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責任投資原則（PRI）の6項目

１．ESG課題を投資の分析と意思決定のプロセスに組み込む。
２．積極的な株主となり、ESG課題を株主としての方針と活動に

組み込む。
３．投資先企業にESG課題に関する適切な情報開示を求める。
４．投資業界がこれらの原則を受け入れ、実践するよう促す。
５．原則の実施にあたって、効果が高まるよう相互に協力する。
６．原則の実施に関する活動と進捗について報告する。

2006年 公表



署名機関の資産総額
（単位：10億ドル） 署名機関数

署名アセットオーナー数
署名機関数

アセットオーナーの
運用資産総額

署名機関の運用資産総額

出所：PRIホームページ（https://www.unpri.org/pri/about-the-pri）より

責任投資原則（PRI）署名機関の推移

署名機関数：4962件（2022年5月29日時点）
運用資産総額：約121兆ドル（2022年5月）
日本の署名機関：116件(2022年5月29日）



分野別ロードマップ GXリーグ構想の実現に向けた検討

カーボンクレジット検討
会
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東証プライム市場上場企業に対して、ＴＣＦＤ又はそれと同等の国際的枠組みに基づく開示の質と量の充実

情報の集約
可視化

JPX検討会
中間報告書

シナリオ分析のパイロットエクササイズの実施・公表

ＥＳＧ
評価機関

ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会において、
評価機関の行動規範・企業・投資家含む課題を検討

資産運用
用会社

ESG投信の実態調査を実施

情報プラットフォームの構築・サービス提供開始 データや認証枠組み等につき継続検討

行動規範の策定

資産運用会社に対す
る期待の公表

金融機関向けの気候変動対応ガイダンスを策定・公表

サステナビリティに関する開示の充実に向けた方策の取りまとめ

ソーシャル
ボンド

ソーシャルボンドの社会的効果を測定する「指標集」案を公表
指標集を含む「ソーシャルボンドガイドライン」の

普及

国際会計基準（IFRS）財団における 気候変動を含むサステナビリティ開示の枠組みの策定の動きに、日本として積極的に参画

グリーンボンドガイドライン等
の改定

関連法令の整備、SSBJにおける議論の後押し

資産運用会社における取組状況のフォローアップ

パイロットエクササイズで特定された課題について、金融機関と議
論し、シナリオ分析の手法・枠組みの見直しを検討

金融機関の気候変動対応の取組状況や課題について対話の中で
把握

行動規範に賛同の呼びかけ

GXリーグと連携し、ネットゼロトランジションに向けた企業との対話を促進し、金融・産業での目標設定などの取組み支援

横
断
的
施
策 フェーズⅡ

（アセットクラス毎の事例分析を通じて、実務の深化を支援）

トランジション

フェーズⅠ
（基本的手法等）

インパクト

ネットゼロに向けた目標設定等に活用し得るロードマップを定量化した
計量モデル

排出量の計測支援事業

ESG地域金融促進事業

6

グリーン
ボンド

サステナブルファイナンスに向けた取り組み



農林水産省によるESG投資関連調査



食品産業に関わる主要なESG課題

出所：令和3年度ESG投資に係る食品産業等への影響調査委託事業調査報告書P.12



IPCC 第6次評価報告書
気候変動に関する政府間パネル
（Intergovernmental Panel on Climate
Change：IPCC）第6次評価レポート
第１作業部会（自然科学的根拠）

2021年8月9日公表
第２作業部会（影響・適応・脆弱性）

2022年2月28日公表
第３作業部会（気候変動の緩和）

2022年4月4日公表

A.1 It is unequivocal that human influence 
has warmed the atmosphere, ocean and land.
人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化さ
せてきたことには疑う余地がない。（WG1）



予想される平均気温の変化（WG1）

全てのシナリオで
2021年―2040年
のどこかで1.5℃
に到達！

（2018年時点の予測
から10年前倒し）

出所：第１作業部会報告書Summary for Policy Makers, P.18, 29 



SSP５ 化石燃料依存型の発展
グローバル化の進展と急速な技術革新、
教育への投資と大量消費型社会。

SSP３ 地域間対立
ナショナリズムの復活、競争力と安
全保障への懸念。安全保障を重視、
経済発展遅く、環境の優先順位が

低下。

共通社会経済経路（Shared Socioeconomic Pathways）

SSP2 中庸（現状の延長）
社会、経済、技術の動向が歴史的
なパターンから大きく変化しない。
SDGsに取り組むが遅々として進ま
ない。

SSP1 サステナビリティ
環境の限界を認識し、包摂的な発
展にシフト。不平等の是正が進み、
成長より幸福を重視。

SSP4  不平等（分断）
不平等と格差が拡大。グローバル
化する知識集約型産業と、労働集
約型で低所得の人々との分断が
進む。



気候リスクから気候レジリエントな開発へ
（WG2）

気候変動 気候変動

人間社会

人間社会

生態系 生態系

影響影響

影響

緩和と適応
緩和と適応

生態系サービス

保全と回復

出所：第２作業部会報告書Summary for Policy Makers, P.4 



緩和手法の削減ポテンシャルとコスト
（WG3）

出所：第３作業部会報告書Summary for Policy Makers, P.50 

2030年時点の年間削減ポテンシャル（単位はギガトン）
色はコストを表す。青は既存技術よりコストが低い。
AFOLU：Agriculture, Forestry and Other Land Use



生物多様性の危機

 「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科
学政策プラットフォーム（IPBES）」が、2019年4月29日に
採択したレポート

動植物全体で、100万種が絶滅の危機に瀕している。

主な原因は①土地・海洋利用の変化、②直接的な捕
獲、③気候変動、④汚染、⑤外来種の侵入



FAO グローバル森林資源評価2020

年間470万ヘクタール
がネットで減少

（参考）
九州の面積
約36,700平方キロメートル
＝367万ヘクタール
（１平方km＝100ha）



水資源・森林保全

出所：令和3年度ESG投資に係る食品産業等への影響調査委託事業調査報告書P.18



肥料・水産問題

出所：令和3年度ESG投資に係る食品産業等への影響調査委託事業調査報告書P.19



飛翔昆虫に関するドイツの研究

1989年から2016年まで飛翔昆虫を採取
27年間で、年間平均76％の昆虫が減少



薬剤耐性菌に関する国連報告書
 NO TIME TO WAIT:SECURING 

THE FUTURE FROM DRUG-
RESISTANT INFECTIONS

 Interagency Coordination Group
on Antimicrobial Resistance
（IACG)編。

 2019年4月29日公表。

 薬剤耐性菌の増加は危機的状
況。

 現在、年間70万人が死亡。
 2050年までに、年間1,000万人

が死亡する事態に。



プラスチック

出所：令和3年度ESG投資に係る食品産業等への影響調査委託事業調査報告書P.15



サプライチェーンの人権問題

出所：令和3年度ESG投資に係る食品産業等への影響調査委託事業調査報告書P.16



TCFD報告（2017年6月）
金融安定理事会

（Financial Stability Board: FSB）

気候関連財務情報開示に関する
タスクフォース

（Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures: TCFD）

＜気候リスク＞
物理的リスク ：海面上昇、豪雨水害等による損失のリスク
移行リスク ：脱炭素社会への移行に伴うビジネス上のリスク

正しく価格に織り込まれず、市場にリスクが蓄積している。

気候リスク・機会に関する①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、④指標と目標
の開示を提唱。



コーポレートガバナンス・コード

補充原則3－1③
特に、プライム市場上場会社は、

気候変動に係るリスク及び収益機会
が自社の事業活動や収益等に与え
る影響について、必要なデータの収
集と分析を行い、国際的に確立され
た開示の枠組みであるＴＣＦＤまたは
それと同等の枠組みに基づく開示の
質と量の充実を進めるべきである。



サステナビリティ情報開示の国際基準作り

IFRS財団

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）

 2021年11月3日、IFRS財団がISSBの設立を発表。

 企業価値の評価に重要な影響を与えるサステナビリティ課題
に焦点を当てる（シングル・マテリアリティ）

 気候変動問題から始める（Climate first）



サステナビリティ基準の基本構造

出所：TRWG(2021), Summary of the Technical Readiness Working Group’s Programme
of Work
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ダイナミック・マテリアリティ
CDSB、CDP、GRI、IIRC、SASB（2020年9月） Statement of Intent to
Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting

企業活動が環境・
社会に与える影響
（ダブル・マテリアリ
ティ）

ESG要因が企業経

営に与える影響
（シングル・マテリ
アリティ）

「ダイナミック・マテ
リアリティ」

サステナビリティ
トピックは時間と共
に変化する。

会計情報
利益への直接的な影響



ISSB公開草案の公表

（2022年3月31日公表）

S1 General Requirements
S2 Climate-related Disclosures
［開示項目］
（1）ガバナンス
（2）戦略
（3）リスクマネジメント
（4）指標と目標

・GHG排出量（スコープ１・２・３）
・スコープ１・２は連結
・物理的リスクのある資産の量と比率

・移行リスクのある資産のの量と比率

・内部炭素価格、報酬への反映、等

Appendix B：業種別指標



気候関連情報開示の業種別付属書案

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/climate-related-disclosures/appendix-b-
industry-based-disclosure-requirements/



業種別付属書案ー食品・飲料業界

（農産物）

（アルコール飲料）

（食品小売り・卸売業）

（畜産製品）

（非アルコール飲料）

（加工食品）

（外食産業）



業種別指標ー加工食品の例
エネルギー管理

総エネルギー使用量、再エ
ネ比率など

水管理

総取水量、水ストレス地域
での水使用量と比率など

原材料サプライチェーンの
環境・社会影響

第三者認証を得た食品原
料の比率など。

原材料調達

水ストレス地域からの原料
調達比率など



畜産製品の例
温室効果ガス排出
Scope１の総排出量など

エネルギー管理
総エネルギー使用量、再エネ比率等

水管理

総取水量、水ストレス地域での
水使用量と比率など

土地利用と生態系への影響
自然資源保護サービス（NRCS）の
保全計画基準に従って管理されて
いる牧草地と放牧地の割合など

動物と飼料の調達

水ストレスの高い地域から調達
した飼料の比率など



TNFD ベータ版公表
UNEP・UNDP・WWF・Global Canopy
英、スイス、オーストラリア政府等

自然関連財務情報開示に関する
タスクフォース

（Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosures: TCFD）

（2022年3月15日公表）

2021年6月発足

世界の経済生産の半分以上、すなわち44兆ドルの経済的価値の創出は、自然
に大きくまたは中程度に依存している。TNFDは、自然関連リスクの開示と管理の

フレームワークを提供することで、世界の資金の流れをネーチャー・ネガティブか
らネーチャー・ポジティブへとシフトさせることを目指している。



TNFD ベータ版の概要
基礎的な概念と定義

開示の提案のドラフト

自然関連リスク・機会の評価のガイダンス

オンライン・ポータルでフィードバックを受付中
https://framework.tnfd.global/
6月、10月、2023年2月に改訂版を公表し、2023年9月に最終提言を公表予定。

自然：大地・海・淡水・大気の4要素
自然資本：人々に便益の流れをもたらす自然資源
生態系：相互に影響しあう動物、植物、微生物の動的な複合体。
生物多様性：生態系の質、回復力、量を維持するのに不可欠な自然の本質的特徴

TCFDと整合

Locate（立地）、Evaluate（依存と影響の評価）、Assessment（リスクと機会の評
価）、Prepare（対応の準備）の4段階のアプローチ： LEAPアプローチ

https://framework.tnfd.global/


TNFD 開示の提案のドラフト
ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

自然関連リスクと機会
をめぐる組織のガバナ
ンスについて開示せよ

自然関連リスクと機会
がビジネス、戦略、財
務計画に対してもつ現
実の・潜在的な影響。

自然関連リスクを特定
し、評価し、管理する方
法について開示せよ

自然関連リスクと機会
を評価し、管理するの
に使われる指標と目標
を開示せよ

推奨する開示 推奨する開示 推奨する開示 推奨する開示

A.自然関連リスクと機
会の取締役会の監視

B.自然関連リスクと機
会の評価と管理におけ
る管理者の役割

A.短・中・長期で組織が
特定した自然関連リス
クと機会

B.自然関連リスクと機
会がビジネス、戦略、
財務計画に与える影響

C. 異なるシナリオを考
慮した戦略の耐性（レ
ジリエンス）

D.完全性の低い生態
系、重要性の高い生態
系、水ストレスのある地
域の組織の相互作用

A.自然関連リスクの特
定と評価のプロセス

B.自然関連リスクの管
理のプロセス

C.自然関連リスクの特
定・評価・管理のプロセ
スが組織全体のリスク
管理とどう統合されて
いるのか

A.自然関連リスクと機
会の評価と管理に使う
指標の開示

C.自然関連リスクと機
会の管理に使う目標と、
目標に対するパフォー
マンス

B. Scope１，２，３の排
出と関連リスクの開示
を採用するかどうかは
TNFDで検討中

出典：The TNFD フレームワークBeta v0.1 Executive Summary 0.6を基に筆者翻訳
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