はじめに

日本は環境先進国だろうか

日本は環境先進国だろうか。公害問題やオイルショックを乗り切って、ゼロエミの省エネ工場が珍し
くないし、ハイブリッドカーのように環境商品でも最先端を走っているから、トップランナーのよう
に思える。確かに二次産業はそうだろう。では一次産業や三次産業はどうか。
農地や各種サービスは、一見、環境問題とは無縁にみえる。ところが、新エネルギーとして注目さ
れているエタノールでは農業の生産性が問われるし、CO2 が最近増加しているのは、工場ではなく、
ライフスタイル（サービスの裏返し）の影響が大きい。日本のウィークポイントである。
環境対策は産業が成熟する過程で直面する課題である。一次産業と三次産業は、
これからなのだろう。
それがむしろビジネスチャンスなのは、先行した二次産業の経験からは、自明なことのように思える。
金融は、環境への取組が、他産業に対するサービスに直結しやすいという特徴がある。日本が真の環
境先進国になるために、業界に課せられた責任は大きい。それはチャンスの裏返しでもある。近い将
来、UNEP FI のモデルとなることに期待をこめて。
注）日本の SRI（社会的責任投資）の規模は、米国の約千分の一、英国の約百分の一。社会文化が異なりネガティ
ブ・スクリーニングが少ないことや、金融資産構造が異なっていることが影響しているとみられる。

UNEP FI とは
国連環境計画（UNEP）は、1972 年ストックホルム国連人間環境会議で採択された「人間環境宣言」
および「環境国際行動計画」の実行機関として同年の国連総会決議に基づき設立された国連の補助
機関です。
国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）は UNEP とおよそ 170 の世界各地の銀行・保険・
証券会社等と広範で緊密なパートナーシップです。1992 年の設立以来、多数の金融機関と経済的発
展と環境保護の両立、あるいは持続的発展について積極的に情報交換を行うとともに協調して活動を
行い、さまざまな業務やサービスにおいて環境への配慮を取り入れることを進めています。

UNEP FI の目標
1）金融ビジネス・モデル内に収益性に富むサステナビリティ・メカニズムを組み込むこと。
2）サステナビリティ産業やテクノロジー産業に対する民間セクターからの投資を促進させること。
3）金融業界とサステナビリティ専門家の間で建設的な議論を生み出すこと。
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UNEP FI 日本グループの活動
2003 年 10 月 UNEP FI 東京会議
アジア地域で初めての「金融と環境に関する国際会議」
30 ヶ国以上約 100 の金融機関が参加
テーマ「Sustaining Value 金融が持続可能な社会と価値の実現に向けて果たす役割」

コンファレンス・ステートメント「東京原則」
1）環境に配慮した投融資対象の選定
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。

2）環境に資する金融商品の開発
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るべく努力する。

3）最適なガバナンス体制整備
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。

4）ステークホルダーとの対話
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とする。

日本における機関投資における ESG 問題の配慮
（抄録、フレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガー法律事務所）
これまで、日本における年金基金等の機関投資家のファンド・マネージャーの間では、そのファンド
運用にあたって、一般の年金受給者や他の受益者に対する配当額を最大化させなければならないので
あって、環境問題、社会問題及びコーポレート・ガバナンスの問題（以下「ESG 問題」といいます。
）
を考慮することは、自らに課せられた法的義務に適合しないという考えが支配的でした。
しかし、ポートフォリオ理論（modern portfolio theory）においては、個々の投資商品の収益性だ
けを問題とするのでなく、いかにリスクを分散したポートフォリオを構築できるかという観点で検討
する必要があります。ポートフォリオの構築においては、ESG を考慮するということは矛盾するこ
とではなく、むしろ現在では、ESG を考慮要素の一つとすることは、より最適なポートフォリオの
構築に資するものであると考えます。
また、これまでの議論は、単純に投資商品の経済収益性の考慮と ESG の考慮を比較して、対立さ
せて考えてきました。しかし、実際の投資判断は、如何なる要素を考慮するか、各要素にどの程度
ウェイトをおくかという、二つの段階を経るのであって、単純に経済収益性と ESG を比較すること
は妥当ではありません。どんな要素をどの程度のウェイトをおいて判断するかという点については、
UNEP FI において研究が進められています。
ESG が受益者の利益に優越するというわけではありません。しかし、社会の変化に伴い、受益者の
利益を図るためには、ESG を無視するべきではないと考えます。
ESG 問題とは、環境（Environmental）
、社会（Social）及びコーポレート・ガ バナンス
（Governance）の問題を意味します。具体的には、以下のような事項を念頭に置いています。
●環境問題への取り組み（リサイクル達成率、温暖化ガスの排出量等）
●企業の社会性（法令遵守、職場環境への配慮、地域への貢献度等）
●企業内における経営陣、従業員及び株主の権利及び責任の明確化（社内監査制度の整備、
不祥事対応等）
注）ESG というとなじみが薄いと思いますが、環境規制や省エネでは日本企業はパイオニア的存在です。
最近では食の安心安全や CSR への配慮も一般的になってきました。ESG は既に日本でも大きなトレンド
になっています。

PRI 責任投資原則（概要）
PRI 責任投資原則は、ESG 問題に配慮する枠組みを提供することを目的としたもので、具体的には、
投資の分析や意思決定に ESG を反映させたり、ESG に関わる株主行動や情報公開を促進させたり
することが謳われています。ボランタリーなもので、法的拘束力があるとか、ペナルティがあるとか
ではありませんが、趣旨に賛同して署名して行動するため、レピュテーションリスクがあります。
きっかけは、国連です。2005 年の初めに事務総長が原則を作成するために世界の大手機関投資家た
ちを招きました。更に、投資コミュニティー、国際機関、政府機関、市民社会、学者からなる 70 人
の専門家を擁するステークホルダーが加わり、2006 年春に公表にこぎつけています。UNEP FI は事
務局として重要な役割を果たしています。日本企業は 8 社が署名しています。

CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）
CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）は 2002 年にスタートしたもので、世界の
225 機関投資家（日本企業 13 社）が、世界の主要 2100 社（日本企業 152 社）に対して地球温暖化
対策に関する情報開示を迫る象徴的な取り組みです。UNEP FI 日本グループではその概要を報告・
紹介するセミナーを毎年秋に共催しています。

日本の環境政策
環境配慮促進法
（環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 : 平成十六年法律第七十七号）

環境配慮促進法は社会的責任投資を努力義務として位置づける世界でも例をみない法律です。同法
の影響等から、日本企業の環境報告書は、データが充実しており、投資判断等に良質な情報を提供
するに至っています。

（目的）
第一条 この法律は、環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の
保全に関する活動とその評価が適切に行われることが重要であることにかんがみ、事業活動
に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにする
とともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、
事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在及び
将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（事業者の責務）
第四条 事業者は、その事業活動に関し、環境情報の提供を行うように努めるとともに、他の
事業者に対し、投資その他の行為をするに当たっては、当該他の事業者の環境情報を勘案し
てこれを行うように努めるものとする。
（国民の責務）
第五条 国民は、投資その他の行為をするに当たっては、環境情報を勘案してこれを行うよう
に努めるものとする。

「環境と金融」政策（環境省）
「環境と金融に関する懇談会」
環境政策を進めていく上での金融分野の役割の重要性について、幅広い観点から議論・検討すると
ともに、1500 兆円を超える個人金融資産の有効な活用という視点も踏まえ、金融市場においても、
例えば、SRI（社会的責任投資）のように、企業の環境保全などの社会的な取組が積極的に評価され
るために必要な仕組みやその推進方策の検討を行うことを目的として 2006 年 3 月に設置されました。
同年 7 月には報告書がまとまり、提言は翌年度の予算等具体的な政策に反映されています。

2007 年度「環境と金融」に関する国家予算
世界に誇る環境技術や「もったいない」の心という「環境力」と、
1500 兆円を超える個人金融資産の「金
融力」を融合させるため、預金者や投資家等に対し環境に配慮した投資を促す普及啓発を行うほか、
投資家が投資判断に企業の環境保全等の社会的取組を適正に評価できるような情報の整理等を行い
ます。また、地域における環境保全活動に対し出融資等を行うコミュニティファンド等を支援します。

UNEP FI 署名機関の現状

（2006 年 12 月末現在）

世界 44 カ国で約 170 社。うち日本は 18 社（銀行 9 社、証券等 4 社、保険 5 社）
。

〔日本の署名機関及び署名時期〕
銀 行・証 券（13 社）

保 険（ 5 社）

㈱日興コーディアルグループ

2000 年 3 月

三井住友海上火災保険㈱

1995 年11月

日興アセットマネジメント㈱

2000 年 3 月

㈱損害保険ジャパン

1995 年11月

㈱グッドバンカー

2000 年 3 月

東京海上日動火災保険㈱

1997 年 4 月

日本政策投資銀行

2001 年 6 月

日本興亜損害保険㈱

2002 年 7 月

㈱滋賀銀行

2001 年10月

あいおい損害保険㈱

2005 年 2 月

㈱三井住友フィナンシャルグループ

2002 年 6 月

住友信託銀行㈱

2003 年10月

㈱三菱東京 UFJ 銀行

2004 年 5 月

国際協力銀行

2004 年 5 月

㈱大和証券グループ本社

2004 年11月

三菱 UFJ 信託銀行㈱

2006 年 4 月

三井トラストフィナンシャルグループ

2006 年 7 月

㈱みずほフィナンシャルグループ

2006 年 8 月

http://www.unepﬁ.org/regional̲activities/asia̲paciﬁc/japan/index.html

