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第 2 講：気候変動と
気候変動と金融サービス
金融サービス

第 2 講 学習内容：
学習内容：
•
•

•
•
•
•

目的
講義本論
o 序論
o 気候変動と金融サービス・セクター：銀行業
o 気候変動と金融サービス・セクター：保険業
o 気候変動と金融サービス・セクター：アセットマネジメント業
o 金融機関にとっての気候変動シナリオの意味合い
結論
まとめ
発展学習用資料
関連リンク

目的
本講の主な目的は次の三つである。
•
•
•

気候変動が金融サービス・セクターにどのように影響するのかを説明する
主要なリスクとビジネス・チャンスについて、銀行業、保険業、アセットマネジメント業を個別
のセクションを設けて、より詳細に検討する
別の仮説に立った場合の戦略を吟味する
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2.1 序論

人

為的な気候変動（地球温暖化）についての
科学的根拠が確かなものであることは、第
1 講で見てきた。つまり地球天候システム
には社会に対し、そして自然の生態系に対する大き
な影響を伴う現在進行形の変化が起こっている。こ
れらが極端なレベルに達してしまうのを回避するに
は、温室効果ガスを制限するための自発的および強
制的な対応（緩和策）が必要となるが、それと同時に、
官民両セクターが不可避の影響について舵取りをしていくこと（適応策）も必要である。
第 2.2 項は、銀行業、保険業、アセットマネジメント業にそれぞれ的を絞った三つのセクションに分け
られている。各セクションでは、気候の直接の影響のために、また顧客と政策決定者を中心とした他
の関係者が気候変動に適応したり温室効果ガス排出の軽減を図ったりし始めることに伴う行動を通
して、その特定のセクターに地球温暖化がどのように影響することになるかを若干細かく説明してい
る。そこでの意図は、読者が自分の属する金融サービス・セクター分野に焦点を合わせて読みつつ、
他分野についても手短に知ることである。なお、エネルギー経済にとっての意味合いとカーボン・フ
ァイナンスの発展については、その重要性に鑑み、第 4 講以降で更に検討を加える。
気候変動のペースやそれに対する政治的対応には依然として不確実性が付きまとうことから、第
2.3 項では、別の気候変動仮説またはシナリオが金融機関にどのように影響し得るかについて論じ
る。
第 2.4 項では、金融サービス・セクターにとっての気候変動の意味合いを明らかにするとともに、そ
れらをどの講義が取り扱っているのかを示し、第 2.5 項で本講の要点をさらう。
気候変動と結びつきのある金融フローの規模について考えを及ばせるだけでも、価値のあることで
ある。世界銀行は、資本支出を気候変動に適応させるための年間増分費用額の仮の見積もりを全
世界で 100 億から 400 億米ドルの間とし、このうちの約 3 分の 1 が公的資金関連であるとしている。
気候災害に対する資金の拠出はこれよりもはるかに大きい。全世界の保険業の総資本額は 7,000
億米ドル前後だが、うちおそらく 2,000 億が大災害（地震を含む）向けとなっている。これは今日の経
済損失の 20%を担保することにしかならないため、災害リスクを完全にカバーするには 1 兆米ドル
前後が必要である。規模の経済性を計算に入れると 3 分の 2 に減らせるかもしれないが、差額はな
お膨大である。最後に、ビジネス・チャンスの規模も同じく巨大である。国際エネルギー機関(IEA)は、
向こう 30 年間に渡って 20 兆米ドルがエネルギー関連インフラに費やされるとみているが、温室効
果ガス排出の大幅な増加を避けるためには、気候に優しいやり方で計画する必要がある。そもそも、
内部収益率 10%以上の既存の技術を活用するプロジェクトだけで、世界のエネルギー需要上昇を
半分以上減らすポテンシャルが十分にあるとマッキンゼーは計算している。
気候変動の影響は既に始まっており、それは時が経つにつれて増大していく。気候変動に対処する
ための戦略には、適応策（影響を管理すること）と緩和策（温室効果ガスの大気中含有量を減らすこ
とによって影響を回避すること）がある。図 1 で分かるように、適応策は目先およびその後近い将来
におけるメリットをもたらすが、緩和戦略は数十年を経るまで効果を発揮しない。しかし緩和策は気
候変動には数十年後にしか影響を与えなくとも、炭素の価格を直ちに変えてしまうため、金融市場
のビジネス条件を今すぐ変容させる。
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図 1：
：気候変動と
気候変動と適応と
適応と緩和
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多くの戦略は、将来における気候変動の影響を打ち消
すことを目指したものだが、その実施はビジネス環境を
今すぐ変化させる。それらは製品および技術の需要を
作り出しもすれば減退もさせ、そしてその帰結としてビ
ジネス条件を変容させるのである。そうした変容はビジ
ネス、そして金融サービス提供者にとってのリスクを意
味するとともにビジネス・チャンスも意味する。第 1 講で
述べたように、その意味合いはセクターによって様々で
あり、中にはあまり熱心に取り組んでいないものもある
（図 2 参照）。
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データ元：Andlug Consulting

緩和策についてはセクター間およびセクター内部の企業間での隔たりが特に大きいが、これはエネ
ルギー費および戦略上の位置づけの違いのためである。このことは、図 3 および 4 が示している。
図 3 は異なるセクターの企業についてのエネルギー費の範囲を、2006 年にカーボン・ディスクロー
ジャー・プロジェクトに対して報告された売上高における割合で示したものであり、炭素に値段を付
けるという政策に対して企業がいかに敏感かを示す大まかな目安である。例えば、北米の電気事業
部門ではエネルギー費の割合は最も低い企業でも 30%で、最も高い企業になると 48%にも登る。
一方で、財閥・機械部門は最も高い投入コスト負担でさえ 2.5%前後であるから、炭素価格の変化に
は鈍感といえる。
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図 3：
：売上高における
売上高における割合
における割合として
割合として
のエネルギー費
エネルギー費
出典： CDP 4 (2006)

より精緻な分析からは、状況が更に仔細に見えてくる。図 4 は、車に課される排出制限に対する収
益の感度という観点から自動車部門を考察している。縦の棒線は気候変動が各社の収益にもたら
す可能性のある影響の範囲を、そして各線上の四角の点は「ベストの推定値」を表している。炭素
削減分野において優れた技術を持っているとともに、温室効果ガスの排出が低い車に力を入れて
いるため、日本メーカーとルノーは活況を期待できる。GM とフォードはこれらの分野に弱いため、
10%以上の収益低下をみる可能性もある。こうした調査は信用格付けや収益性における相対的変
化についての早期の目安となり得、それは金融サービス提供業者にとっても貴重な情報である。

図 4：
：価値エクスポージャー
価値エクスポージャーと
エクスポージャーと経営品質の
経営品質の
評価 に 基 づく割引後
づく 割引後の
割引後 の 金利税引前利益
（EBIT）
）（2003 年-2015 年）に対する炭素
する炭素
関連制約の
関連制約の潜在的影響
出典：WRI “Changing drivers”

最後に、クリーン・エネルギーを新たな優先事項に定めることは複雑な作業であることに触れたい。
図 5 は、緩和を目指す意思が確立された暁には、排出許可証の取引メカニズムを設計することが必
要になるとともに、エネルギー技術を完全なものにすることも必要になることを示している。このこと
は炭素の値段の設定に道を開き、それが伝統的な資産評価およびプロジェクト査定プロセスの中に
織り込まれていく。どの段階にも夥しい数の関係者がおり、タイミングや重視点における諸国間の
様々な相違によってプロセスは更に複雑化する。
次項は独立した三つのセクションに分かれており、銀行業、保険業、アセットマネジメント業の各金
融サービス・セクター分野に関係する主な動向を、リスクとビジネス・チャンスの見出しの下で、その
影響別に分類（「高」・「中」・「その他」）して吟味していく。
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図 5：
：成長の
成長の新 たな原動力
たな 原動力としての
原動力 としての
クリーン・
・エネルギーの
クリーン
エネルギーの確立
出典： UNEPFI, 2002

2.2 気候変動と
気候変動と金融サービス
金融サービス・
サービス・セクター：
セクター：銀行業（
銀行業（3 部構成の
部構成の第 1 部）
本セクションでは、気候変動のうち銀行業に関係する側面に焦点を当てる。
表 1 は、銀行業者にとってのリスクとビジネス・チャンスの一覧である。優先
順位を付けるために色別コードを用いており、赤が高影響度事項で青が中
影響度、そして黒はその他のファクターを表す。実用性を図るため、重点は
2030 年までの時期に置かれている。それ以降の事態の進展はより読みに
くく、長期的な課題に取り組むための戦略は技術面よりも政治面のものに
することが必要となる。
懸念材料は、政治上および規制上の不確実性、信用リスク、カウンターパーティー・リスク、市場の
不確実性、経営面の影響、そして評判（レピュテーション）やブランドといった数多くの領域から生じ
てくる。但し、これらは見込まれる重要性とビジネスの種類から検討した方が有意義である。

銀行業の
銀行業の全ビジネスの
ビジネスの種類
高影響度リスクは三つ、主要ビジネス・チャンスは二つある。
規制上および
規制上および政治上
および政治上の
政治上の不確実性
不確実性や
実性や反発が
反発が最大の
最大の懸案
所得と費用の流れが何年または何十年も続くようなビジネス上の決断には、その期間中の
市場の枠組みについてのはっきりした見通しと信頼感が必要である。現時点では京都議定
書が失効する 2012 年までしか先が窺えず、以後どうなるのかについての確固とした目安が
皆無であることから、炭素市場には今のところこれらが欠けている。米国の風力発電に対す
る生産税控除が常にタイムリミット寸前に判断されることや、京都議定書自体もその起草か
ら 8 年を経た 2005 年までスタートしなかったこともその例である。関連する問題の一つとし
て、気候変動とは無関係の目標を達成するために、政策が炭素排出の多い技術に有利な
ように（例えば炭鉱への補助金）、または異常事象の影響を受けやすい区域における開発
に有利なように捩じ曲げられるおそれがあることがあげられる。
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対応 - 個々の銀行がこの問題を克服することは不可能である。解決策は、銀行と他の利害
関係者が協力し、良い政策が普及するように持続的に働きかけること以外にはない。「声高、
長期そして合法に(loud, long and legal)」というフレーズが良い政策の決め手となる要素を
言い当てている。
レピュテーションリスク
レピュテーションリスク
銀行はもう既に、三峡ダムや熱帯雨林伐採といった環境上慎重に扱うべきプロジェクトまた
は活動に資金を出す際には評判に傷がつく可能性を意識している。気候変動もそうした問
題の一つである。図 6 は、カーボン・トラストが見積もった英国株式市場の特定のセクターに
おける気候変動に関連した評判低下の想定最大損失額である。興味深いのは、銀行業の
炭素集約度は低いのに対し、想定最大損失額は他のセクターに比べても高いことである。
これは、金融サービスのような無形商品を扱う産業では企業地位を築き上げるには評判が
大きな要素となるためである。

対応 - 各行はこのリスクを個々で管理しなければならない。これは潜在的にはプラスのブラ
ンド差別化手段となり得るが、「グリーンウォッシング」（見せかけの環境配慮姿勢）は避ける
ようにすることが大切である。例えば、社内の排出等の枝葉末節に取り組む一方で、信用
調査等の事業の中核プロセスの設定においては気候変動を無視する等。

図 6：
：想定最大損失額

□

想定最大損失額

（単位：株式価値 10 億英ポンド）

◊

炭素集約度

（単位：売上高 1 英国ポンド当たりの
CO2 のキロ量）
データ元：カーボン・トラスト、 2005

業務プロセス
業務プロセスへの
プロセスへの気候変動
への気候変動の
気候変動の盛り込みの不十分
みの不十分
気候変動の影響がリスクとビジネス・チャンスの中に盛り込まれるような形で信用調査、プロ
ジェクト・ファイナンス、デュー・ディリジェンスといった事業の中核プロセスの適応を図ること
により、地球温暖化にうまく対処することが可能である。これは、口で言うほど簡単ではない。
多くの銀行の従業員および経営上層部は、気候変動が業務上の意思決定に関わりを持つ
ということを理解していない。
気候リスクは保険を用いる等によってヘッジできることもあれば、定量化が難しく移転できな
いこともある。しかし保険は概して短期契約を通じて提供されるため、なお潜在的なエクスポ
ージャーが伴う可能性がある。ビジネス・チャンスもまた確実に定量化することは困難である。
世界銀行は最近、同行のプロジェクト・ファイナンスの実に 4 分の 1 が気候の影響に晒され
ているが、それらは無視されてしまっていると述べている。
対応 - 鍵となるステップは、気候変動を「環境」の箱から「事業リスク」の箱に移すことである。

一部の銀行はコンサルタントに依頼して主要な課題を特定してもらい、また作戦を練る作業
を手伝ってもらっている。誤解の壁を崩していく過程において、内部教育は不可欠である。
気候変動がリスクまたはビジネス・チャンスとして適切に組み込まれるようにするため、あら
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ゆる中核プロセスの見直しを行うべきである。過去の決定を振り返ってリスク管理に取り入
れることも必要。ベスト・プラクティスについて他行と見解を分かち合うのも有意義なアプロ
ーチである。変革がうまくいけば、気候変動適応型のプロセスが優位性の源泉になってくれ
る場合もあることを表 1 が示している。

解説欄 1：気候変動リスク
気候変動リスク管理
リスク管理の
管理の主流化
ドレスナー銀行は、自行の信用格付けプロセスに排出権取引に関する質問一式を取り入れ、関
係産業部門に対する EU 域内排出量取引制度(EU-ETS）の影響を考慮に入れた投資調査を行っ
ている。
金融機関 UBS AG の投資銀行部門である UBS 投資銀行は、同行の投資リスクおよびビジネス・
チャンスの全体的な評価の中に環境・持続可能性基準を組み込むプログラムを立ち上げた。
バンク・オブ・アメリカは、自行の顧客ポートフォリオの「炭素依存度」を示すための新たな計測法
を開発する意向である。
2005 年、JP モルガンは環境に負の影響をもたらす見込みの高い産業プロジェクトについての貸
出しおよび引受を制限する旨を発表した。同行は、貸出しの見直しおよび定期企業分析に気候
変動リスクを盛り込むことも予定している。

新たな気候
たな気候に
気候に優しい市場
しい市場
地球温暖化懐疑論者はしばしば、温室効果ガス排出の緩和策は経済的にはマイナスにな
ると主張する。同主張は、気候変動と経済の関係を調査した 2006 年のスターン・レビューで
否定されている。短期的には炭素が価値を得るにつれてコストが増加するだろうが、それに
はプラスの影響が二つ伴う。気候に優しい技術の分野における活動への刺激となるととも
に、2040 年前後以降は気候の影響から生まれる被害を回避できるということである。
ビジネス・チャンスの規模は巨大である。国際エネルギー機関(IEA)は、向こう 30 年間に渡
って 20 兆米ドルがエネルギー関連インフラに費やされるとみている。温室効果ガス排出の
大幅な増加を避けるために、これは気候に優しいやり方で計画する必要がある。また国連
は京都議定書の下で 450 億を超える排出許可証が発行されることになるとみているが、許
可証が 1 枚 10 米ドルとした場合、それは 2008 年から 2012 年の期間に 4,500 億米ドル規
模の市場を形成することになる。車や建物についての排出基準設定等の措置は、2016 年
には低汚染設備やサービスの販売から 2,300 億米ドルの収益をもたらす可能性がある。そ
れゆえに銀行業にとってもエネルギー技術は重要なビジネス・チャンスである（図 1 および本
コース後出の各講参照）。

対応 - これは繰り返し出てくるテーマであるため、銀行は知的財産を活用してミスを回避す
るための知識共有ネットワークの構築を検討すべきである。ある大手国際銀行は、自行に
はエネルギー技術への融資に何らかの形で関与している部署が 16 もあるが、それらの間
の横のコミュニケーションがほぼ皆無であることを発見した。「チャイニーズ・ウォール」は事
業案件に響くような情報の交換は制限してもよいが、一般的な知識取得を妨げるべきでは
ない。
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技術移転による
技術移転による発展途上国市場
による発展途上国市場の
発展途上国市場の経済成長
温室効果ガス排出の削減とこれへの適応についての平等な国際条約の成果の一つは、発
展途上国に対するクリーン技術の移転と思われる。このことはそれらの地域に成長と富を
生み出すが、開かれた市場なくしては実現しない。

対応 - 戦略的には、銀行業界は市場の更なる自由化に向けた働きかけを続けるべきである。
個々の銀行は、グローバリゼーションに備えてネットワークの拡大を企図していくべきであ
る。
その他
その他の事項
表 1 は、長期的には、地球温暖化が阻止されないと銀行業にとって重大なリスクがあること
を示している。地球温暖化の緩和策に向けた共同のロビー活動を国家レベルで、そして国
際組織を通じて行うことの必要性の根拠となっている。
地球温暖化の適応および緩和を目指すプロジェクトに融資するための官民の連携に新たな
領域を見出せる可能性もある。そうした機会は、気候変動についての政府協議への参加を
通じて特定し、発展させることができる。
天候の混乱とエネルギー費上昇のリスクは銀行業に特有のものではなく、優れた全社的リ
スク管理によって最小化することが可能。

リテール・
リテール・バンキング
エネルギー料金が上昇するにつれての顧客需要の弱まりをめぐる問題
があるとともに、ことによっては物の消費への反発もあるかもしれない。
これは、消費者向け金融を必要とするような気候に優しい製品およびサ
ービスを特定する戦略によって克服できるかもしれない。例えば、家庭
用風車やソーラー・パネル等の供給業者との提携が挙げられる。別の
問題として、異常事象の蓋然性が上昇するにつれて災害後のサービス
の維持が重要になってくる。ハリケーン・カトリーナは貴重な教訓を提供
した。電気、郵便、社屋、スタッフへのアクセスおよびあらゆる種類のコミュニケーションの欠如を含
め、多くの銀行はカトリーナ級の災害への備えはしていなかった。予備オフィスは機能不足のこと
が多く、あるいはアクセス不能だった。銀行は、災害直後のローカルの現金しか流通しない経済へ
の対応（すなわち現場に十分な現金の確保）に苦労し、苦境にある顧客のために、銀行は自行の
手続きや契約条件を緩めた。インターネット取引量が急増したが、これは顧客が銀行に行くことが
できなかったためである。
保険填補の
保険填補の縮小
リテール・バンキングにとって死活的な問題は、財産台帳の脆さである。異常事象に起因す
る財産被害から貸付けが保険によって保護されているようにすることを義務づけるのは、標
準的な慣行である。しかし、慣行は多くの領域で最新のリスク評価に見合っていない。例え
ば、ルイジアナで 2005 年にカトリーナのもたらした高波によって破壊された家の多くは、500
年周期の洪水発生区域として公式に指定されていた区域の外にあったことから、持ち主は
洪水保険に入っていなかった。同様の懸念から、保険会社は沿岸域および氾濫原において
填補の対象としているリスクの再評価を行ってきているとともに、填補対象を縮小したり料金
や免責額を引き上げたり、また極端な場合には契約を失効させたりという動きが全体的に
みられる。このことは財産上の破綻につながり得るとともに、財産価値のマイナス化による
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返済不履行の大量発生すら起こしかねない。海岸浸食は中国や米国等の多くの経済中心
地における大きな問題であり、価値の完全な喪失をもたらすものである（図 7 参照）。

対応 -その潜在的エクスポージャーが大きいこと、そして保険填補との間に時間的ミスマッ
チがあることから、銀行は自行のポートフォリオおよび個々の取引に気候リスクがないかど
うかを精査することによってこのリスクをもっと積極的に管理する必要がある。様々な分野
の専門コンサルタントの活用も可能で、業界レベルでは、銀行が公的規制やインフラを駆使
してよりよいリスク管理を図っていく上で保険会社と提携することもできよう。
災害に
災害に起因する
起因する顧客
する顧客の
顧客の返済不履行
米国では、銀行は保険請求からの資金と政府の救援資金の流入によりハリケーン・アンドリ
ュー等の災害にはスムーズに対処できていた。しかし、災害の新次元たるハリケーン・カトリ
ーナは、地域の銀行業界をフランチャイズの縮小による弱体化に追いやるかもしれない。

対応 - 不動産ローンの場合と同じく、銀行は自然災害に対するエクスポージャーがないか
自行の個人貸付けポートフォリオを見直すべきである。
残留価値の割合
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図 7：
：浸食に
浸食に対する不動産価値
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コーポレート・
コーポレート・バンキング
図 3 および 4 で見たように、企業顧客は例え同一セクター内でも各社の経
営資源と技術の組み合わせ、そして商品範囲と知的資本の組み合わせ
における相違のため、気候変動政策に対する影響が異なる。コーポレー
ト・バンキングの期間は平均 3 年前後であることから、これは大したリスク
ではないと言うこともできるかもしれない。しかし UNEP FI の北米地域タ
スクフォースによる分析は、電気事業、アルミ、セメントといったいずれも
多大なエネルギー費用を抱えており、気候変動政策に特に影響を受けや
すいセクターにおいては同期間が約 6 年であることを示している。

対応 - 銀行は、企業信用格付けおよび融資の条件と構造が気候変動をリスク要因として明
白に考慮したものであるようにすべきであり、特に炭素に依存しているセクターにおいて然り
である。評価はできる限り個々の企業レベルで行うべきである。解説欄 2 は、電力プロジェク
トについてこれがどのように進行しているかを示している。
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解説欄 2：炭素原則 - 発電事業者に
発電事業者に対するプロジェクト
するプロジェクト融資
プロジェクト融資
2008 年 2 月、シティ、JP モルガン・チェースおよびモルガン・スタンレーは、米国の発電会社のアドバイザ
ーやこれらへの貸し手を対象とした気候変動指針である「炭素原則」の策定を発表した。同原則は、電力
プロジェクトの融資における炭素リスクの評価と同リスクへの対処についてのアプローチを作り上げるこ
とを目指した、電力事業会社および環境活動グループとの間の徹底的な協議プロセスの賜物である。同
原則の内容は、発電業界が直面している喫緊にもかかわらず漠然としている気候変動政策に由来するリ
スクを反映している。その中心を成すのは、貸し手が石炭プラント投資に関連する潜在的な炭素リスクを
よりよく理解し、評価するのを助けるための「ディリジェンス強化」の枠組みである。
同原則は資金の出し手に対し、プロジェクト融資の協議および立案に際して、1.需要管理等によるエネル
ギー効率、2.インフラを含む再生可能かつ低炭素排出のエネルギー技術、3.伝統的な発電および二酸化
炭素の回収・貯留（CCS）を含む新型の発電、という 3 つの主要課題を考慮することを明白に義務づけて
いる。これに署名した者は、これらの分野における進歩的な法制度の支持に同意したことになる。

顧客の
顧客の意識欠如
2006 年に 940 の企業がカーボン・ディスクロージャー・プロジェクトに自社の気候変動に関
するデータを提出した。分析の結果、気候変動に関する意識と情報の質が規模の小さな企
業ほど悪いことがはっきりとした。例えば、FTSE100 企業の回答率は非常に高く、具体的に
は 83%がアンケートに答え、55%が温室効果ガス排出の定量化データを提供し、24%が精
度の高いデータを提出している。FTSE250 企業になるとアンケートに答えたのは 36%のみ
で、16%が排出ガスの定量化データを、5%が精度の高いデータを提出した。FT350 企業に
至っては、回答企業のうち、気候変動の影響が自社の事業に対する深刻な脅威であると考
えていたのは 10%に過ぎなかった。需要、供給または操業が異常気象によって影響を受け
た機会が最近多くあったにも関わらず、である。このことは、保険会社アクサ（英国）が 2006
年に実施した中小企業と気候変動についての別の分析でも追認している。中小企業の
90%は保険不足で、洪水リスクの高い地域に位置している中小企業の 70%は自社が直面
している危険を認識していない。

対応 - 信用リスクを軽減するため、銀行は自社の中小企業顧客に対し、気候変動について
教育する必要がある。
エネルギー効率
エネルギー効率への
効率への融資
への融資
図 3 は、典型的な工業会社ではエネルギー費の割合が総収入の 2.5%を下回っていること
を示していた。これは、同費用が経営陣から低優先順位事項として軽視されていることを意
味する。公益事業会社はより優れたエネルギー設備を供給しようとしているが、上と同じ理
由で、「低優先順位」課題のみを扱う対策は企業人からは無視されている。しかし、中小企
業クラスのサプライ・チェーンで相当な量の温室効果ガスが生成されていること、そしてエネ
ルギーのコストが実質ベースで上昇していくことに疑いの余地はない。

対応 - 銀行は、顧客との間の財務レビューの中にエネルギー効率の向上を盛り込む機会
を有している。欧州復興開発銀行(EBRD)は既に全ての大型融資協議についてこれを行っ
ており、好反応を得ている。
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プロジェクト・
プロジェクト・ファイナンス
プロジェクト・ファイナンスは、気候変動に関連して主に 2 種類の課題に直面
している。一つ目は、クリーン・エネルギー部門において急速な成長が進行し
ていること。二つ目は、天候パターンおよび自然体系における新奇の変化、
そしてエネルギー価格（緩和政策に由来する）に対するリスクに全てのプロジ
ェクトが晒されていることである。ここでも発電部門が特有の影響を受けてお
り、これが「炭素原則」（解説欄 2 参照）の策定につながった。

クリーン・
クリーン・エネルギー技術
エネルギー技術への
技術への融資
への融資
石油およびガス生産の潜在的なピーク、温室効果ガス排出を回避することの必要、そして
発展途上国におけるエネルギー需要の増加といった問題に直面する中で、クリーン・エネル
ギーがブームになっている（本コースの第 4 講－7 講参照）。クリーン・エネルギー技術はし
ばしば、技術上の新たな難題、先行投資コストの増大、不明瞭な規制環境、景観上の配慮
等、他のプロジェクトにはないような障壁にぶつかる。「赤道原則(EP)」は、プロジェクト・ファ
イナンスによる貸付けのうち環境、社会そしてガバナンスの各側面を管理するための自主
的指針集である。国際金融公社の環境および社会基準に基づいており、全産業セクターに
おける資本コスト 1,000 万米ドル以上の開発プロジェクトに適用される。
温室効果ガス排出削減プロジェクトの内部収益率(IRR)は、プロジェクト・ベースのメカニズ
ムである JI および CDM によって向上を図ることができる（本コースの第 8 講以降参照）。し
かし認可プロセスは煩雑だし、生み出される排出クレジットの価値も未知数である。もちろん、
国や地方の規制を通じてそうしたプロジェクトに用いることのできる奨励策が他にも数多く存
在する。

対応 - 新しいエネルギー技術に関係したプロジェクトに新たに焦点を当てることで、自行の
行動が慎重に過ぎないとともに楽観的に過ぎないようにバランスを取り、また学習効果が最
大になるようにすることは賢明な策といえる。
伝統的な
伝統的なプロジェクトに
プロジェクトに関する未管理
する未管理の
未管理の気候リスク
気候リスク
図 8 は、気候変動がどのプロジェクトに対してももたらし得る問題を示している。2006 年開
始の典型的な 30 か年プロジェクトの場合、2020 年前後に分岐点が到来し、期間の後半に
収入が集中することになるだろう。しかし、それを過ぎるとエネルギー価格および天候パター
ンにおける不確実性が急増し、所得・費用予想を水泡に帰してしまうおそれがある。
銀行は、気候変動をプロジェクト・ファイナンスについてのリスクとして捉えようとはなかなか
して来なかった。世界銀行は、自行のプロジェクト・ファイナンスポートフォリオの約 4 分の 1
が相当なレベルの気候リスクを抱えているが、それに言及しているのはプロジェクト計画の
うちのわずか 2 パーセントに過ぎないことを発見した。カリブ開発銀行は、自行のプロジェク
ト立案プロセスの中に気候変動を最初に組み入れた銀行の一つである。持続可能なプロジ
ェクト・ファイナンスについての赤道原則はプロジェクトがもたらす被害を回避することに焦点
を置いているが、プロジェクトに対するリスクとしての気候変動については一切触れていな
い。それでも同原則は、気候変動の影響を包含できるような枠組みを提供してはくれる。

対応 - 銀行は、プロジェクトについての自行のリスク分析を、単に過去のパターンだけでは
なく将来の気候状況の予想も織り込んでいるようにするために早急に見直す必要がある。
同様に、エネルギー費を炭素の潜在価格を用いたモデル化の対象とすべきである。
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図 8：
：プロジェクト・
プロジェクト・ファイナンス実績
ファイナンス実績
に対する気候変動要因
する気候変動要因の
気候変動要因の重要性
データ元： Acclimatise

プライベート
プライベート・
イベート・エクイティ
このビジネスの種類における気候変動関連課題は、プロジェクト・ファイ
ナンスおよびコーポレート・バンキングとかなり似通っている。
クリーン技術
クリーン技術の
技術の需要
温室効果ガス排出削減の必要から、新たな発明等のクリーン・エネルギー技術の提案には
盛んな関心が寄せられている。クリーン・エッジは、そうした商品およびサービスの潜在的市
場は 2016 年までに 2,300 億米ドルになると見積もっている。

対応 - 銀行は、プロジェクト・ファイナンスおよびコーポレート・バンキングのところで論じた戦
略を適用すべきである。ストラクチャード・ファイナンスはリスクの緩和に役立つ。銀行が市
場の潜在性について、そして自行の顧客がそこに占めるシェアについて現実的な考えを持
つようにすることが大切である。「ドット・コム」ブームとその終焉は覚えておくべき良い教訓
である。専門家によると、実施可能な事業案の供給が利用可能な資本に釣り合っていない
という。
他のサービス
銀行は、顧客を対象に種々の非主力サービスを行っている。発展途上国のマイクロファイナンス機
関を援助したり、金融リスク管理に関するコンサルタントサービスを行ったりするほか、保険が使え
ない場合に代替的なリスク移転商品を提供したり、また商品取引を手がけたりもしている。これらは
全て気候変動と相互に影響し合っている。その高い潜在性に鑑み、下記でマイクロファイナンスにつ
いて論じてから最後に挙げた二つをより深く掘り下げることとする。

対応 - 懸念が高まっている事柄の一つに、発展途上国における気候変動に対処しながら国
連のミレニアム開発目標を達成しようとする意向の存在がある。G8 再生可能エネルギータ
スクフォースは同分野において多くの有力な案を作成したが、それらは採用されていない。
例えば効率を向上させた家庭用調理器具だが、これは汚染を減らし、健康を増進し、また温
室効果ガス排出を軽減させる。こうしたアイデアは銀行に対してはマイクロファイナンス・プ
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ログラムを設ける根拠を与え、二つ以上の目標を効果的に達成することを可能にしてくれる
かもしれない。例えば、銀行がマイクロ・ローンを提供する NGO および調理器具を生産する
メーカーと提携し、多数のコミュニティーが同器具を購入するための融資を行いやすくするこ
とが考えられる。
炭素クレジット
炭素クレジット仲介
クレジット仲介を
仲介を含む商品取引
京都議定書および EU 域内排出量取引制度(EU-ETS)の開始により、銀行が利用できそう
な様々な機会を伴う国際排出権取引が創設された。ポイントカーボンは、2006 年の国際炭
素市場規模を 300 億米ドルと見積もっている。初期の経過は同市場のリスクが高いことを示
しており、国際的な体制ができていく中で暫くはこの状況が続くだろう。より広範な課題として、
自然資源の可用性が気候変動に影響されるということがある。2005 年のハリケーン・シー
ズンからは石油およびガスの世界的な逼迫が起こった。投資銀行の取引業務は商品市場
の動きに大きく左右される。従って、この分野ではデリバティブの利用がより頻繁になるとみ
られている。

対応 - 排出権取引は重要な金融商品であるため、第 8 講以降ではこれを徹底的に掘り下げ
る。今では多くの銀行が同分野で活動を展開している。商品取引は一般に比較的大きなボ
ラティリティに対処する必要があり、銀行は、デリバティブを含めた適切なサービスを提供し
ていくにあたって好位置に付けていると言える。
代替的リスク
代替的リスク移転
リスク移転(ART)
移転
米国の GDP の 3 分の 1 近くが天候に対するリスクに晒されているが、これは天候の動きが
需要と供給を左右するとともに事業面に困難をもたらすためである。天候は公益事業サー
ビスの需要に大きく響き、ひいては温室効果ガス排出への影響も大きいため、同サービス
にとっては特に重要である。保険填補は財産における被害に対応するものであるため、こう
したリスクには適用できない。この問題は天候デリバティブ等の商品で軽減することができ
るが、これは同商品が金銭的な損失とは無関係に、特定の気象状況の発生によって効果を
発揮するためである。買い手は予め決まった額の支払いを、天候を条件として受け取る。デ
リバティブは売買することもできるし、リスク台帳の作成目的で保有することもできる。当初、
天候ヘッジ商品の利用は北米のエネルギー企業の間のみにとどまっていた。今では、ソシ
エテ・ジェネラル、アクサ、ドレスナーといった金融機関も天候市場の参加者となっている。
天候リスクマネジメント協会によると、世界の天候市場の名目規模は 2000/2001 年の 25 億
米ドルから 2005/2006 年には 452 億米ドルに増大したということである。以降は季節ベース
から月次ベースへの約定の変更を反映して 2006/7 年に 192 億米ドルに落ち込んでいるが、
依然として膨大な規模である。
もう一つ興味深い分野は、また別の形態のデリバティブである大災害ボンドである（キャッ
ト・ボンド、あるいは保険リンク証券と呼ばれることもある）。大災害ボンドは、確認された金
銭的損失に対してではなく異常気象条件の発生に対して支払いを行う。このことはベーシ
ス・リスクを生むものの、同ボンドからの支払いは迅速であり、また資本市場の資金にアクセ
スできるようになることが大災害リスク市場の規模の拡大を促してくれるかもしれない。これ
らもやはり取引可能である。取引コストの高さと大災害ボンドと競合する再保険の存在のた
めに成長のペースは比較的遅いが、ガイ・カーペンターによれば、2007 年には全世界の市
場規模が 70 億米ドルに達した。世界銀行その他の機関は発展途上国における災害救援の
代わりにキャット・ボンドを利用することを検討中で、試行も実施されており、またカリブ地域
ではパイロット・スキームが立ち上げられている。
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対応 - 代替的リスク移転(ART)は、顧客および公共部門機関がそのメリットを認識するにつ
れ、また気候パターンが予測しにくくなるにつれて成長していく分野である。規制上の観点
から見れば、銀行はこうした商品の提供において保険会社よりもいくらか有利であるため、
その利を活かすべきである。
表 1：
：銀行にとっての
銀行にとっての気候変動関連
にとっての気候変動関連リスク
気候変動関連リスク
見方 >>>
銀行業／
銀行業／
ビジネスの種
類
全般

高影響度事項

中影響度事項

その他
その他の事項

リスク
（気候の影響、政策、内部戦略、または他の関
係者に由来）

ビジネス・
ビジネス・チャンス
（積極的政策、気候の影響、内部戦
略、または他の関係者に由来）

緩和策および適応
および適応策
する規制上および
• 緩和策
適応策に関する規制上
規制上および
政治上の
政治上の不確実性や
不確実性や反発行動
• 戦略と
戦略と行動に
行動に矛盾がある
矛盾がある場合
がある場合の
場合の評判
• 標準社内業務プロセス
標準社内業務プロセスへの
プロセスへの気候変動
への気候変動の
気候変動の盛り
込みの不十分
みの不十分
• 自社の資産・営業に対する天候等の影響
• 社内におけるエネルギー費の上昇
• 災害救援およびインフラ再建についての国庫
負担に対するプレッシャーの増大

• 新たな気候
たな気候に
しい市場が
活動に弾
気候に優しい市場
市場が活動に
みをつける
• 技術移転による
技術移転による発展途上国市場
による発展途上国市場の
発展途上国市場の
経済成長
• 標準社内業務プロセス
標準社内業務プロセスへの
プロセスへの気候変
への気候変
動の盛り込みによる平均以上
みによる平均以上の
平均以上のリタ
ーンの
ーンの特定
• 好反応を
好反応を得た場合の
場合の評判
• 緩和および
緩和および適応
および適応プロジェクト
適応プロジェクトについて
プロジェクトについて
の官民提携

長期的課題（
長期的課題（2030 年以降）
年以降）
• 災害後の
災害後の社会不安
• マクロ経済
マクロ経済の
経済の停滞が
停滞が業績に
業績に響く
• 世界市場に
世界市場に対する予測不能
する予測不能の
予測不能の影響
• リスクの
リスクの悪化が
悪化が多様化を
多様化を無駄にしてしまう
無駄にしてしまう

リテール・
リテール・
バンキング
バンキング

コーポレー
ト ・ バンキン
グ
プロジェク
ト・ファイナ
ンス

• 填補縮小が
填補縮小が不動産ローン
不動産ローンの
ローンの貸し手にエクスポ
ージャーをもたらす
ージャーをもたらす
• 極度異常気象に
極度異常気象に起因する
起因する顧客
する顧客の
顧客の返済不履行
• 大量消費指向行動の
大量消費指向行動の減退
• エネルギー価格
エネルギー価格の
価格の上昇による
上昇による需要減少
による需要減少
• 災害後に
災害後にサービスを
サービスを続けられない

• 気候に
気候に優しい、
しい 、または気候影響復旧
または気候影響復旧
支援型の
支援型の製品および
製品およびサービス
およびサービスについ
サービスについ
ての貸付
ての貸付け
貸付け

• 顧客に
顧客に気候変動問題に
気候変動問題に対する意識
する意識がない
意識がない
• 炭素依存度の
炭素依存度の高い顧客の
顧客の業績の
業績の悪さ
• 企業顧客の資産および運営に対する気候の

• エネルギー効率
エネルギー効率への
効率への融資
への融資
• 炭素依存度の
炭素依存度の低い顧客への
顧客への融資
への融資

影響
• プロジェクトに
ロジェクトに対する温室効果
する温室効果ガス
温室効果ガスの
ガスの想定外
コスト
• プロジェクト開発
プロジェクト開発および
開発および運営
および運営に
運営に対する気候
する気候の
気候の
影響
• 新技術の
新技術の成果の
成果の不確実性
• 物議を
物議を醸すようなプロジェクト
すようなプロジェクトへの
プロジェクトへの関
への関わり

• クリーン・
クリーン・エネルギー技術
エネルギー技術への
技術への融資
への融資
• 適応に
適応に関連する
関連するインフラ
するインフラ開発
インフラ開発
• 炭素クレジット
炭素クレジットからの
クレジットからのリターン
からのリターンの
リターンの増大

• 温室効果ガス
温室効果ガス依存型
ガス依存型の
依存型の事業の
事業の競争力の
競争力の低下

• 低炭素その
低炭素その他環境配慮型
その他環境配慮型または
他環境配慮型または適
または適
応型の
応型の技術、
技術、製品および
製品およびサービス
およびサービスに
サービスに
対する需要
する需要の
需要の拡大

プライベー
ト・エクイティ
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その他
その他

• マイクロファイナンス・ネットワークに対する災
害リスク
• 顧客に
顧客に助言を
助言を行う際に、気候の
気候の影響または
影響または規
または規
制に触れないという
れないという業務上
という業務上の
業務上の過失

• 炭素クレジット
炭素クレジット仲介
クレジット仲介
• 非保険対象の
非保険対象のリスクについての
リスクについてのヘッ
についてのヘッ
ジ・サービス
• 商品取引の
商品取引の値動きの
値動きの活発化
きの活発化
• 発展途上国におけるマイクロファイナ
ンス
• コンサルティングおよび助言サービス

2.2 気候変動と
気候変動と金融サービス
金融サービス・
サービス・セクター：
セクター：保険業（
保険業（3 部構成の
部構成の第 2 部）
本セクションでは保険に焦点を合わせる。中心となる分野は大災害の填補
だが、影響度の高い事柄全てをより掘り下げて吟味していくこととする。重複
を避けるために明記するが、本項においては「再保険」は「保険」に含まれて
いる。保険会社の資産管理機能については、アセットマネジメント業のセク
ションで取り扱う。
表 2 は、気候変動が保険の引受に呈するリスクとビジネス・チャンスの一覧
である。優先順位を付けるために色別コードを用いており、赤が高影響度事
項で青が中影響度、そして黒はその他のファクターを表す。実用性を図るため、重点は 2030 年まで
の時期に置かれている。それ以降の事態の進展はより読みにくく、長期的な課題に取り組むための
戦略は技術面よりも政治面のものにすることが必要となる。
保険会社が物理的リスクに対処するために用いることが可能な戦略には様々なものがあり、これら
が以下の対応の記述の中心を成している。第一のステップはリスクをできる限り正確に評価するこ
とで、それに続くのが、物理的な処置や契約条件を通じて何らかの形で同リスクをその引受前に限
定することが可能かどうかの考慮である。長期的に採算が取れると見込まれるレベルに料金を設定
し、そのパターンからの変動には再保険を付す。更なる防御手段は、総填補限度によってそれぞれ
の潜在的災害分野に全体としての限度を設定することである。過剰請求を見分けるため、請求対象
の費用は慎重に査定する。最終的には、単一の災害が影響を及ぼし得るのが自社ポートフォリオ
のうち限られた一部のみとなるような、多元的な内容の台帳の作成に努める。

保険業の
保険業の全ビジネスの
ビジネスの種類
自社の
自社の営業に
営業に対する天候
する天候の
天候の影響
保険は損失の発生後に事態を正常化するという約束であるため、保険会社が災害の発生
中および発生後にサービスを継続できる状態にあるということが決定的に重要である。その
中心要素は情報技術、そして公的な災害管理プロセスへのきちんとしたつながりである。主
要な懸念材料は、コスト削減目的の合理化が機能性を弱めるおそれがあることと、ハリケー
ン・カトリーナの時のように災害が予備オフィスに影響を及ぼすおそれがあることである。

対応 - 保険会社は、自社の緊急事態対応能力のストレス・テストに厳格な姿勢で臨むことが
必要である。
レピュテーションリスク
レピュテーションリスク
自分の財産が危機に瀕している顧客の苦境を保険会社が軽視しているように見えてしまう
ことは、批判を招くとともに、顧客の側に詐欺等の悪質な行動を生む。その一方で保険会社
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は事業を存続させる必要があるし、他の顧客は通常、リスクを抱える契約者に対して相互支
援を与えることに寛容ではない。

対応 - 各保険会社は自社の顧客ベースとリスク・エクスポージャーを管理しなければならず、
一方で高リスク・エクスポージャーに対する確固とした共同行動の必要もある。持続可能、
公正、かつ商業的に実行可能な解決策を練ることは誰にとっても利益になることである。こ
れの達成には、政治上およびメディア上の骨の折れる働きかけの実施を伴うことになるかも
しれない。
技術移転による
技術移転による発展途上国市場
による発展途上国市場の
発展途上国市場の経済成長
温室効果ガス排出の軽減とこれへの適応についての平等な国際条約の成果の一つは、お
そらく発展途上国に対するクリーン技術の移転だろう。このことはそれらの地域に成長と富、
そして保険等の金融サービスへの需要の急増を生み出すが、開かれた市場なくしては実現
しない。

対応 - 戦略的には、保険業界は市場の更なる自由化に向けた働きかけを続けるべきである。
個々の保険会社は、グローバリゼーションに備えてネットワークの拡大を企図していくべき
である。
その他
その他の事項
表 2 は、長期的には、地球温暖化が阻止されないと保険引受業にとって社会および経済の
混乱に端を発する重大なリスクがあることを示している。緩和策（削減）に向けた共同のロビ
ー活動を国家レベルで、そして国際組織を通じて行うことの必要性の根拠がこれである。
エネルギー費上昇のリスクは保険引受業に特有のものではなく、優れた全社的リスク管理
によって最小化することが可能である。
ゆくゆくは、気候変動についての意識が広がるにつれて適応と緩和に関連する新商品が出
現するが、上述のリスクとビジネス・チャンスに応えるために既存商品に改良を加えたものも
一般的になっていくだろう。CERES は、2006 年に世界中から集めた 190 の例を表にまとめ
ている(CERES, 2006)。

財産保険
財産保険
これは、保険引受に対する影響という面で主要な分野である。
前代未聞の
前代未聞の事象の
事象の蓄積が
蓄積が支払能力・
支払能力・流動性を
流動性を脅かす。
かす。
図 9 は、1950 年-2008 年の期間において異常事象のコストがどれだ
け上昇したかを、全てのコストを 2005 年時の価値に換算した形で示
している。青い棒グラフは保険が付けられていたコスト、緑の棒グラ
フは無保険のコストである。大まかに言って損失の約 20%に付保が
あるが、特定の年にどこでどのような種類の事象が起きるかによって
同割合は異なってくる。例えば米国は暴風雨に関してはよく担保され
ているが、洪水については否である。図 9 で傾向を表す点線および
実線によって示されているように、一定貨幣価値の下ではコストが年
に 6%上昇している。この上昇の一部は経済成長、そして危険が高い地域への住宅と事業
所のバランスの再配分に起因するが、異常事象の数および強度もまた上がっていることが
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第 1 講で明らかにされている。事象は大挙して発生するもので、1993 年（790 億米ドル）、
2004 年（810 億米ドル）、2005 年（1,650 億米ドル）といった「ピーク年」が現れる。この傾向
が続けば、2040 年までに 1 兆米ドルのコストを伴うピーク年があるかもしれない。
保険会社はこれに対処できるのだろうか。保険業界は 2005 年の出費にはうまく対処したが、
これは自社リスクをより抜かりなく制御することを 90 年代に経たピーク時に学んだためであ
る。今では、殆どの規制当局が種々の損失シナリオのストレス・テスト実施にこだわっている。
殆どの保険会社が複数の品目を取り扱っているために他業務からの資本が緩衝役になっ
てくれるという事実も、また別の安心材料である。しかし、気候変動が世界中で複数の事象
を同時発生させた場合、あるいは、ある地域において深刻な事象を立て続けに起こした場
合には、特化型または地域営業の保険会社が支払不能に陥るおそれがある。保険は多く
の場合信用リスク管理の要諦であることから、これは他の金融機関にとっても問題となる。

対応 - 保険会社は、エクスポージャー管理を引き続き最優先課題としていく必要がある。か
なり極端なシナリオをストレス・テストの一部とすべきであり、また再保険会社の質も重要な
点である。
200
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になる。
多くの経済活動および重要インフラは、沿岸域や暴風雨地帯等の高危険地域に集中してい
る。これらが付保不能になる状況は 3 通り考えられる。保険料金の額がリスクのある資産の
価値の 10%を超えてしまうと所有者にとっての年間負担が過多になる（時にはこれよりも低
いレベルでそうなることもある）ため、そうした料金設定はできなくなる。同様に、規制上の圧
力によって料金が経済的に必要なレベル未満に抑制されてしまえば、保険会社はそのリス
クを付保不能とみなすようになる。最後に、リスクが不確か過ぎて（リスク）プレミアムをきっ
ちり定量化することができなければ、保険会社は同リスクの付保をしなくなる。これは、表面
上は保険会社にとっての問題ではなく、資産の所有者にとっての問題である。しかし、付保
の取りやめは非常に悪い印象を与えるとともに、現在付保可能な領域においても保険会社
に対する不信感を生むし、政治介入の可能性も高める。

対応 - 戦略としては、保険業界は付保不能性が問題となり得る主な領域を特定すべきであ
り、また利害関係者と手を携えて意識の向上を図ったり、管理後退、洪水への防護、開発区
画規制、建築基準といった共同の解決策を策定したりすべきである（図 10 参照）。
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図 10：
10：統合的な
統合的な財産損害対応システム
財産損害対応システム
伝統的には、保険は物件が開発された後に
付すという消極型で提供されている。
損害が頻繁になってくると、保険会社は、意識
を向上させるためと除外等の自社の行動を正
当化するために自社の損失についての情報
を共有し始める（反応型）。
気候変動により、保険会社がインフラ計画プ
ロセスにおけるパートナーになるという第三の
段階、即ち 積極型 への発展が求められてい
る。

データ元：公認保険協会 2001

不正確／
不正確／不確実な
不確実なリスク評価
リスク評価
（リスク）プレミアム、免責額、補償の上限額および下限額、填補条件、除外といった、リスク
の移転について適用される諸条件を決定できるように危険を相当程度まで正確に評価する
ことは、保険会社にとって不可欠な作業である。
肝心なのは異常事象変動率である。高名なハドレー・センターによれば、2003 年にヨーロッ
パを襲った異常熱波は 2060 年代までには単に夏季の普通の出来事になり、2080 年代まで
には「例年よりも涼しい」状態になるという。これは、ある要素の平均値が変化したとき異常
値のリスクはずっと早く推移するという、よく知られている統計現象を反映している。ここでは、
厳しい夏というリスクが数十年のうちに 200 倍に増大する。つまり、同リスクは控えめに見て
年率 5%以上で増大するということである。このことを無視すれば、直ちにリスク管理上の甚
大な過ちにつながる。事象が稀であればあるほどその頻度における変化も早まるのであ
る。
図 11：
11：再現期間の
再現期間の縮小：
縮小：英国の
英国の高気温月

再現期間（年数）
100

こ
90
の
80

データ元： Environmental Finance, October 2006
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従来の
従来の再現期間

60
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10
0
1900- 1920- 1940- 1960- 1980- 2000-

問題はしばしば再現期間の文脈で論じられる。ヨーロッパの夏の場合、2003 年にみられたよ
うな酷暑が起こったのは 400 年の観測期間中ただの一度きりであった。それは、400 年周期
の事象あるいは再現期間が 400 年の事象、即ち 400 年のうち一度きりしか起こらないとみら
れる事象だったということである。これが 2060 年までには 2 年ごと、再現期間わずか 2 年の
事象になると予測されている（確率で言えば、0 から 1.0 の発生率範囲において 0.0025 から
0.5 に推移する）。図 11 は、これが既に起こっていることを示している。英国でかつては百年
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に一度しか起こらなかったような異常な月間気温が今では 14 年に一度起こっている。換言す
れば、百年の再現期間が 14 年に縮減したということである。20 年周期の事象が 5 年周期に
なっており、10 年周期の事象が 3 年ごとに再現しているのである。
被害は通常は天候の強度に対して非線形の反応となるため、それは寿命が数十年のイン
フラにとって深刻な意味合いを持つ。これは図 12（ミュンヘン・リーがハリケーンの予想コス
トをその激しさとの対比で描写するのに用いているもの）が示している。より高コストのケー
スを反映するため、同図の曲線は 2004 年および 2005 年のハリケーン・シーズン後に見直
されている。A 線が元の関係で B 線が修正後のもの。しかし一部の専門家は、復旧制度は
超大型事象には対処できないこと、またコストは物資の世界的逼迫、労働力不足、そして非
被災地域の競合先による顧客の奪取のために他システムに波及するということを、ハリケ
ーン・カトリーナが物語っていると主張している。

対応 - 保険会社は過去のパターンのみに頼るのではなく、将来の気候パターンについての
最善の科学的助言を反映させて請求発生予想をモデル化することに注力する必要がある。
各社共同の行動としては、不安感の煽りや不正な料金設定のかどで非難されることを回避
するため、保険規制当局や顧客といった他の利害関係者がこの問題を理解しているよう図
ることが必要である。

B

A

図 12：
：損失曲線の
損失曲線の修正
•
•

•

過去データ（A 線）は今日の潜在的リスクを最大 60%過少に示しているとし、B 線に修正。
B 線は、以下の事項を含み損失分布を調整。
– ハリケーン頻度の増加
– 強度の増大
– 暴風時の高波および洪水のリスクの評価し直し
– 超大型災害に関連する損失拡大要因
再現期間が長引くにつれ、B 線はパーセンテージとしては A 線 に相対的に近似していく。

出所：ミュンヘン・リー

公的部門の
公的部門の誤解に
誤解に基づく反応
づく反応
公的部門の行動は、効率的な民間市場とは相容れない方向に進むことがある。例えば、規
制当局は高リスクのセグメントに対して非営利的な料金の保険填補を強要しようとしたり、
保険に加入しなかった住民や事業者に対して手厚い救済金を提供したりするかもしれな
い。
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対応- 戦略としては、保険業界は単に過去の経験だけではなく将来的な評価に基づいた現
実的なリスク料金の設定に向けて働きかけを行うべきである。また、リスク意識を欠いた物
件開発を阻止する規制枠組みを模索すべきである。各社共同して往年の高リスク領域を他
と切り離し、別個のスキームの下でこれらに対処するという手もあるだろう。
保険および
保険および代替的
および代替的リスク
代替的リスク移転
リスク移転に
移転に対する需要
する需要の
需要の伸び
気候リスクについての意識が上がるにつれて、そのことがリスク移転に対する需要の増加
をもたらしていくことは明らかである。リスクのプールが拡大することはリスク分担の効率が
向上することでもあるが、これは年々の変動が少なくなるためである。

対応 - 戦略としては、保険業界は、保険市場が商業的条件の下で機能し成長できるように
市場の更なる自由化に向けた働きかけを行うべきである。保険会社個々としては、自社が
優位に立てる市場セグメントを特定できるように十分な資源を投じるべきである。成長市場
においては、料金は支配的なファクターとはならない。
官民提携
保険市場は、リスクが非常に高いか、運用にコストがかかるか、あるいは被害が金銭上のも
のではないような「非経済的」なリスク・セグメントは取り扱えない。これらの領域においては、
公的部門が責任主体でなければならない。

対応 - リスクの移転に関与するプロセスおよび技能は、リスク評価、保険商品の設計、商品
の流通、そして補償金の支払いといった、リスクを負担することとは別個の領域に多種多様
に存在する。戦略としては、保険業界は、民間部門が「非経済的」なセグメントについて公的
部門に対し有料で災害復旧の管理等のサービスを供給できるような統合的な災害管理制
度に向けた働きかけを行うべきである。
規制の
規制の長期的見通し
長期的見通し
大災害リスクは自動車保険よりも生命保険に近いが、これは契約者にとって保険事故が余
りにも極端かつ稀有であるためである。災害は不規則に起こり、合間に静寂期間を挟みな
がら大挙して訪れる。しかし、大災害は大概 1 年契約で担保され、あたかも各年の損益が長
期的業績の正しい表れであるかのようにして管理される。つまり引受手は、災害の一斉発
生の可能性を勘定に入れて常に長期の見積もり料金に相当なマージンを上乗せするという
ことである。これの結果が、100 年周期の暴風雨のような高リスク・低確率の事象について
の予測長期コストの複数倍ということもある。

対応 - 戦略としては、保険業界は、利益を計算したり積立金および支払能力を評価するに
あたって大災害リスクの長期的性格を認めるような規制上のアプローチの修正に向けた働
きかけを行ったりすべきである。
その他
その他の事項
専門家は、大災害のリスクを受け止めるのに十分な保険または再保険資本がないという問
題を多く取り上げる。実のところ、これは誤った論述である。問題なのは同リスクが高く、 規
制上の長期的視野を必要とするということである。
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傷害保険
この領域は、メディアでかまびすしく取り上げられている。法的に許容さ
れている温室効果ガスの排出によって引き起こされた気候変動の被害
に対する責任をめぐる訴訟に、いずれかの企業顧客が直面することに
なる見込みは非常に低い（詳しい議論については第 6 講第 4 項参照）。
輸送が中断される、製造された商品が機能しない、あるいは業務上過失が申し立てられるといっ
た、異常な気候状況を原因とする請求発生が増加する可能性はある。一つ目の事態は、その潜
在的な規模および一般性のために 再保険によって対処できる。他のものはより具体的であり、再
保険で補完を図りながら事例レベルのリスク評価の厳格化によって対処すべきである。
炭素市場が複雑であることは、専門職業責任保険からの収益の増加につながるだろう。これは動
きのある領域であるため、引受業者は、経験を積むにつれてだんだんと緩めていけるような限定
的な条件からまず手をつけるべきである。

「グリーン」
グリーン」な道路走行車両商品
傷害保険に対する最大の潜在的影響は、保険商品を「グリーン」な交通の未来に合わせて
いくことの必要を通じたものである。道路車両の数が減少することは考えにくいが、環境負
荷、特に運転中の排出ガスに関係するものや製造工程におけるものを少なくした車両にす
る必要がある。それは大々的な技術革新を要するとともに、ともすれば車に損傷があった場
合により高額な修理費を伴うことになるだろう。

対応 - 保険業界は、各社共同の策としては、安全かつ修理費用の安い「グリーンな車」を生
み出すためにメーカーおよび規制当局と提携すべきである。個々のレベルでは、各社とも、
低燃費車政策等の使用中排出ガス量の低減を奨励するための様々な方途を研究している
ところである。
生命・
生命・健康保険と
健康保険と貯蓄
気候変動は非常に多くの死傷者を出すおそれがある。これは公的部門、そ
して社会全体にとって大きな問題である。その影響は民間保険会社にとって
は少ないと見込まれるが、これは例え OECD 諸国においても被害を最も受
けやすい人々の殆どに保険がないためである。これはヨーロッパでも（2003
年夏の熱波で高齢層を中心に 50,000 人が死亡）、また米国でも（2005 年に
カトリーナの結果として貧困層 2,000 人が死亡）見受けられた。
皮肉なことだが、北半球では長寿化によって年金給付機関が危機に瀕する
おそれがある。一部の基金は既に、死亡率急上昇リスクの証券化（商品）を介した再保険填補を
模索している。
局地レベルでは、貯蓄に回るはずの可処分所得を災害で棒に振ってしまう危険があるし、保険金
や救援金が不十分な場合には貯蓄の取り崩しにさえ至るかもしれない。
外来疾病や疫病の増加の見通しは、富裕層セグメントの間に健康保険に対する需要の伸びをも
たらすだろう。
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気候変動政策の
気候変動政策の成功による
成功による富
による富の増加
スターン・レビューが述べているように、気候変動政策がうまくいけば、特に発展途上国にお
いて更に確固とした経済成長を促す。それはひいては特に生命保険および貯蓄の分野の
金融サービスに対する強い需要を生み出すだろう。

対応 - 戦略としては、生命保険会社および年金給付機関は財産・傷害保険会社と協力して
早期かつ積極的な気候変動政策に向けた働きかけを行うべきである。
他の保険商品
気候変動は、事業中断、農業や建設および娯楽イベントの中止といった特殊なカテゴリーの保険
におけるリスクを大幅に増大させるおそれがある。これのプラス面は、需要が増加することである。
規制枠組みが改正されれば、天候デリバティブや大災害ボンドといった革新的な保険填補がこの
新市場への供給商品として役に立つかもしれない。引受業者は（財産保険引受と同様に）リスクの
モデル化を行っていくだろう。
エネルギー技術の変化に伴い、技術保険が必要になってくる。特に関心を呼ぶ領域は、CDM プ
ロジェクト等の京都議定書関連プロジェクト向け保険や、エネルギー分野の試作設備への填補で
ある。保険請求履歴がたまるまでは、これらの引受を成功に導くために専門的な技術知識が必要
になるだろう。
炭素（そして他の温室効果ガス活性成分）が価値を得るにつれて、填補に差が生じるのを避ける
ために保険商品に機能性レビューが必要になってくる。
一部の専門家は排出クレジットの引渡しを保証する保険が必要とみているが、筆者は商品取引実
務が発展するにつれてこの問題も片付いていくものと考えている。
エネルギー技術輸出に関する貿易リスクもまた潜在的な成長分野だが、実際には民間部門が重
大な政治リスクを引き受けることは無理であり、いずれにしても発展途上国のうちの大国はすぐに
国内生産を立ち上げるだろう。
顧客および利害関係者はこれまでなかったような事態に次々に遭遇するため、コンサルティング
および助言サービスが活況を呈するだろう。
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表 2：
：保険引受業者にとっての
保険引受業者にとっての気候変動関連
にとっての気候変動関連リスク
気候変動関連リスク
見方 >>>
保険クラス
／ビジネス
の種類
全般

財産

傷害

生命・
生命 ・ 健康・
健康 ・
貯蓄

高影響度事項

中影響度事項

その他
その他の事項

リスク
（気候の影響、政策、内部戦略、または他の関
係者に由来）

ビジネス・
ビジネス・チャンス
（積極的政策、気候の影響、内部戦
略、または他の関係者に由来）

• マクロ経済
マクロ経済の
経済の停滞が
停滞が成長に
成長に響く
• 「反社会的」
反社会的」な姿勢を
姿勢を取った場合
った場合の
場合の評判
• 自社の
自社の営業に
営業に対する天候
する天候の
天候の影響
• 社内エネルギー費の上昇

• 技術移転による
技術移転による発展途上国市場
による発展途上国市場の
発展途上国市場の
経済成長
• 好反応を
好反応を得た場合の
場合の評判

長期的課題（
長期的課題（2030 年以降）
年以降）
• 災害後の
災害後の社会不安
• マクロ経済
マクロ経済の
停滞が業績に
業績に響く
経済の停滞が
• 世界市場に
世界市場に対する予測不能
する予測不能の
予測不能の影響
• リスクの
リスクの悪化が
悪化が多様化を
多様化を無駄にしてしまう
無駄にしてしまう
• 前代未聞の
前代未聞の異常事象の
異常事象の蓄積が
蓄積が支払能力・
支払能力・流
動性を
動性を脅かす
• 一部の
一部の主要市場が
主要市場が付保不能になる
付保不能になる
• 不正確／
不正確／不確実な
不確実なリスク評価
リスク評価
• 公的部門の
公的部門の誤解に
誤解に基づく反応
づく反応
• 資本・
資本・再保険の
再保険の欠如？
欠如？

• 輸送の
輸送の中断（
中断（異常事象）
異常事象）
• 注意義務に関する予想外の請求
• 新たな条件下における製品の欠陥
• 気候変動の被害に対する責任？
• 人間の健康に対する偶発的な影響
• 北半球の
北半球の冬の温暖化を
温暖化を原因とする
原因とする長寿化
とする長寿化の
長寿化の

• 保険および
保険および代替的
および代替的リスク
代替的リスク移転
リスク移転に
移転に対す
る需要の
需要の伸び
• 官民提携
• 規制の
規制の長期的見通し
長期的見通し

• 低燃費車政策、「
低燃費車政策、「クリーン
、「クリーン」
クリーン」な車に対
する費用効果
する費用効果のよい
費用効果のよい修理工程等
のよい修理工程等の
修理工程等の
「グリーン」
グリーン」輸送商品
• 炭素市場に対する専門業務について
の填補
• 気候政策
気候政策の
成功による
による富
の成功
による
富の増加
• 健康保険に
健康保険に対する需要
する需要の
需要の増加

過少評価

• 災害を
災害を原因とする
原因とする可処分所得
とする可処分所得の
可処分所得の減少
他 の 引受業
務

• 公益事業サービス
公益事業サービスの
障害等の、事業中断に
事業中断に
サービスの障害等の
よる損失
よる損失の
損失の拡大

• アグリビジネスにおける
アグリビジネスにおける損失
における損失の
損失の拡大
• 工事保険における
工事保険における損失
における損失の
損失の拡大
• エネルギー部門における新技術
• 娯楽イベントの中断

• 保険に
保険に対する需要
する需要の
需要の増加
• 代替的リスク
代替的リスク移転
リスク移転（
移転（天候デリバティ
天候デリバティ
ブ、大災害ボンド
大災害ボンド等
ボンド等）

• 炭素が
炭素が付保可能資産に
付保可能資産になる
• 低炭素技術の
低炭素技術の R&D リスク
• コンサルティング・
コンサルティング・助言サービス
助言サービス
• 排出権取引に対する保険？
• 技術輸出に関する貿易リスク？
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2.3 気候変動と
気候変動 と 金融サービス
金融 サービス・
サービス ・ セクター：
セクター ： アセットマネジメント業
アセットマネジメント 業
（3 部構成の
部構成の第 3 部）
本セクションでは、機関投資を取り上げる。また、保険会社の資産管理機能
については保険業のセクションではなく本セクションで論じている。
資産の形成および価値上昇は、大概は経済に対する信頼の如何で決まる。
気候政策が不確かだったり奏効しなかったりすれば、それはエネルギーや
運輸といった関連セクター、または異常事象や海面上昇の被害を受けがち
な地域における投資家の信頼を損ねるし、ひいては資産価値を減じること
にもなる。
これが響く分野の筆頭は、取引可能な企業株式および不動産だが、これはそれらの規模のためで
あるとともに、原資産（会社および不動産物件）が物理的、規制上、訴訟、市場そして評判（レピュテ
ーション）の各リスクを通じて気候変動がもたらす直接および間接の効果に敏感に反応するためで
ある。
但し、これらは見込まれる重要性とビジネスの種類から検討した方が有意義である。表 4 は、気候
変動が資産管理に及ぼすリスクとビジネス・チャンスの一覧である。優先順位を付けるために色別
コードを用いており、赤が高影響度事項で青が中影響度、そして黒はその他のファクターを表す。実
用性を図るため、重点は 2030 年までの時期に置かれている。それ以降の事態の進展はより読み
にくく、長期的な課題に取り組むための戦略は技術面よりも政治面のものにすることが必要となる。

全資産クラス
全資産クラス
全ての資産クラスに影響する重要課題は多種多様にあるが、影響の度合いが高いのはそのうち三
つのみと言えよう。

レピュテーションリスク
レピュテーションリスク
責任投資（以前は社会的責任投資、あるいは SRI と呼ばれていた）には金銭的な意義があ
るという認識が高まりつつある。マーサー社の「2005 年フィアレス・フォアキャスト」のファン
ド・マネージャー調査は、今後十年間に責任投資は更に普及するが（表 3 参照）、米国の主
流マネージャー達はこれに不信の目を向け続ける旨を示唆している。気候変動が基本的な
環境係数であることを考え合わせれば、これがポートフォリオ管理においてお馴染みの要素
となることは当然である。だというのに、アセットマネジメント業界の主流派は今のところ知ら
ん顔をしている。
表 3：
：責任投資時代の
責任投資時代の到来
米国

EU
係数
積極的保有
スクリーニング
社会および環境
係数の使用

5年
77
52

10 年
94
69

5年
63
11

10 年
72
34

63

84

11

37

世界
5年
70
31
37

10 年
83
51
60

データ元：マーサー社

____________________________________________________________________________________________________
UNEP Finance Initiative (UNEP FI)
Page 24

UNEP Finance Initiative e-Learning Course on
Climate Change: Risks and Opportunities for the Finance
Finance Sector
____________________________________________________________________________________________________

対応 - 各アセットマネジメント業者は、自らのバリュー・チェーン全体が顧客からアナリスト、
アドバイザーそして投資先に至るまでを網羅して機能しているようにしなければならない。こ
れをどのように行うかについての有用な手引書が米国では CERES、英国ではカーボン・ト
ラストによって作成されている。
新たな気候
たな気候に
気候に優しい市場
しい市場
地球温暖化懐疑論者はしばしば、温室効果ガス排出の緩和策（削減）は経済的には害にな
ると主張する。同主張は、気候変動の経済学についての 2006 年のスターン・レビューで否
定されている。短期的には炭素が価値を得るにつれてコストが増加するだろうが、それには
プラスの影響が二つ伴う。気候に優しい技術の分野における活動への刺激となるとともに、
2040 年前後以降は気候の影響から来る被害を回避できるということである。
機会の規模は膨大である。国際エネルギー機関(IEA)は、向こう 30 年間に渡って 20 兆米ド
ルがエネルギー関連インフラに費やされるとみている。温室効果ガス排出の大幅な増加を
避けるために、これは気候に優しいやり方で計画する必要がある。また国連は京都議定書
の下で 450 億を超える排出許可証が発行されることになるとみているが、許可証が 1 枚 10
米ドルとした場合、それは 2008 年から 2012 年の期間に 4,500 億米ドル規模の市場を形成
することになる。より厳しい排出基準設定等の措置は、2017 年には低汚染設備やサービス
の販売から 2,550 億米ドルの収益をもたらす可能性がある。これが、なぜクリーン・エネル
ギー技術関連資産の動向を具に追うべきなのかの理由である（解説欄 3 参照）。ロンドン合
意は既に、「経済から『炭素を出す』ために投資ポートフォリオに今『カネを出す』という行動
の根拠は十分に明白」であるという見立てをしている。

対応 - 経済成長に対するその基本的な重要性、そして大々的な技術革新の見込みに鑑み
て、アセットマネジメント業者はエネルギー市場および気候変動について十分に情報を得る
ようにすべきである。

解説欄 3：INCR2008 年行動計画
2008 年 3 月、資産額 1 兆 7,500 億ドルを超える 50 近くの機関投資家が、ニューヨークの国連本部で開
催された「気候リスクに関する投資家サミット」の場で気候変動行動計画に調印した。このことはエネル
ギー効率およびクリーン・エネルギー技術への投資を後押しするとともに、長期的な金銭的リスクをも
たらし得るような炭素依存的な投資をより厳格に審査する必要性を生む。また、6 兆 5,000 億ドルの資
産を運用しているヨーロッパの投資家達も同行動計画を「原則として」支持した。
以下は、その主な目標。
• 来たる 2 年間にクリーン・エネルギーに合計で 100 億ドルを投資する。
• 不動産投資判断に LEED（エネルギー効率・設計におけるリーダーシップ）やエネルギー・スター
といったグリーン建築基準を取り入れる。
• 中核的な保有不動産におけるエネルギー消費を来たる 3 年のうちに 20 パーセント減らす。
同行動計画は、監督官庁との取り組み等、他の重要事項も含んでいる。
同行動計画には、規制当局との関わり等の他の重要課題も含まれている。
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技術移転による
技術移転による発展途上国市場
による発展途上国市場の
発展途上国市場の経済成長
温室効果ガス排出の軽減とこれへの適応についての平等な国際条約の成果の一つは、お
そらく発展途上国に対するクリーン技術の移転だろう。このことはそれらの地域に成長と富
を生み出すが、開かれた市場なくしては実現しない。

対応 - 戦略的には、アセットマネジメント業界は市場の更なる自由化に向けた働きかけを続
けるべきである。個々の企業は、グローバリゼーションに備えてネットワークの拡大を企図し
ていくべきである。
その他
その他の事項
気候の影響が加速を始めるにつれ、市場が衝撃を受けたり、異常事象によって優良資産の
価値が低下したりするかもしれない。対気候脆弱性のリスク管理は、定期的なレビュー時の
みではなく、いつ何時もベスト・プラクティスに沿ったものである必要がある。
表 4 は、長期的には、地球温暖化が阻止されないとアセットマネジメント業にとって重大なリ
スクがあることを示している。緩和策（削減）に向けた共同のロビー活動を国家レベルで、そ
して国際組織を通じて行うことの必要性の根拠がこれである。
投資家が気候変動の問題についての情報に不自由していないことは明らかであるが、行動
を起こすに十分な具体性を欠いた情報であることが多いかもしれない。リーマン・ブラザー
ズは最近、投資業界に主眼を置いた重要研究 17 本を特定しており（発展学習用資料参照）、
セクターのレベルでは更に多くの研究がある。

企業発行証券
図 3 および 4 で見たように、企業顧客は例え同一セクター内でも気候変動政策に対する敏感さが異
なるが、これは各社の経営資源と技術の組み合わせ、そして商品範囲と知的資本の組み合わせに
おける相違のためである。政策がよりはっきりし、正確な価値評価が可能になるまでアセットマネジ
メント業者はこのことを無視すべきとする主張もあり得るかもしれない。この主張は二つの理由で名
案とは言えない。第一に、時流がはっきりしている。気候の影響は次第に大きくなっていくのだから
炭鉱集約度は減らさなければならないのであり、問題は行動すべきなのかどうかではなく、いつ行
動すべきかである。第二に、全てのアセットマネジメント業者が同時にバランスの再配分をしようとす
ると価値評価が無意味に帰するおそれがある。
IIGCC（気候変動に関する機関投資家グループ）がそのメンバーに対して最近実施した調査からは、
「一部の投資家は気候または気候政策における変化が自らのポートフォリオに与え得る影響をより
一般的な視点で見つめてはいるが、これが投資判断に影響しているのかどうかははっきりしない。
多くの場合、金銭面の意味合いが明白でないときには気候の影響は考慮に入れられない。例えば、
気候変動政策の将来の方向性が相当に不明瞭だったり、変化しつつある気候の物理的な影響が
金銭面の意味合いの定量化を難しくしたりしているときは、アセットマネジメント業者は気候変動の
影響に関心を払わない傾向がある」ことがわかった。影響を意識している投資家においてさえも、そ
の行動は未だに情報収集や諸企業および政策決定者との接触といった一般的なレベルにとどまっ
ていることがしばしばである(IIGCC, 2008)。
自社で詳細な分析をすることなくこの問題を追う方途の一つは、企業気候変動指数の活用である。
エンバイロンメンタル・ファイナンス誌は 2008 年 3 月に 9 つの重要指数を表にまとめており、別の指
数も現在作成中である。
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対応 - アセットマネジメント業者は、ベスト・プラクティスが進化するのに合わせ、自らのポー
トフォリオをこれに従って管理すべきである。図 13 は、政策の明確度が上がるにつれてリス
ク管理をどのように洗練していくことができるかを示している。提言の内容は、主要ファクタ
ーにおける企業間の温度差が大きいため行動はセクターのレベルではなく常に会社のレベ
ルで起こすこと、バリュー・チェーン全体を考えるために直接の規制リスクを超えた視点を持
つこと（車両運転中の燃料消費はその車のライフタイム（寿命）中の排出ガスの 75%である
こと等）、単なる割引率の調整は会社の抱えている問題、あるいは時とともに変わる影響に
反応しているわけではないため、そうはしないこと等である。

図 13：
：DCF 分析における
分析における気候変動
における気候変動の
気候変動の反映
出典："Framing Climate Risk in Portfolio Management", CERES/WRI 2005

財産および
財産および不動産
および不動産
この資産クラスは、いくつかの気候変動リスクに晒されている。それらは個々では死活的重要性は
ないが、集合的には重大な脅威を成している。裏返せば、これらに上手く対処することでポートフォ
リオの相対的価値が上がるということである。

気候変動に
気候変動に起因する
起因する不採算運用
する不採算運用
不動産は数通りの形で重圧を受ける。第一に、エネルギー費が実質で上昇し、この結果エ
ネルギー効率に優れた設計が好まれるようになる。第二に、「建築物のエネルギー・パフォ
ーマンスに関する EU 指令」等の規制が新たな効率基準の充足のため古い在庫物件につい
て金のかかる修理を余儀なくさせる。第三に、気温が上昇するにつれて賃借人が夏季の快
適さをもっと重視することを要求するようになる。第四に、第 1 講および保険引受業について
の項で見たように、異常事象の頻度が増して高リスク立地の物件について保険をかけること
ができなくなるおそれがある。最後に、気候変動は水利用等の持続可能性問題やアクセス
の容易性の問題への注目を高める。

対応 - アセットマネジメント業者は、ベスト・プラクティスを確立するために建設業界のプロや
大学の研究者達と密接に協力するとともに、ポートフォリオが一刻も早く持続可能なものとな
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るよう顧客を教育する必要がある。 UNEPFI は、これらの課題に対処するために不動産ワ
ーキング・グループを設立している。
公的機関発行証券
災害は
災害は金銭面の
金銭面の重圧を
重圧を生む
発展途上国における政府債は、異常事象や海面上昇によって負の影響を受けるおそれが
ある（例として、ハリケーン・アイバンは 2004 年にグレナダの GNP の 200%に当る被害を及
ぼした）。手頃な条件で融資が得られなければ復旧作業の負担が不況をもたらすおそれが
あるし、建築資材やサービス、そして日用品に対する「需要の大波」がインフレ圧力を生む
おそれもある。OECD 諸国においてさえも、ハリケーン・カトリーナや旱魃等の異常気象によ
って地方債が負の影響に晒されるかもしれない。これのプラス面として、公的な緩和策およ
び適応策の事前計画プロジェクトが資金の提供機会につながる可能性がある。

対応 - このリスクはプロの手で評価すべきであるとともに、必要であればヘッジすべきである。
一部のファンドにおいて中央政府証券の保有が法的に義務づけられることも考えられる。
他の資産クラス
資産クラス
アセットマネジメント業者は、より高いリターンを求めるため、また自らのポートフォリオ・リスクを多様
化するために他の資産クラスを探っている（図 14 参照）。資本市場規模全体からみれば小さいもの
だが、それでもコメントの価値はある。規模が小さいことから来る相対的に大きな値動きの他、それ
らが気候変動にどれだけ晒されているかを評価することが重要である。と言うのもそれが一般属性
的なリスクだからである。
炭素ファンドは急成長している。その規模は 2005 年末には 40 億米ドルにとどまっていた。2006 年
末になると 65 のファンドで 80 億米ドルが運用されており、エンバイロンメンタル・ファイナンス誌が
2008 年 3 月に 90 ファンドの存在を記録していることから、合計ではおそらく 120 億米ドルに達して
いると思われる。しかし、政治上の不確実性のせいでこれらは主流投資家にとって非常に取るに足
らないものになってしまっている。
図 14：
14：機関投資家の
機関投資家のリターン範囲
リターン範囲
データ元：Englefield Capital
プロジェクト向けメザニン融資はまず
まずのリスク・リターン成績を上
げているが（図 14 参照）、これは
第三者専門家との提携を必要と
する。
図 14 には見られないものが大災
害ボンドである。これらの利回り
は非常に高いが、これは契約で
定義されている災害が発生した
際に投資家はその投資額の全て
を失うおそれがあるためである。
これらが「非相関型」であること、
即ち株式や債券市場に同調しな
いことも魅力の一つである。同市
場の流動性は高まる様相を見せ
ているため、この商品は探る価値がある。
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社債、天候デリバティブ、商品および排出許可証等の証券における気候関連指数で投資家提供対
象となっているものの数も増加しつつある（エンバイロンメンタル・ファイナンス誌、March 2008）。

図 4：
：アセットマネジメント業
アセットマネジメント業 にとっての
にとっての気候変動関連
っての気候変動関連リスク
気候変動関連リスク
見方 >>>
資産タイプ
資産タイプ
全般

高影響度事項

中影響度事項

脅威

ビジネス・
ビジネス・チャンス

• 「意識が
意識が欠如している
欠如している」
している」場合の
場合の評判
• 世界市場に
世界市場に対する一律
する一律でなく
一律でなく予測不能
でなく予測不能な
予測不能な影響
• 資産に
資産に対する無保険
する無保険の
無保険の被害
長期的課題（（2030 年以降
年以降））
長期的課題
•
•
•
•

取引可能な
取引可能な
企業株式
および債券
および債券

不動産

公的機関
その他
その他

その他の事項

• 新たな気候
たな気候に
気候に優しい市場
しい 市場が
市場が活動に
活動に弾みを
つける
• 技術移転による
技術移転による発展途上国市場
による発展途上国市場の
発展途上国市場の経済
成長
• 好反応を
好反応を得た場合の
場合の評判

災害後の
災害後の社会不安
マクロ経済
マクロ経済の
経済の停滞が
停滞が業績に
業績に響く
世界市場に
世界市場に対する予測不能
する予測不能の
予測不能の影響
リスクの
リスクの悪化が
悪化が多様化を
多様化を無駄にしてしまう
無駄にしてしまう

• 炭素関連の
炭素関連の責任が
責任が、不利な
不利な立場の
立場の証券の
証券の市場
価値に
価値に影響する
影響する

• 気候変動に
気候変動に率先してあたる
率先してあたる企業
してあたる企業や
企業やセクタ
ー内首位の
内首位の証券の
証券の、他をしのぐ好業績
をしのぐ好業績
• 気候関連テーマに基づくファンド

• 以下
以下を
を理由とする
理由とする業績不振
とする業績不振
* エネルギー費
エネルギー費の上昇
* 計画外の
計画外の改装費用
* 天候による
天候による無保険
による無保険の
無保険の被害
* 持続可能性問題

• 環境適応型・
環境適応型・配慮型不動産の
配慮型不動産の、他をしの

• 災害が
災害が金銭面の
金銭面の重圧を
重圧を生む（インフレの
インフレの進行、
進行、

• 公的資金による適応策および緩和策の必

ぐ好業績

債務不履行等）
債務不履行等）

要性の増大

• 多様化ファンド
多様化ファンド全体
ファンド全体に
全体に渡る複合的な
複合的な気候リスク
気候リスク

• 炭素ファンド
炭素ファンドに
ファンドに投資する
投資するヘッジ
するヘッジ・
ヘッジ・ファンド
• 大災害ボンド
大災害ボンド
• プロジェクト向
プロジェクト向けメザニン融資
メザニン融資
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2.４
４

金融機関にとっての
金融機関にとっての気候変動
にとっての気候変動シナリオ
気候変動シナリオの
シナリオの意味合い
意味合い
本項では、気候変動について相当な不確実性がある中で金融機関がどのよう
な計画をすべきかを詳しくみていく。こうした状況に対処するために、戦略立案
者はしばしばシナリオを活用する。この場合のシナリオとは、それ自体におい
て一貫性のある数通りの世界の未来を描いた、重要判断についての意味合い
を探るに十分なディテールを備えたモデルのことである。

最も初期の社会経済シナリオ研究にローマ・クラブによる「成長の限界」（1972
年）があるが、これによる資源の可用性および公害におけるいち早い危機の予
測は、技術革新とリスク管理の向上のおかげで結局は余りにも悲観的に過ぎ
たことになり、環境運動家の名声を傷つけてしまった。1997 年、WBCSD（持続可能な開発のため
の世界経済人会議）は"Exploring Sustainable Development（持続可能な開発を探る）"という題名
の研究を発表したが、これの影響力は非常に強く、その後に補足研究が続くこととなった。石油メジ
ャー、ロイヤル・ダッチ・シェルはシナリオ作りの巧みさで定評があり、多くの場合はエネルギーを中
心テーマにした刊行物を頻繁に発行している。第 1 講が伝えているように、IPCC（気候変動に関す
る政府間パネル）は、適応および緩和の政策に対する意味合いが検討できるようになるよう、将来
の温室効果ガス排出量および気候の影響の予測のためにシナリオ手法を大々的に活用している。
最後に、国際エネルギー機関(IEA)は 2003 年にシナリオ作業についての優れたレビューを発行す
るとともに、4 つの新たなシナリオを発表している。しかし、これらには気候を緩和するほどの抜本性
はない。それらが SD（持続可能な開発）シナリオと名付けているシナリオでさえ、2050 年の排出量
は現在よりも高くなると予測している！
実際、不確実性は残るものの、IPCC その他の場における議論の多くは金融機関にとっての業務関
連性を大きく超えた時間軸について論じている。緩和策（排出削減）を考える前に、まずは適応策
（気候の影響）についてみていくこととしよう。

適応策
世界の気温および海面高度は、異常事象の誘因である。排出量がどうなろうと、いずれの IPCC シ
ナリオ間でも 2040 年以前につきこれらの要因において示されている差は極めて小さいが、これは
気候系に強い慣性があるためである。つまり、年から年への正確な進行具合はわからないものの、
影響がたどっていく道程は一つしかない。アンドラグ・コンサルティングが 2006 年に UNEPFI の気候
変動ワーキング・グループのために作成した以下のシナリオは、来たる数十年間に気候から来る損
失の推移の一つの態様を示し、金融セクターがどのような影響を受ける可能性があるかを示唆して
いる。それは決して予測というわけではないが、どのシナリオもそうであるように、よりよい計画の立
案が可能になるように未来像を探ろうとするものである。
出発点は図9で、そこでは2005年の経済損失傾向（金額ベース）が500億米ドルとされている。経験
上、分析者は大型損失を総損失額のおよそ半分とみなすため、この場合の総額は1,000億米ドルと
なる。年間上昇率の長期的傾向が6%であるということは、コストが12年ごとに倍増するという意味
であるため、2041年までには2005年の価値で8,000億米ドルに達することになる。しかし、大規模
災害は一挙に訪れるのが常である。図9は、コストが3年のうち1年は傾向ラインよりも50%高くなる
ことを示している。実際、1992年、1993年および2005年におけるコストは傾向額の二倍以上だった。
こうした災害の一斉発生を考慮し、また全ての社会的費用および機会費用も計算に入れるようにす
ると、2040年までに1兆米ドルを上回るコスト額を記録する「ピーク」年がある見込みが非常に大き
い。実のところ、沿岸域でかなりの開発が進んでいるため、2040年よりも相当前の時期に同金額が
現実のものとなることもあり得る。
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コストが増大するにつれ、それらが金融セクターおよびその顧客に与える影響も漸増していく。何が
起きるかを正確に予測することは不可能だし、金融機関はもちろん事態の展開に合わせて革新と
反応を続けていく。表5およびそれに続く文章は、起こり得る一つのシナリオを描いている。実際の
日付は判断上のものに過ぎないが、効果についての記述は第1講で説明した気候科学と物理的影
響に基づいている。
年
保険業

銀行業

資産
管理業

2005
不的確な価格設定、修
理費用の上昇
保険填補が整っている

2015

2025

一部の大市場が付保
不能に
異常事象を原因とす
る顧客の返済不履行
商品市況が不安定
化、企業の格下げ

不動産物件の改装が増
える、一部の企業発行
証券市況が不安定化
見方
大した問題ではない
サブセクターが不採算に
事業モデルが脅かされる

2035

2045

財産保険向けの資
一部に倒産発生、年間 1
本額が限られる
兆ドルの被害
企業価値の低下、プ
大規模プロジェクトが棚
ロジェクトの頓挫
上げ、貸付けが減少
不動産が打撃を受け 経済低迷、一部の公的
る、顧客の可処分所
部門貸付に不履行
得が減少
業績の頻繁なブレ
セクター規模の重大な問題

表 5：
：適応策を
適応策を行わない場合
わない場合の
場合の金融セクター
金融セクターに
セクターに対する主
する主な影響の
影響の発現時期の
発現時期の目安
データ元： Andlug Consulting
2015年
年までの十年間
までの十年間においては
十年間 においては、銀行が大きな影響を受ける見込みは薄い。UNEPFIの北米地域
においては
タスクフォースによる調査からは、企業部門に対する銀行貸付期間は大抵3年未満であるためにそ
のエクスポージャーは限られるが、公益企業についての貸付期間はもっと長い（6年間）ことがわかっ
ている。2005年ハリケーン・シーズン後の再保険料金の上昇によって窺えるように、保険会社は自
社の価格設定において不確実性による影響を現在既に受けている。アセットマネジメント業者は、例
えば天候異常が企業業績にもたらす影響に起因するいくつかの問題に直面する。
2025年
年までの十年間
までの十年間においては
十年間 においては、米国で定期的に起こっているように、支払いに回せる（リスク）プ
においては
レミアムプールに対してリスクが大きくなり過ぎることによって保険会社は一部の市場から撤退する
かもしれない。これは銀行顧客の返済不履行を発生させる。ひいては、一部のセクターのファンドに
も影響を与えよう。また、異常事象は商品市況を更に不安定にする。
2035年
年までの十年間
までの十年間においては
十年間においては、損失が増大して再保険が高額になるにつれ、財産保険会社は投
においては
資家に対するリターンを保つことを困難と考えるようになる。銀行は、担保に取っている不動産の価
値が保険不足のために低下しているのに気付く。一部の大規模プロジェクトが気候の影響によって
頓挫する。これには、世界銀行が指摘している現在の意識の欠如が映し出されている。
2045年
年までの十年間
までの十年間において
十年間においては、気象の異常の直接のコストが単年で1兆米ドル（2005年価値）を
において
上回ることが少なくとも一回ある。将来像が実感されるようになるため、このことは金融市場に多大な
影響を与える。大規模プロジェクトは棚上げされ、信頼性は低下、一部の公的部門貸付に不履行が
生じ、資産価値の低下が顧客リスクの引受を慎重に行っていた堅実な保険会社さえも危険に晒す。

対応：
対応：このシナリオは、たとえ 2036-45 年期までに排出量が制御されるようになったとしても、気候変
動が同期間に多大な経済的混乱を生じさせることになる旨を示唆している。それは、現在そうである
ように、気候の災禍に対して大ざっぱな注意を払うのみで適応措置が無視されている状況を前提とし
ている。しかし
しかし、
持続不可能な
開発を
じてリスク
リスクが
たまり続
けることがないように適応措置
適応措置の
しかし
、持続不可能
な開発
を通じて
リスク
がたまり
続けることがないように
適応措置
の優先
順位を
げれば、
、気候の
影響は
は大幅
大幅に
に減じることができる
じることができる。
。金融サービス・セクター(FSS)は共
順位を引き上げれば
気候の影響
同してそうした行動に向けた働きかけを行うとともに、そうした行動を進んで支持する意向を示す。
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個々の金融機関は、本セクションで先に述べたような種のリスク管理戦略に高い優先順位を与える
べきである。
表 6 は業界として、または個々の会社によって実行し得る行動の類型を示している。
表 6：
：適応措置における
適応措置における官民
における官民の
官民の役割
課題

政府の
政府の役割

民間部門の
民間部門の役割

危険の軽減

基礎データおよび研究
意識向上活動
規制および強制手段
インフラ
適応措置のパイロット計画への資金
拠出
生活水準低下時の援助
保証基金
価格変動の安定化
危険軽減措置と事前の資金拠出に
よる限定的なもの
資金拠出

地理情報システム(GIS)や大災害モデル等の
リスクのモデル化
製品設計におけるインセンティブの付与
マイクロファイナンスおよびマイクロ保険
開発資金のプール

基礎研究
インキュベータ段階の資金拠出
保存政策および資金拠出

顧客や事業者に対する融資および保険。ベン
チャー投資。
技術的助言、重要対象への資金提供

防御措置。信頼のおける金融政策。
政策およびガバナンス

利用およびアクセスの容易性確保
製品の設計、流通およびマーケティング。「販
売後の」顧客サービス（保険請求処理等）

対応体制強化措置
脆弱なセクター・
地域

リスク移転
災害救援
キャパシティ
ビルディング
適応措置のための
技術
公共財 - 生態系、
文化遺産
経済の安定
金融市場

付保条件が満たされる場合には保険。そうでな
ければ、公的スキーム向けサービス。
緊急時の取引条件の緩和。公的スキーム向け
サービス。気候影響保険の下での保険請求。
技術支援

緩和策
緩和策（温室効果ガス
温室効果ガス排出
ガス排出の
排出の削減）
削減）
一見すると、エネルギー成長やエネルギー需要のシナリオ作成を手がけるモデル化集団がいくつも
存在する中で、金融サービス・セクターにとっての意味合いを探るための適当な研究を見つけること
は比較的容易なはずである。しかし多くの場合は焦点が遠い未来に置かれていたり金融面の意味
合いが考慮されていなかったりするため、ここでは独自のシナリオを作成する。簡単には、今後 40
年間にたどり得る道が二つ示されていると考えてよい。一つ目は、経済成長とエネルギー消費のパ
ターンにごくわずかな変化しかないもの。二つ目は、気候変動を緩和するに十分な程度に強固な、
気候に優しい技術に向けたシフトを伴うものである（図 15 参照）。
図 15：
：排出量のゆくえ
排出量のゆくえ

二つの道は、対応姿勢が以下の二つに分かれる
ことよって決まる。

単位：炭素排出量10億トン
12

国際エネルギー機関(IEA)が言うところの「従来通
り(BAU)。2030 年までに 60%の排出量増加。

10
8
6
4
2
0

BAU
Safety

気候変動に関する国際タスクフォースが言うところ
の安全最重視( safety )。2050 年までに 60%の排
出量減少、即ち 2030 年までに 30%の削減。
表 7 および 8 は、これらのシナリオの金融セクター
にとっての意味合いを記述している。

2000 2010
2020 2030
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表 7 は「従来通り」の場合の将来を示している。最初のうちは、クリーン・エネルギー需要はまばらで
化石燃料志向が続く。しかし気候の影響が加速を始めるにつれ、そして化石燃料の供給量が減少し
始めるにつれてエネルギー料金が上昇し始め、温室効果ガスの大気濃度を二酸化炭素換算で
550ppmv 未満に保つための控えめな全世界排出量目標が 2030 年前後に合意される。これはエネ
ルギー部門における振るい落としにつながり、炭素依存型の会社およびプロジェクトには膨大な損失、
クリーン・エネルギーには収益がもたらされる。炭素市場は次第に力をつけていく。2040 年以降に気
候の影響がひどくなるにつれて世界成長は鈍化する。

表 7：「
：「従来通
：「従来通り
従来通り」型排出量シナリオ
型排出量シナリオと
シナリオと金融セクター
金融セクター
2006-2015

2016-2025

政策枠組み

京都議定書より緩や
かな規制の枠組み

全世界温室効果ガ
ス目標：550ppmv

全世界温室効果ガ
ス目標：550ppmv

エネルギー
価格
気候の影響
金融セクター
市場

控えめ

京都議定書より緩や
かな規制の枠組み&
地域的枠組み
高い

高い

非常に高い

局地的
化石燃料プロジェク
ト需要

局地的
化石燃料プロジェク
ト需要

複数地域に渡る
エネルギー企業の振
るい落とし

健全な最終セクター

局地的な不動産の
不振

地域的
化石燃料プロジェク
トに損失が出始める
発展途上国の成長
に足踏み

炭素市場は弱小

2026-2035

世界成長の鈍化

炭素市場が確立
炭素市場は活況

炭素市場の伸張
クリーン・エネルギー
融資はちらほら程度

2036-2045

クリーン・エネルギー
融資の拡大

クリーン・エネルギー
のブーム化

クリーン・エネルギー
の主流化

表 8 は、適応および緩和において気候変動に真剣な対応が取られた場合の将来像を示している。強
固な全世界排出量目標が 2020 年前後に合意され、エネルギー料金に多大な影響がもたらされる。
経済の勢いは、気候の影響のコストを削減することを通じて、またクリーン・エネルギーにおける力強
い成長を促進することによって保たれる。エネルギー部門における振るい落としはずっと早期に起こ
り、発展途上国における成長は力強いまま続く。皮肉なことに、炭素市場は初期に力強い成長を遂
げた後で停滞するが、これはクリーン・エネルギーのコスト競争力が余りにも高いためである。

対応：
対応：上記は予測ではなく可能性である。両シナリオの共通要素は、クリーン・エネルギーは当初は
世界中で支配的ではないが、やがてそうなるとしている点である。従って、決め手となる戦略は、通
常は国内市場および／または特定のエネルギー技術に的を絞った有利なニッチを特定し、他所での
機会を注視しながらそこで力をつけていくことである。多くの場合は政治的枠組みが鍵となるため、そ
うした試みは同領域における優れた情報活動を要する。第二の主題は、伝統的なエネルギー部門に
振るい落としがあるということである。金融機関は、炭鉱集約度が非常に大きな会社にコミットし過ぎ
ることは避けるべきである。世界が「従来通り」の状態から決別するにつれ、消費者需要における融
資（エネルギー効率向上のための家屋の改良やマイクロ発電等に対するもの）、そして発展途上国
における再生可能エネルギーの分野に新たな機会が生まれてくる。
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表 8：「
：「安全最重視
：「安全最重視」
安全最重視」型排出シナリオ
型排出シナリオと
シナリオと金融セクター
金融セクター
政治的枠組み

エネルギー料
金
気候の影響
金融セクター

2006-2015

2016-2025

2026-2035

2036-2045

京都議定書より緩や
かな規制の枠組み&
地域的枠組み
高い

全世界の温室効果
ガス目標：450ppmv

全世界の温室効果
ガス目標：450ppmv

全世界の温室効果
ガス目標：450ppmv

非常に高い

高い

中程度・低い

化石燃料融資の格
下げ

適応策が奏功して局
地的
エネルギー企業の
振るい落とし

適応策が奏功して局
地的
化石燃料プラントの
改良および閉鎖

最終セクターが気候
に優しい需要によっ
て刺激される

グリーン商品および
無形商品に対する
強い需要

発展途上国で力強
い成長

適応策が奏功して局
地的
化石燃料は飼料お
よびクリーンな石炭
のみ
健全な世界成長

炭素市場が伸張

炭素市場が確立

炭素市場は活況

炭素市場は停滞

クリーン・エネルギー
向けサービスが成長

クリーン・エネルギー
がブーム化

クリーン・エネルギー
が主流化

オフグリッド・エネル
ギーがブーム化

局地的

2.5 結論
本項では、金融サービス業界の各区分についての詳細分析から得られた考察のまとめを行う。図
16 は、いずれのセグメントも何らかの形で影響を受けることを表している。
本講では先に、リスクおよびビジネス・チャンスの一部はかなり多大なものになるかもしれないが、こ
れは新たな天候パターンがもたらすおそれのある被害の規模のためであるとともに、地球温暖化に
対処するには我々のエネルギーの利用の仕方全体を一変させなければならないためであるという
ことを示した。これらの変化は簡単には起こらないが、必ず起こる。従って決定的に重要な点は、内
部に高い意識と受け入れ姿勢が整っているようにすること、そして組織とその利害関係者が否定に
明け暮れるのではなく、変化しつつある状況を活かすために一致団結するようにすることである。こ
れは具体的な事業変革プロジェクトとして実行されるようにするのが理想的である。気候変動への
対処が明確に行われるようにするために、全ての標準業務プロセスを見直すべきである。
必要であれば、リスク査定および技術評価において新たなスキルを習得しなければならず、また政
治上、商業上および科学上の問題について優れた情報収集を行い、それらを内部で共有するため
のネットワークを構築しなければならない。
気候変動に立ち向かうプロセスは動的かつ混沌としたものになるため、各企業は新市場に過剰にコ
ミットすることがないようにしつつ、優先順位の急激な変化に対応する態勢を整えておく必要があ
る。
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金融サービス
金融サービス業界
サービス業界の
業界のセグメント
資本の
資本の出し手
- 個人

- 企業

- 外国投資

アドバイザー
- コンサルタント - アナリスト - 信用格付け
投資家
-ファンド・マネージャー -投資銀行 -プロジェクト・ファイナンス
貸 し手
-コーポレート・バンキング

-住宅ローン -商業融資
保険業者

-再保険会社 -引受会社 -ブローカー
ブローカー・
ブローカー・ディーラー

気候変動による
気候変動による潜在的影響
による潜在的影響
• 世界経済の混乱
• 信頼の減退
• 株価、貸付の質に対する影響
• 投資家資源にとっての意味合い
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-投資ディーラー -商品取引ディーラー -ブローカー
資本の
資本の使い手
-個人

-企業

-政府

規制当局
-上場ディスクロージャー -会計基準 -銀行法令

•
•
•
•
•
•
•

投資成績の悪化
クリーン技術の新市場
受託者義務にとっての意味合い
企業信用度の低下
不動産・物的資産への被害
クリーン技術の新市場
信用および流動性の問題
リスク移転商品に対する需要の増加
温室効果ガス市場における機会
温室効果ガス排出クレジット取引市
場の成長
リスク管理要件の成熟
緩和義務コストの増大
天候の異常に起因する損失
官民提携
より踏み込んだリスク・ディスクロージ
ャーの要求
会計指針の必要性
投資家の信頼の喪失

図 16：
：金融セクター
金融セクターにとっての
セクターにとっての気候変動
にとっての気候変動の
気候変動の意味合い
意味合い
データ元： UNEPFI, 2002
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2.6 まとめ
人の手による気候変動（地球温暖化）についての科学的根拠が確かなものであることは、第 1 講で
見てきた。つまり地球天候システムには、社会に対し、そして天然の生態系に対する大きな影響を
伴う現在進行形の変化が起こっているということである。これらが極端なレベルに達してしまうのを
回避するには、温室効果ガスを制限するための自発的および強制的な対応（緩和策）が必要となる
が、それと同時に、官民両セクターが不可避の影響について舵取りをしていくこと（適応策）も必要で
ある。
第 2.2 項は、気候の直接の影響のために、また顧客と政策決定者を中心とした他の関係者が気候
変動に適応したり温室効果ガス排出の軽減を図ったりし始めることに伴う行動を通して、地球温暖
化が金融サービス・セクター(FSS)の主たる構成部門である銀行業、保険業そしてアセットマネジメ
ント業において同セクターにどのように影響することになるかを若干細かく説明するために、いくつ
かのセクションに分けられていた。保険会社にとって主要な問題点は災害増加のリスクであり、これ
は当然ながら保険に対する需要の増大をもたらす。銀行およびアセットマネジメント業者にとっての
課題は、エネルギー経済における差し迫った変化に対し、勝者を支持し敗者を切り捨てる形で行う
融資に関係するところが大きい。消費者の財産の伸びや高リスク地域の不動産の価値評価に関連
する課題もある。将来は未だ現実のものではないため変えることが可能であり、それゆえ他の金融
機関との共同行動を含めた対外活動やロビー活動についての戦略が重要である。
気候変動のペースやそれに対する政治的対応には依然として不確実性が付きまとうことから、第
2.3 項では、別の気候変動仮説またはシナリオが金融機関にどのように影響し得るかについて論じ
ている。大規模災害の発生の見込みはかなり高いため、リスク管理は定期的に見直して更新してい
く必要がある。エネルギー経済における炭素依存型から気候に優しい方法への変革について学習
するため、ニッチ領域で初期のビジネス・チャンスを捉えていくことが重要である。各企業はまた、消
費者需要における気候関連のシフトや発展途上国における成長ポテンシャルに対しても意識を研
ぎ澄ませる必要がある。
第 2.4 項は、事業環境におけるこのような激変には、主たる焦点を意識、業務プロセス再検討、気
候変動関連スキルおよび情報ネットワーク、そして代替市場の形成に備えた対応計画に置いた事
業変革プロジェクトが必要であることを指摘している。
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発展学習用資料
カーボン・
カーボン・ディスクロージャー・
ディスクロージャー・プロジェクト
www.cdproject.net
• Carbon Disclosure Project Report 2006: Global FT500 （カーボン・デ
ィスクロージャー・プロジェクト 2006 年報告書：グローバル FT500） 執筆
者：Innovest
• The adaptation tipping point: are UK businesses climate-proof?: FT
350（適応の臨界点：英国企業は気候変動に耐え得るか：FT350） 執筆者：アクリマティス、
英国気候影響プログラム（共同執筆）
カーボン・
カーボン・トラスト
www.carbontrust.co.uk
• The European Emissions Trading Scheme: Implications for Industrial Competitiveness
（欧州排出権取引制度：産業競争力にとっての意味合い）, 2004
• Brand Value at Risk from Climate Change（気候変動による想定最大ブランド価値損失
額）. 2005
• A climate for change: A trustee’s guide to understanding and addressing climate risk
（変化への潮流：受託業者のための気候リスク理解・対処の手引き）. IIGCC（気候変動に関
する機関投資家グループ）との共著、 2005.
• The carbon emissions generated in all that we consume（我々が消費するもの全てから
の炭素排出）. (Supply chain issues)（サプライ・チェーン問題） 2006.
• Climate change and shareholder value（気候変動と株主価値）, 2006.
CERES（
（環境に
環境に責任を
責任を持つ経済のための
経済のための連合
のための連合）
連合）報告書
www.ceres.org
• Value at Risk: Climate Change and the Future of Governance（想定最大損失額：気候変
動とガバナンスの将来）, 2002. 執筆者：Innovest Inc.
• Investor Guide to Climate Risk: Action Plan and Resource for Plan Sponsors, Fund
Managers and Corporations（投資家のための気候リスクの手引き：プラン運営者、ファン
ド・マネージャーおよび企業の行動計画と資源）. 気候リスクに関する投資家ネットワーク,
2004.
• Framing Climate Risk in Portfolio Management（ポートフォリオ管理における気候リスクの
組み入れ）. CERES/WRI（世界資源研究所）, 2005.
• Availability and Affordability of Insurance Under Climate Change: A Growing Challenge
for the U.S（気候変動下の保険の利用と購入の容易性：いや増す米国の試練）. 執筆者：E.
Mills, R. Roth and E. Lecomte, 2005.
• From Risk to Opportunity: How Insurers Can Proactively and Profitably Manage
Climate Change（リスクからビジネス・チャンスへ：保険会社はいかにして気候変動を積極
的かつ有利に管理し得るか）. 執筆者： E. Mills and E. Lecomte, 2006.
公認保険協会
www.cii.co.uk
• Climate change and insurance（気候変動と保険）. 2001.
• Managing risk in the context of climate change（気候変動を背景とするリスク管理） 2007
（以下続刊）.
ハドレー・
ハドレー・センター（
センター（英国気象庁
英国気象庁 気候研究
気候研究センター
研究センター）
センター）
ウェブサイト http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/science/hadleycentre/
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気候変動に
）
気候変動に関する政府間
する政府間パネル
政府間パネル（
パネル（IPCC）
ウェブサイト www.ipcc.ch
• Fourth Assessment Report Working Group II and III (Summary for policymakers)（第 4
次評価報告書第 2 および第 3 作業部会報告書、政策決定者向け要約）2007 (April and
May)
• Third Assessment Report（第 3 次評価報告書）(2001), Working Group II and III（第 2 お
よび第 3 作業部会報告書）
国際エネルギー
国際エネルギー機関
エネルギー機関(IEA)
機関
www.iea.org
• エネルギー産業にとっての気候変動の意味合い。特に World Energy Outlook シリーズ。
• Energy to 2050: Scenarios for a Sustainable Future（2050 年までのエネルギー：持続可
能な未来へのシナリオ） http://wwics.si.edu/subsites/lookingforward/links/scenarios.htm
その他
その他
• エンバイロンメンタル・ファイナンス誌 - 気候変動問題について優れた記事を掲載している
月刊誌。
• The Finance of Climate Change（気候変動の金融） 編者：K. Tang, 発行：Risk Books,
2005. ISBN 1 904339 62X
• Engaging the banks: Financing small-scale renewables in the developing world（銀行の
関与に向けて：発展途上国世界における小型再生可能燃料プロジェクト・ファイナンス）. リ
ニューアブル・エネルギー・ワールド誌. E. Usher and M. Touhami. May–June 2006
pp138-149
ミュンヘン・
ミュンヘン・リー刊行物
リー刊行物
ウェブサイトより。 munichre.com
• 大災害損失の年次レビュー。特に 2003 年と 2005 年のもの。
• Hurricanes: more intense, more frequent, more expensive: insurance in a time of
changing risks（ハリケーン：より強力、頻繁、高額に：リスク変化時代の保険）, 2006.
報告書
• Climate Change & the Financial Sector: An Agenda for Action（気候変動と金融セクター：
行動計画案）. アリアンツ・グループ／WWF。2005. 執筆者：A. Dlugolecki and S. Lafeld
• Climate Change and its Effects on Small Businesses in the UK（気候変動と英国規模の
小さな企業に対するその影響）. アクサ英国, 2006. 執筆者：D. Crichton
• G8. G8 再生可能エネルギータスクフォース最終報告書と添付文書. July 2001
• Stern Review on the economics of climate change（気候変動の経済学に関するスター
ン・レビュー）。 ロンドン、英国財務省、 2006。http://www.occ.gov.uk/activities/stern.htm
• Climate change: a risk management challenge for institutional investors（気候変動：機
関投資家にとってのリスク管理の試練）. 大学退職年金スキーム、ロンドン、 2001. M.
Mansley and A. Dlugolecki
• 世界銀行。Clean Energy and Development: towards an Investment Framework（クリー
ン・エネルギーと開発：投資枠組みに向けて）. 環境・社会的に持続可能な開発担当副総裁
室／インフラ担当副総裁室、世界銀行、April 5, 2006。
UNEPFI 気候変動ワーキング
気候変動ワーキング・
ワーキング・グループ刊行物
グループ刊行物
ウェブサイトを参照のこと。 www.unepfi.org
• CEO Briefing: Adaptation and Vulnerability to Climate Change: The Role of the Finance
Sector（CEO 向け概要説明：気候変動への適応と脆弱性：金融セクターの役割）. 気候変
動ワーキング・グループ、2006. 執筆者：A. Dlugolecki.
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•

•
•
•
•

•
•

CEO Briefing on the Future of Climate Change Policy: The Financial Sector
Perspective（気候変動政策の将来についての CEO 向け概要説明：金融セクターの視点）,
2005. 執筆者： S. Lafeld.
CEO Briefing on Finance for Carbon Solutions（炭素問題解決のための融資についての
CEO 向け概要説明）, 2004. 執筆者：S. Lafeld.
CEO Briefing on Renewable Energy（再生可能エネルギーについての CEO 向け概要説
明）, 2004. 執筆者：A. Dlugolecki
CEO Briefing on Emissions Trading（排出権取引についての CEO 向け概要説明）, 2004.
執筆者：気候変動ワーキング・グループ
Climate Change and the Financial Services Industry: Module 1. Threats and
Opportunities（気候変動と金融サービス業：モジュール 1：脅威とビジネス・チャンス）.
Module 2 A. Blueprint for Action（モジュール 2：活動の青写真）、 2002. 執筆者：Innovest
Inc.
UNEPFI 北米地域タスクフォース
Global Climate Change: Risk to Bank Loans（世界の気候変動：銀行ローンに対するリス
ク） 2005. 執筆者：Ecosecurities

ウェブサイト
• 米国流の持続可能ビジネス視点より、ピュー・センター http://www.pewclimate.org/
• OECD には気候変動についての優れた資料がいくつかあるが、複数カテゴリーに分散され
ているため、サイト内で検索する必要がある。 http://www.oecd.org/
持続可能な
）
持続可能な開発のための
開発のための世界
のための世界経済人会議
世界経済人会議（
経済人会議（WBCSD）
www.wbcsd.org
• Policy Directions to 2050: A business contribution to the dialogues on cooperative
action（2050 年に向けた政策の方向性：協力活動についての対話へのビジネスの貢献）,
2007
• Energy and Climate（エネルギーと気候） 2006
• Facts & Trends to 2050: Energy & Climate Change（事実および 2050 年に向けての傾
向：エネルギーと気候変動）, 2004.
世界資源研究所
www.wri.org
以下は関連報告書のリスト。
• Mainstreaming Climate Change Considerations at the Multilateral Development Banks
（多角的開発銀行における気候変動の考慮の主流化）, 2005.
• Investing in Solutions to Climate Change（気候変動問題の解決への投資）. シティグルー
プ向け報告書。 2006.
• Changing Drivers: The Impact of Climate Change on Competitiveness and Value
Creation in the Automotive Industry（変わりゆくドライバーたち：自動車業界における競争
力と価値創造に対する気候変動の影響）. SAM（サステイナブル・アセット・マネジメント）社
との共著。 2001
• Changing Oil: Emerging Environmental Risks and Shareholder Risks Value in the Oil
and Gas Industry（変わりゆく石油：石油・ガス業界に生まれつつある環境リスクと投資家リ
スク価値）, 2002.
気候変動懐疑論者に
気候変動懐疑論者に対する警戒
する警戒
気候変動に懐疑的なウェブサイトや刊行物は多数存在し、真摯かつ尤もらしく見えるものもあれば
些か常軌を逸しているものもある。矛盾があるように見える新たな証拠を見つけたときには、
realclimate.org または climate.org の見解をチェック。
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関連リンク
関連リンク
Carbon Disclosure Project
http://www.cdproject.net
Contains the Carbon Disclosure Project Report 2006 and information on whether
UK businesses are climate-proof.
The Carbon Trust
http://www.carbontrust.co.uk
Contains information on: (a) The European Emissions Trading Scheme; (b) Brand Value at Risk from
Climate Change 2005; (c) A climate for change trustees guide; (d) Supply chain issues relating to carbon
emissions; and (e) Climate change and shareholder value 2006.
CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) reports
http://www.ceres.org
Contains information on: (a) Value at Risk: Climate Change and the Future of Governance, 2002; (b)
Investor Guide to Climate Risk; (c) Framing Climate Risk in Portfolio management, 2005; (d) Availability
and Affordability of Insurance under Climate Change; and (e) From Risk to Opportunity: How Insurers
can proactively and profitably manage climate change.
Chartered Insurance Institute
http://www.cii.co.uk
Contains information on: (a) Climate change and insurance 2001; and (b) Managing risk in the context of
climate change 2007.
Hadley Centre (UK Meteorological Office Climate Modelling Centre)
http://www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/index.html
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
http://www.ipcc.ch
Contains: (a) Fourth Assessment Report Working Group iI and III 2007; and (b) Third Assessment
Report 2001 (Working Groups II and III).
International Energy Agency
http://www.iea.org/
Contains information on: (a) Implications of climate change for energy industries; and (b) Energy to
2050: Scenarios for a Sustainable Future.
Energy to 2050: Scenarios for a Sustainable Future
http://wwics.si.edu/subsites/lookingforward/links/scenarios.htm
Munich Re Publications
http://www.munichre.com
Contains: (a) Annual review of catastrophe losses; (b) Information on hurricanes and insurance.
Stern Review on the economics of climate change
http://www.sternreview.org.uk
London, The Treasury, 2006.
SwissRe
http://www.swissre.com/pws/about%20us/knowledge_expertise/top%20topics/climate
%20change%20futures%20(ccf).html
Climate Change Futures (CCF)
UNEP FI Climate Change Working Group Publications
http://www.unepfi.org
Contains relevant publications, including those from the coruse authors and mentors.
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Pew Center
http://www.pewclimate.org/
From a US sustainable business perspective.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
http://www.oecd.org
Search this website across categories for scattered documents on climate change.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
http://www.wbcsd.org
Contains a range of useful reports, especially those relating to environmental precautions.
World Resources Institute
http://www.wri.org
Contains a selection of useful reports pertaining to climate change issues.
Clean Edge
www.cleanedge.com
Clean Energy Trends 2009
Clean Energy Trends 2008
Environmental Finance
http://www.environmental-finance.com/
monthly journal with excellent coverage of climate change issues.
The London Accord
www.london-accord.co.uk
a collaborative “open” resource for investors on climate change, featuring a large number of well-written
briefs form the launch in December 2007.
Institutional Investors Group on Climate Change
http://www.iigcc.org/
• Numerous reports and briefings, based on UK mainly, including sectoral analyses
• Investor Statement on Climate Change – Report 2007 published 2008.
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