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サステナビリティ情報開示に向けた動き

2015年 サステナビリティに関する重要な2つの国際的な目標
• SDGs（国連持続可能開発サミット）
• パリ協定（COP21）

2021年 11月3日 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）設立
• サステナビリティ関連財務情報開示の一般要求事項プロトタイプ
• 気候関連開示プロトタイプ

【気候変動分野】

2015年 金融安定理事会（FSB）によりTCFD設立
2017年 TCFD最終提言発表

IASB
（国際会計基準審議会）

ISSB
（国際サステナビリティ基準審議会）

IFRS財団



TCFD開示推奨項目
4要素11項目
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ガバナンス
a) 気候関連のリスクと機会についての、組織の取締役会による監督体制を説明する。

b) 気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営の役割を説明する。

戦略

a) 組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会を説明する。

b) 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス、戦略及び財務計画に及ぼす影響を説明する。

c) 2度未満を含む複数の気候関連シナリオを考慮・検討し、組織の戦略のレジリエンス(弾力性)を説明する

リスク管理

a) 気候関連リスクを特定・評価するプロセスを説明する。

b) 気候関連リスクを管理するためのプロセスを説明する。

c) 気候関連リスク特定・評価・管理するプロセスが、組織の包括的リスク管理にどのように統合されているかについて説明する。

指標と目標

a) 自社の戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスクと機会を評価するために用いる指標を開示する。

b) Scope 1, Scope 2, 及び該当するScope 3の温室効果ガス(GHG) 排出量と関連リスクについて説明する。

c) 組織が気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、及び目標に対する進捗を開示する。

要素 推奨される開示項目
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ISSB 基準の構造

表示の基準（全般的な要求事項）

テーマごとの開示基準
（まず、気候変動分野）

業種ごとの開示基準

ガ
バ
ナ
ン
ス

戦
略

リ
ス
ク
管
理

指
標
と
目
標

すべての
開示基準
について
この4つ
の柱を基
本とする
ことを提
案



5

戦略

1. 気候変動に関連するリスクと機会に対する企業の戦略を理解できるように、以下に関する評価
を含む情報を開示しなければならない。（短期・中期・長期のビジネスモデル・戦略・キャッ
シュフローに及ぼす気候関連リスクや機会の評価、これらのリスク影響評価、物理的リスクや
移行リスクに対する企業のレジリエンス評価）

2. 重大なリスクや機会が、短期・中期・長期のビジネスモデル・戦略・キャッシュフローに及ぼ
す影響（リスクや機会の特定のプロセス、短期・中期・長期の定義、リスクや機会の内容）

3. 重大なリスクや機会が事業に及ぼす影響（製品やサービスを生み出すバリューチェーンにわた
るリスクや機会、バリューチェーンのどこにリスクや機会があるか）

4. 重大なリスクや機会が、経営者の戦略や意思決定、移行計画に及ぼす影響
（リスクや機会への対応とその進捗、炭素／エネルギー／水集約型事業をやめるための戦略を
含むレガシー資産に関する計画とその進捗、財務計画の意思決定に気候関連リスク・機会がど
のように組み込まれているか）

注）開示すべき内容について、すべてをこのスライド内で網羅しているわけではない。

気候関連開示 （S2）案
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戦略

5. 重大なリスクや機会が、報告期間終了時の財政状態、財務パフォーマンス及びキャッシュ
フローに与える影響、並びに 短期、中期及び長期の予測される影響
（リスクや機会が財務に及ぼした影響、リスク・機会への対応によってどのように財務状
況が変化するか、リスクや機会が意思決定に及ぼした影響）

6. 重大な気候関連リスク（物理的リスクと移行リスク）に対する企業戦略のレジリエンスの
分析を開示しなければならない
（シナリオ分析の内容、結果）

リスク管理

1. 気候関連リスクがどのように特定され、評価され、管理され、軽減されているかを理解で
きるような情報を開示しなければならない。

注）開示すべき内容について、すべてをこのスライド内で網羅しているわけではない。

気候関連開示 （S2）案
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指標と目標

1. 重要な気候変動リスクとその管理に関する企業のパフォーマンスを理解できるような情報
を開示しなければならない。

2. 全業種共通の指標について開示しなければならない。
（GHGプロトコルに基づくスコープ1, 2, 3と排出原単位、物理的／移行リスクに脆弱な資
産や事業の量・割合、機会による収益・資産・事業の量・割合、リスクや機会に対応する
ための設備投資や資金調達額、内部炭素価格、気候関連の役員報酬の割合）

3. スコープ3の温室効果ガス排出量については、開示された指標に含まれる活動についての説
明を提供しなければならない。

4. 気候関連目標を開示しなければならない。
（目標の種類、科学に整合した目標（SBT）か、セクター別脱炭素アプローチを使用して
いるか、マイルストーン／中間目標、目標達成に向けた進捗を評価する指標）

注）開示すべき内容について、すべてをこのスライド内で網羅しているわけではない。

気候関連開示 （S2）案



GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero)
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世界の金融セクターを束ね、ネットゼロへの移行を加速させる

Total Number 
of Member Firms

Financial Assets 
Across Member Firms 
(USD trillions)

Countries represented

COP27

>550

>150

50

7つのネットゼロアライアンス

Net-Zero Asset Managers Initiative
Net-Zero Asset Owner Alliance
Net-Zero Banking Alliance
Net-Zero Insurance Alliance
Paris-Aligned Asset Owners
Net-Zero Financial Service Providers Alliance
Net-Zero Investment Consultant Initiative

◥科学に基づくガイドラインに従い、2050年までにすべてのスコープ
でネットゼロを達成する。

◥2030年の中間目標を設定し、10年後までに必要とされる50%の排
出削減における適正なシェアを示す。

◥ネットゼロ移行戦略を策定し、公表する。
◥目標に対する進捗状況について、透明性のある算定・報告を行うこと
を約束する。

出所：GFANZ 2022年12月発表資料



実体経済の移行計画とセクター別のパスウェイは、
トランジションファイナンスにおいて重要である
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出所：GFANZ 2022年12月発表資料

金融機関の
ネットゼロ移行計画
フレームワーク

金融機関のネットゼロ移行プロセス

トランジションの評価セクター別のパスウェイ 実体経済の移行計画

移行計画目標設定コミットメント
測定

モニタリング
実体経済での実行



金融機関のネットゼロ移行計画フレームワーク
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5つのテーマ、10個の構成要素

基本的考え方: 

• 目的、優先事項

実施戦略:

• 製品、サービス

• 活動、意思決定

• ポリシー、諸条件

エンゲージメント戦略:

• 顧客、投資先企業

• 産業

• 政府、公共部門

指標と目標:

• 指標と目標

ガバナンス:

• 役割、責任、報酬

• スキル、カルチャー

ガバナンス

実施戦略

指標と目標

エンゲージメント
戦略

基本的考え方

出所：GFANZ 2022年12月発表資料



指標と目標
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ガイダンス
機関投資家は、複数の指標を用いて、中間目標および最終的なネットゼロ目標に
向けた進捗を把握すべきである。

カテゴリー別の指標例
1. 実体経済の移行
• 気候ソリューション（今後の課題）：タクソノミーに基づく割り当て、排出回避量
• 整合していること：過去の排出量トレンド、移行計画
• 整合させること：将来の目標、移行計画
• 管理されたフェーズアウト：排出回避量、物理的指標

2. 移行計画の実行
• ガバナンス：トレーニング、リソース配置、報酬
• 実施戦略：ポートフォリオ・カバレッジ、製品のアライメント
• エンゲージメント戦略：エンゲージメントの種類、実績

3. ポートフォリオ排出量
• 適切な指標・目標について、セクター固有のガイダンスや 産業別の基準に従う（例：絶

対量、原単位）
• 過去の排出量と将来の指標の比較
• カーボンクレジット

出所：GFANZ 2022年12月発表資料
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