題に気付いているアセット・マネージャーや年

金基金は、影響を受けた企業とのビジネスを断念（投資引き上げ）するよりはむしろ関係を

維持する傾向が見られる。社会的に責任のあるファンド・マネージャー達はすでに気候変動

を審査基準として用いているが、その基準はまだ完全とは言えない。

プロジェクト・ファイナンス

過去2年間に、クリーン・テクノロジーおよび／または二酸化炭素金融（以下、カーボン・

ファイナンスと記す）をにらんだ、いくつかのプロジェクト・ファイナンスおよびベンチャ

ー投資が既に売り出されるか、または発表された。しかしながら、目下のところそれらは機

関投資家ではなく主として戦略的な事業投資家を引きつけている。機関投資家は一般に、

これらの資金は充分なリターンを生むには小さすぎて非効率的過ぎると考えている。また、

プロジェクト経済に影響を及ぼすGHG関連のリスクおよびチャンスの可能性については、

主なプロジェクト・ファイナンス・サークルにおける認識は限定されている（図１を参照）。

排出権取引市場

地域排出権取引の枠組みおよび様々なGHG交換の成立により、早晩排出権取引は現実のも

のとなるであろう。しかしながら、これらの市場はまだ開発途上にあり、金融機関にとって

の商業上の魅力はまだ明らかではない。
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図1 プロジェクト・レベルにおけるカーボン・ファイナンスの効果　出典：世界銀行プロトタイプ・カーボン・ファンド
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カーボン要因 カーボン要因 

企業 企業 
リスク管理 リスク管理 

企業価値の決定要因 企業価値の決定要因 
としてのカーボン としてのカーボン 

政策立案者 

確認 確認 

気候変動緩和に 
関する法と規制  
気候変動緩和に 
関する法と規制  

企業会計での 
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• 自己の資産ポートフォリオ（テナントを含む）の範囲内で、水消費、リサイクル、および
エネルギー効率のような領域で、環境管理のリーダーシップをとること。

• 気候変動問題の解決に向けて、全ての利害関係者と協働すること。

少数の企業はすでに具体的な戦略を行使しているものの、大半は気候変動に関わるビジネス

意識が希薄、もしくは状況を見守る姿勢をとっている。

保険および再保険

気候変動が業務上戦略的に重要な位置を占めるという見方は、おそらく金融サービス業界の

いかなる部門よりも元受保険会社と再保険会社の間でより浸透している。しかしながら、彼

らのポリシーと戦略はどこで何を営業しているかによってかなり異なる。例えば再保険者は

気象変動の業界に与える影響を分析し始めたが、気候変動関連のリスクを料率と免責金額を

引き受ける際に考慮に入れた元受保険会社は殆どない。

商業銀行業務

商業銀行業界では、気候変動の専門知識を有する個々の集団は広範に存在するものの、経営

陣の問題意識は低いように思われる。これらの企業にとって主要な関心分野は、気候変動お

よびGHG緩和規制が融資決定および信用リスク管理方針に影響を及ぼす範囲である。チャ

ンスは商業銀行によって捉えられている。例えば、GHG信用取引およびエネルギー効率貸

付などである。

資産管理

大部分のアセット・マネージャーについて言えば、気候変動は現在のところ投資リスク問題

として理解されておらず、ごく少数がGHGマーケットと関連した新製品および専門知識の

新しいエリアを開発しているに過ぎない。問題に気付いているアセット・マネージャーや年

金基金は、影響を受けた企業とのビジネスを断念（投資引き上げ）するよりはむしろ関係を

維持する傾向が見られる。社会的に責任のあるファンド・マネージャー達はすでに気候変動

を審査基準として用いているが、その基準はまだ完全とは言えない。

プロジェクト・ファイナンス

過去2年間に、クリーン・テクノロジーおよび／または二酸化炭素金融（以下、カーボン・

ファイナンスと記す）をにらんだ、いくつかのプロジェクト・ファイナンスおよびベンチャ

ー投資が既に売り出されるか、または発表された。しかしながら、目下のところそれらは機

関投資家ではなく主として戦略的な事業投資家を引きつけている。機関投資家は一般に、

これらの資金は充分なリターンを生むには小さすぎて非効率的過ぎると考えている。また、

プロジェクト経済に影響を及ぼすGHG関連のリスクおよびチャンスの可能性については、

主なプロジェクト・ファイナンス・サークルにおける認識は限定されている（図１を参照）。

排出権取引市場

地域排出権取引の枠組みおよび様々なGHG交換の成立により、早晩排出権取引は現実のも

のとなるであろう。しかしながら、これらの市場はまだ開発途上にあり、金融機関にとって

の商業上の魅力はまだ明らかではない。
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図1 プロジェクト・レベルにおけるカーボン・ファイナンスの効果　出典：世界銀行プロトタイプ・カーボン・ファンド

地域暖房 風力 水力 バイオマス メタン 

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

プロジェクト

内部収益率（％）

カーボン・ファイナンス有り

カーボン・ファイナンス無し



政治上の障壁

• 政治的条件―これがあってこそ金融・保険会社は国際的な二酸化炭素管理および気候適応
手段に永続的な価値を認めるはずである―の構築に相当な遅れが出ている。例えば、再生

可能エネルギー供給の明瞭な目標の欠落は、この部門の潜在的な投資家にとって決定的な

障害となる。

• 一貫性のある監督機関の確約は、長期拘束力を持つ排出削減目標の一貫性のある構築及び
執行に関して、さらに排出権取引システムの規定に関して不確実である。

• いくつかの発展途上市場は、外国の金融機関に相当な制約を課している。

分析上の障壁

• 大手金融・保険業界のアドバイザーのなかには、気候変動に関する意識の低さが見られる
が、それは提供されている分析及び情報が不十分な結果となっている。

• 気候にやさしいプロジェクトがもたらす可能性のある、他の持続可能性効果による財政上
の恩恵についての理解は低い。

• 企業の気候変動戦略に関するデータが少ないので、潜在的な企業リスクの分析を非常に困
難にする。

市場の運用上の障壁

• クリーン・テクノロジーの潜在的な投資者は具体的なメカニズムを目にすることを望んで
いる―テクノロジーに明確な商業上の便益を与える以下のような措置：税制上の優遇措

置、価格保証や市場占有率、再生可能エネルギー証明書の取引の仕組み。

• 現在のGHG排出権取引市場の非効率および複雑さは、金融機関にさらに関与することを
思いとどまらせている。

• 特に再生可能エネルギーでは、多くのプロジェクトは投資信託の規模と比較すると小さく、
したがって諸経費および取引コストが高いように思われる。

これらの障壁をすべて克服するためには、可能な解決策を明示する詳細な分析と、さらに

様々な利害関係者の間の広範な協議とが必要とされる。この段階で規範を求めるのは不可能

なので、以下のセクションで私たちの提言を示す。

7. 提言

金融サービス企業―個々のビジネス戦略へ関連する領域での提言

すべての金融サービス企業

• 意識の向上―金融部門の内外で。
• 長期指向のカーボン戦略を備えた企業の環境管理において模範を示すことによりリーダー
シップを発揮する。

• 気候変動研究を主流的なビジネス慣習に組み込む。
― カーボン・リスク管理および比較指標ツールの開発によって

― 気候変動への適応とその緩和をサポートする製品とサービスの提供によって

• ミクロ金融およびミクロ保険のイニシアティブを発揮して開発途上国を支援する。

損害保険および再保険

• 科学的研究と連携して、変貌を遂げた気候条件から生ずる潜在的な危険性およびチャンス
がより明瞭になるように努力する。

• 既存の保険商品をGHG市場およびクリーン・テクノロジーなどの特定事情に適応させる
（例えばエンジニアリング性能保険）。

資産マネージャー、年金基金マネージャー、および金融アナリスト

• 株価、企業利益、および相対的な部門リスクに関する気候変動およびGHG規制の潜在的
な影響を評価するために、より強力な数量化手段を開発する。

• 株式と債券の保有およびアセット・アロケーション決定から発生するリスク・エクスポー
ジャーのポートフォリオ全体に渡る評価を行うためにこれらのツールを用いる。

• 企業との関係を気候変動関連問題を含むよう拡大し、それらの企業に潜在的なカーボン関
連の資産と債務の開示を改善するように働きかける。

• クリーン・テクノロジーおよびGHG低濃度の製品とサービスの市場に加わるための合理
的で懸命な方法を模索する。

投資銀行、投資顧問、およびブローカー

• 以下の手段によって、より営利上魅力的なGHG京都議定書およびクリーン・テクノロジー
市場を開発する：

―将来のキャッシュ・フローが当初に使用可能になるようなクリーン・テクノロジー・― プ

ロジェクトのための取引を構築すること

―カーボン・クレジット手形交換所の設立

―カーボン・クレジットの買い手と売り手をプールし、またこれらのクレジット（あるいは

それらの販売から発生するキャッシュ・フロー）を潜在的な排出削減プロジェクトから分
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行動が緊急
に求められ
ている。

気候安定の
ための

長期的な国
際的政治
的枠組が必
要不可欠だ。

4．金融サービス産業の役割

市場ソリューションは、国際的な政策の枠組みがいかなるものであれ、気候変動に取り組む

際に極めて重要な役割を果たすであろう。したがって、金融機関は中心的な役割を演じるで

あろう。金融機関ができることは：

• 証券取引の監督者、保険数理人、会計士および他の人々と協働することにより、効率的な
市場システムを構築し、モニターするのを支援すること。

• 効率的な排出権取引システムの構成に重要な他の条件を作成すること（つまり標準化され
た「商品」；モニタリング、確認および証明の条件を含む標準化された取引特徴；組織化

された取引；明快な市場価格；適切な供給）。

• 気候変動に対する適応とその緩和の努力に寄与する製品およびサービスを提供すること
（カーボン・クレジットのための取引、銀行業務および保険；「低公害」エネルギー用の

プロジェクト・ファイナンス（例えば再生可能エネルギー）；天候デリバティブ；キャッ

トボンド；ミクロ金融）

• 極端な天候事象に起因する自身の資産リスクを管理すること。
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表1 金融サービス産業の危険性とチャンス

金融部門 危険性 チャンス

■ 潜在的な気候の影響のために新規／

既存の市場は引き合わなくなる

■ 現実の影響によるマクロ経済の沈滞

■ 全部門を横断する気候リスクの複合

■ 政府の政策の予測し得ない変化

■ 気候変動緩和プロジェクト／プロセスと関係する新

販路／新商品

■ 適応プロジェクト／プロセスと関係する新販路／

新商品

■ 商業ベースにのらない市場のための公共／

民間の協調

全部門

■ 天候事象による物的損害（管理不能な展開、

不安定なリザルト、および流動性と信用格付け

問題等の複合）

■ 他の業種（例えば建設、農業、運輸）

におけるリスクの増加

■ 不十分な資本

■ 天候リスクの増加に伴うリスク移転および他の

サービスの需要の増加

■ 天候変動緩和プロジェクトの保険

（例えばクリーンエネルギー）

■ ハイ・リスク部門のための革新的なリスク

移転ソリューション

損害保険

■ 一部地域での人の健康のリスク増加 ■ 人の健康リスクの増加につれて商品の需要の増加生命・医療保険

■ 法人資産／プロジェクト収益への天候の影響

■ プロジェクト／借り手に対する計画外の

GHG コスト

■ 天候変動コストの上昇に伴う可処分所得の減少

■ 適応プロジェクト用の金融

（例えばインフラストラクチャー）

■ クリーンエネルギー用の金融

■ GHG クレジットからのプロジェクト収益の向上

■ エネルギー効率に関連するプロジェクトへの融資

■ 影響力の強い分野での新販路（例えば法規制

によるリスク移転）

銀行業務および
プロジェクト・
ファイナンス

■ 潜在する GHG 債務は安全の市場価値を損なう

■ 天候事象およびエネルギーコストの増加によって

損なわれた不動産価値

■ 損害保険の欠如の可能性

■ 気候変動部門のリーダー企業および各部門の

優良有価証券への投資

■ 革新的な気候関連テーマへの資金提供（例えば再生

可能エネルギー）

■ ヘッジファンドはGHGクレジットに投資

資産管理

■ 災害救援およびインフラ再建を求める国庫に対

するより大きな圧力

■ 分散化したファンド・マネージャーへの複合的な炭

酸ガスリスク（例えばヘッジファンド）

■ 気候変動に対する国の金融政策による投資実行可能

性の潜在的悪化

■ GHG クレジット市場に関連した革新的なサービス

（例えば委託販売手数料や取引）

■ ミクロ金融、天候デリバティブ、キャットボンド、

コンサルタント業

他の金融



離してまとめることにより、高い処理コストと低い需要を克服すること

―持続可能性に付属する特典（例えば生物多様性クレジット）を貨幣化する方法を開発

すること

•「カーボンのコスト」をキャッシュ・フロー分析およびプロジェクト収益の計算の中へ組
み入れる。

専門のアドバイザー

• GHG資産および債務の定量化ツールを開発する。
• FASB（財務会計基準委員会）やIASB（国際会計基準審議会）などの会計基準団体を介し
てより緊密な作業を行うことにより、調和の取れたGHGの会計方法を開発する。

• 保険数理基準ならびに会計基準の開発者が、気候関連のリスクに関する適切なガイダンス
を提供することを確認する。

• 排出ガスクレジットを扱う税の効率的なメカニズムを開発する。

格付機関

• GHG関連の資産および債務がいかに債務の質に影響するかについての認識をより深める。
また、企業および地方自治体の債券発行体としての格付けを調整する。

• 排出ガス取引に対する取引先企業の信用度を評価することから、または代替案として、
潜在的な買い手と売り手のプールを評価することで新しいビジネス・チャンスを検討する。

政府および政策立案者

金融および保険サービス部門を気候変動問題へと目を向けさせて取り組ませるために、以下

のことが薦められる：

政策立案者

• UNFCCC（国連気候変動枠組み条約）に従って、長期的な気候を安定させることの緊急
性を把握する。

• 事前の備え、公平性、およびコスト効率性の原則に基づくこの目標を達成するために、
長期的政策の枠組みに関して一致点を見出す。

• 持続可能なエネルギー消費を促進するために、資本（特に機関投資家からの投資資金）
の流れに影響を及ぼす政策および手段の導入を加速する。

• 天候変動への適応とその緩和のプログラムが完全に有効であることを保証するために、
公共／民間の協力関係の中で、そして他の方法で、金融機関の参加を促す。

• 明確かつ拘束力のあるGHG排出削減を確約し、またいかにしてそれらが実施されうるか
を明らかにすることに努める。

• 他のGHG市場にできるだけシームレスにリンクし、設計段階に金融市場専門家を参加さ
せる排出権取引システムを考案し、実施する。

先進諸国の政府

• 低カーボン・テクノロジーおよびクリーン・テクノロジー研究を進展させるために、市場
ベースの解決策を開発する具体的な行動を起こす。

• この目標を達成するために、再生可能なエネルギーの割当量を高め、再生可能なエネルギ
ーの義務証明書の国際的な取引を促進する。

• 透明性と情報開示を一層高める必要があることについて、また、将来の気候関連影響およ
びGHG既定が上場企業のリスク側面ならびに債券や株式の発行にいかなる作用を及ぼす

かを、市場監督者に明確にすること。

• 京都議定書に基づくクリーン開発メカニズム（DCM）・プロジェクトの促進により、
また専門化された二カ国間および多国間を通じた適応プログラムでサポートすることによ

り、発展途上国への支援を提供する。

UNEP金融イニシアティブによる行動方法

この研究の機運を維持するために、UNEP FIは3つの分野横断的な対策委員会を後援すべ

きである：

• 個々の金融会社を気候変動に関わるように促すために、金融部門のトップからなる対策委
員会を設置して意識向上を図る。

• 気候変動調整の影響を把握する資産マネージャー用の定量的方法論を開発するプロジェク
ト・チーム（例えばカーボン・コスト）。

• 環境の全側面を統合するプロジェクト・ファイナンス方法論を開発するプロジェクト・
チーム。

1 気候変動および金融サービス産業の研究は、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）気候変動ワーキンググループの委任により、Andlug

コンサルティングの指導を受け、米国Innovest社の戦略価値アドバイザーによって書かれた。

2 詳しくは、Global Commons Instituteのウェブサイトを参照されたい：http://www.gci.org.uk/
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気候変動と
金融サービス産業

実行状況報告書

1. はじめに

本レポートは、企業の重役会レベルでの政策決定者ならびに政府の主要な政策立案者のため

に、金融サービス部門および気候変動に関する主な二相の研究の主要な所見を要約するもの

である。本研究は、なぜ気候変動が金融サービス産業に適切かを示し、また長期の、市場に

基づいた、金融部門の参加を促進する枠組みの必要性を説明する。産業の直面する特定の危

険およびチャンスの概観を示し、この問題に対する早期のアクションのために政策立案者お

よび金融機関に戦略の提案をする。さらに、気候変動に対する取組みについて金融部門が取

りうる将来の役割、この問題に対する金融サービス企業の一般的な姿勢、アクションへの

様々な障害、および現在実施されている活動を検討する。完全な調査1は次のサイトでダウ

ンロード可能：www.unepfi.net

2. 気候変動は事実である

気候変動に関する政府間パネルから最近出された科学的な報告書は、特に過去50年の地球温

暖化の大部分が人間の活動に起因すると断言した。そこでは以下の結論が下されている：

• 気候温暖化は、従来考えられている以上に早まる可能性がある。
• 発展途上国がもっとも危険にさらされている。
• ある時期に、地球の気候パターンに急激かつ不可逆的な変化が生ずる可能性がある。

問題を引き起こすGHGは―最もよく知られているのは二酸化炭素である―何十年も無くな

らない。大気中濃度を産業革命前のちょうど2倍のレベルで安定させるためには、現在の排

出レベルを60％削減することが求められるであろう。したがって、緊急に具体的な行動が必

要である。

自然災害による世界的な経済的損失は、10年ごとに2倍に増加している。もし現在の傾向が

続くとすれば、毎年の損失は次の十年間に1500億ドルに迫るであろう。この大半が保険で

てん補されるだろう。保険業界の経験が示すように、事象の深刻度が少しでも（10％以下）

増せば損害は何倍も増加することがある。

金融機関による積極的な取組みは、気候変動によって直面する危険性を縮小するのに役立ち、

その上チャンスを提供してくれるだろう（表1を参照）。

3. 安定した気候の創出

短期的には、京都議定書（工業国の排出するGHGを抑制する1997年の国際協定）は気候変

動問題の処理に向け多大な貢献をなす。また、関連する交渉は気候にやさしい市場の創出を

加速した。しかしながら、議定書中の実際のGHG排出目標は控え目であり、すべての国家

をカバーするわけではない。アメリカはこの議定書から離脱している。

長期的には、もし私たちがリスクを縮小し、当事者全員の努力を取り入れようと欲するなら

ば、事前の備え、公正性および経済効率の法則に基づいた国際的な政策の合意が極めて重要

である。これまで、各国の将来の排出ガス目標がその国の過去のGHG排出量によって決定

される「歴史的な」アプローチ、将来の排出ガス目標をGDPにスライドさせるという炭素強

度によるアプローチ、また合意された期日までに全ての国家の一人当たり排出ガスを等しく

することを目標とする「縮小と収束」2など、さまざまなアプローチが提案された。しかし

これまでは国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）での仕事のほとんどは、京都議定書をま

とめること及び批准することに向けられてきた。

最近の研究は、政策と手段を巧みに組み合わせた市場原理の活用により、気候変動緩和はよ

り速やかにさほど経済的な混乱を伴うことなく達成されうることを示している。

主要な市場参加者（投資家、製造会社、および政策立案者）は、今こそ共に低公害、すなわ

ち「低炭素」経済を進める条件を創出することができる。その結果、枠組の一致を見た場合

には急速に効果があらわれるであろう。

2 UNEP FI • 世界経済に対する気候リスク

市場
解決策は
気候変動に
取り組む
うえで
きわめて
重要な役割
を果たす
だろう。



UNEP FI

国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）は、UNEPと金融機関

イニシアティブ（FII）および保険産業イニシアティブ（III）の間のユ

ニークなグローバル・パートナーシップである。UNEP FIには世界で

295の会員機関が加入している。

UNEPの本部はケニアのナイロビにある。UNEPは6つの部門に分かれ

て、それぞれが活動を遂行する。フランスのパリに本拠を置く技術

産業・経済学（DTIE）、スイスのジュネーブに本拠を置く経済学・

貿易部門（ETB）はDTIEの一部門である。金融イニシアティブはETB

の１ユニットである。

UNEP FI天候変動ワーキンググループ会員

Andrew Dlugolecki
Director
Andlug Consulting
17 Craigie Place
Perth PH2 OBB
Scotland, UK
Tel +44 1738 626 351
e-mail andlug@hotmail.com

Iris Gold
Vice President
Citigroup
Environmental Affairs
One Court Square
45th Floor, Zone 16
Long Island City, New York 11120
USA
Tel +1 718 248 4698
Fax +1 718 248 4725
e-mail iris.gold@citicorp.com

Maria Teresa Szauer
Director Sustainable Development
Corporacion Andina de Fomento
Caracas, Venezuela
Tel +58 212 209 2111
Fax +58 212 209 2406

Armin Sandhövel
Head, Corporate Sustainability
Corporate Communication
Dresdner Bank AG
Weserstrasse 31, 5. OG
60301 Frankfurt
Germany
Tel +49 69 2 63 55 193
Fax +49 69 2 63 55 152
www.dresdner-bank.com

Dirk P. Kohler
Senior Project Manager
Gerling Sustainable Development
Project GmbH
Representative office Marseilles
Le "Villa d´Este"
15, avenue Robert Schumann
13002 Marseilles
France
Tel +33 4 96 11 68 21
Fax +33 4 96 11 68 29
e-mail dirk.kohler@gerling.de

Thomas Loster
Head, Weather/Climate Risks Research
Geo Risks Research Department
Munich Reinsurance Company
80791 Munich
Germany
Tel +49 (0)89/38 91-52 87
Fax +49 (0)89/38 91-7 52 87
e-mail tloster@munichre.com

Fred Lynds
Head of Environmental Policy
Prudential
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
UK
Tel +44 20 7548 3789
Fax +44 20 7548 6140
www.prudential.co.uk

Colin Le Duc
SAM Sustainable Asset Management 
Zollikerstrasse 60 
8702 Zollikon-Zürich
Switzerland
Tel +41 1 397 10 10  
Fax +41 1 397 10 80 
e-mail colin@sam-group.com 
www.sam-group.com

Thomas Streiff
Head of Group Sustainability Management
Swiss Re
Mythenquai 50/60
8022 Zürich
Switzerland
Tel +41 43 285 6145
Fax +41 43 282 6145
www.swissre.com

Paul Clements-Hunt
Head, UNEP Finance Initiatives
International Environment House
15 chemin des Anémones
1219 Châtelaine, Genève
Switzerland
Tel +41 22 917 8116
Fax +41 22 917 8076
e-mail pch@unep.ch
www.unepfi.net

研究寄稿編集者
Graham Cooper
Publisher, Environmental Finance
22-24 Corsham Street
London N1 6DR UK
Tel +44 20 7251 9151
Fax +44 20 7251 9161
e-mail graham@environmental-
finance.com

研究コンサルタント
Martin Whittaker
Managing Director
Innovest Strategic Value Advisors, Inc.
225 East Beaver Creek Road, Suite 300
Richmond Hill, Toronto
Ontario L4B 3P4
Canada
Tel +1 905 707 0876
Fax +1 905 707 9084
e-mail mwhittaker@innovestgroup.com
www.innovestgroup.com

UNEPの金融イニシアティブ研究の重要所見

金融機関における気候変動問題への積極的取組に対する

4つの主要障壁：

■ 気候変動問題に対する認識不足

■ 国際・国家レベルにおける政策の不一致・遅延

■ 企業の排出ガスおよび関連事業戦略に関する情報不足による

金融評価統合への困難性

■ 代替エネルギー技術および排出取引市場の不透明性

提言

金融機関、協会、および専門家に求められるものとは

（経営戦略に関連して）：

■ 気候変動問題がもたらす危険性およびチャンスに精通す

ること。

■ 気候変動考察をすべてのビジネス・プロセスに取り入れ

ること。

■ 気候変動問題に関する政策立案者とのより積極的な交流。

政策立案者に求められるものとは：

■ 事前の備えと公正に基づいた気候安定のためのグローバルな

枠組みに関して一致点を見出すこと。

■ GHG排出削減に関する明確なデータを確立する政策および手

段を加速すること。

■ 金融業界での意識向上をサポートすること。

■ 気候変動問題への取組みが効果的に実施されるよう金融業界

と連携して作業すること。

UNEP金融イニシアティブに対する３対策委員会設置の

提言：

1. 個々の金融企業を気候変動に関わるように促すために、

金融機関のトップにより構成される対策委員会を設置して意

識向上を図る。

2. 資産マネージャーのための、気候変動に関する規制によ

る定量分析を開発するプロジェクト・チーム。

3. 気候変動を含む環境の全側面を統合するプロジェクト・

ファイナンス方法論を開発するチーム。

UNEP F I  気候変動ワーキング･グループの報告
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世界経済に対する
気候リスク

気
気候変動は世界経済に大きなリスクをもたらす。厳しい気

候事象の頻度の増加は、社会趨勢と結びついて、保険業者、

再保険業者および銀行の業務の存続を困難に、あるいは倒

産にまで陥らせる可能性がある。自然災害による世界的な経済損失

は、10年ごとに２倍になると思われる。また、現在の傾向が続けば、

毎年の損失は１０年後にはほぼ1500億ドルに達するであろう。

気候変動リスクをもたらす温室効果ガス（以下GHG と記す）は長

命であり、したがって行動は緊急を要する。気候安定のための長期

の国際的な政治体制が不可欠である。京都議定書によって、2012年

までにGHGの排出を抑制することが多くの工業国家間で誓約され

た。これは重要なステップであるが、充分とは言い難い。

将来の経済発展の持続可能性を保証するためには、事前の備えと公

平性の原則に基づかねばならない。これは、政策と手段を巧みに組

み合わせた市場原理の活用により、より速やかにさほど経済的な混

乱を伴うことなく達成されるであろう。

従って、気候変動に対する市場解決策を実施するうえで金融機関の

果たす役割は重要である。例えば、排出権取引およびクリーン・エ

ネルギーに対する融資などである。或る試算によると、排出権取引

は2012年までに年間2兆ドル市場、一方クリーン・エネルギーへの

融資は2020年までに1兆9000億ドルになると見込まれている。
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