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サステナビリティ開示基準を巡る
IFRS財団の動向
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IFRS財団によるISSBの設立

（出所） IFRS財団プレスリリース、IFRS財団定款（2021年11月改訂版）を基に作成。

⚫ IFRS財団は2021年11月に、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設立するとともに、
気候変動基準を策定するためのプロトタイプ（基準の原型）を公表。

⚫ 更に、2022年3月31日には全般的要求事項、気候関連開示に関する基準の公開草案を公表。

モニタリング・ボード

評議員会
（Trustees）

国際会計基準審議会
（IASB）

国際サステナビリティ基準審議会
（ISSB）

新たに設置された部分

国際財務報告基準
（IFRS会計基準）

国際サステナビリティ開示基準

※当面は気候関連情報を取り扱い、
将来的には他のサステナビリティ領域にも取り組む

基準設定主体

監督機関

当局
金融庁、米国証券取引委員会（SEC）、証券監督
者国際機構（IOSCO）等の規制当局から構成

財務報告に加え、サステナビリティ報告の知見も有するメ
ンバーから構成

IFRS財団
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ISSBによる公開草案の全体像

⚫ IFRS財団が3月31日に公表した、全般的要求事項、気候関連開示に関する基準の公開草案
は、 TCFD提言（気候関連財務情報開示タスクフォース提言）を基礎として、テーマ毎、業種毎に詳細な
開示項目を定める枠組みとなっている。

⚫ IFRS財団はこれらの公開草案について、7月29日まで意見募集を実施したうえで、年内に基準と
して最終化する方針を示している。

表示基準（全般的な要求事項）

• 全ての重要なサステナビリティ論点について、“何の”情報を、“どのように”開示するか、全般的に定

めたもの

テーマ別基準

• 「気候」「水」「生物多様性」のように、サステ

ナビリティに関する論点について、開示を求め

る内容を定めたもの

• 気候についてまず、実施する

（詳細なプロトタイプを開示）

業種基準

• 「化学」「製鉄」「電力」のように、業種毎に重

要な論点について、詳細な開示内容を定め

たもの

• 68の業種毎に、サステナビリティ論点毎の

詳細な開示内容を規定（基準本文とは別

途、600ページ弱の別冊資料を公表）

IFRS S1
「サステナビリティ関連
財務情報開示に関す
る全般的要求事項」

IFRS S2
「気候関連開示」

公表された公開草案の全体像



非財務情報の開示指針研究会の紹介と
業界団体・企業から頂いたご意見の概要
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非財務情報の開示指針研究会

座長

北川 哲雄 • 青山学院大学 名誉教授 ・ 東京都立大学 特任教授

委員

大堀 龍介 • 一般社団法人 機関投資家協働対話フォーラム 理事

小野塚 惠美 • カタリスト投資顧問株式会社 取締役副社長COO

坂上 学 • 法政大学 経営学部 教授

住田 孝之 • 住友商事グローバルリサーチ株式会社 代表取締役社長 兼
• 住友商事株式会社 執行役員
• WICIグローバル会長 ・ WICIジャパン常務理事

竹ケ原 啓介 • 株式会社日本政策投資銀行 設備投資研究所 エグゼクティブフェロー

冨田 秀実 • LRQAサステナビリティ株式会社 代表取締役

溝内 良輔 • キリンホールディングス株式会社 常務執行役員

三井 千絵 • 株式会社野村総合研究所 上級研究員

森澤 充世 • 一般社団法人 CDP Worldwide-Japan 理事・ディレクター

森 洋一 • 公認会計士（VRF 統合報告フレームワークボード・メンバー）

山内 利博 • 住友化学株式会社 執行役員

オブザーバー

• 金融庁
• 公益財団法人 財務会計基準機構
• 内閣府 知的財産戦略推進事務局
• 一般社団法人 日本経済団体連合会

• 日本公認会計士協会
• 公益社団法人 日本証券アナリスト協会
• 株式会社 東京証券取引所
• 法務省
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非財務情報の開示指針研究会・開催実績（2021年）

回次 アジェンダ

第１回
（6月10日）

開示指針の世界的な動向把握

✓ IFRS財団による国際的なサステナビリティ基準のための審議会の設置に関連する定款改定案の概要

✓ EU非財務情報指令改定の概要

✓ 非財務に関する基準設定主体の動向

➢ 非財務基準設定主体の連携とValue Reporting Foundation (VRF)

➢ CDPを通して見る非財務情報開示の国際動向

第２回
（7月16日）

開示指針の分析

✓ 第1回研究会以降の動向

✓ 第1回研究会の議論を受けて

✓ 「企業価値に関する報告 - 気候関連の財務報告基準のプロトタイプの例示」の検討

第３回
（9月1日）

開示事例を踏まえた人的資本開示に関する検討

✓ 第2回研究会以降の動向

✓ 第2回研究会の議論について

✓ 人的資本開示に関する課題検討

第４回
（10月4日）

気候関連の財務報告基準のプロトタイプを踏まえた開示のあり方に関する検討

✓ 第3回以降の動向

✓ 第2回の議論を踏まえた、「企業価値に関する報告 - 気候関連の財務報告基準のプロトタイプの例示」の検討

第５回
（11月５日）

中間報告書（案）

これまでの議論を踏まえた非財務情報の開示のあり方について

11月12日 サステナビリティ関連情報開示と企業価値創造の好循環に向けて -「非財務情報の開示指針研究会」中間報告 –公表
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非財務情報の開示指針研究会・開催実績（2022年）

回次 アジェンダ

第６回
（2月3日）

IFRS財団が公表したプロトタイプに関する検討（1）

✓ 全般的な要求事項のプロトタイプ、気候関連開示プロトタイプの検討

第７回
（3月8日）

IFRS財団が公表したプロトタイプに関する検討（2）

✓ 「ESG情報開示研究会」における非財務情報開示指標に係る議論の紹介

✓ 英国FRCによるISSBプロトタイプに関する見解の紹介

✓ 全般的な要求事項のプロトタイプ、気候関連開示プロトタイプに対する業界団体・企業等からのコメント紹介

✓ 上記、及び前回の議論を踏まえたプロトタイプの検討

3月25日 ISSB プロトタイプに対する基礎的見解 の公表
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業界団体・企業等からの意見・コメントの概況（3月31日時点）①

＜プロトタイプ全般について＞
◆ プロトタイプが企業価値評価にフォーカスしていることを評価する意見。

◆ プロトタイプ全般を通じて、”shall disclose”という表現に象徴されるように、TCFD提言と比して義務性、規範性が高まっていること、

また、開示要求事項が詳細かつ広範であることについて、

• 開示情報が過度に細則的になることで、事業における様々な自由度を制限してしまうリスクがある

• すべての開示要求事項への対応をDAY1から企業に求めるには負荷が大きい

• 非上場企業や他国企業が同じ水準の開示基準に拘束されていない中では報告期限内の開示情報の収集に困難が伴う

ケースが想定される

等の指摘。

◆ その上で、

• 企業の主体性の発揮を促す基準であるべき

• 開示内容の優先度や重要性判断の考え方の明示が必要

• Comply or Explainを許容することにより、利用者にとっても開示情報の有用性が増す

• 段階的な開示充実を許容する方針も有用ではないか

等の指摘。

◆ 定性的な内容の開示やGHG排出量Scope3等算定方法が確立されていない開示項目等については比較可能性を確保すること

が難しいことを指摘した上で、作成者と利用者（投資家等）のエンゲージメントを通じた理解促進を促す要素を盛り込むべきの指摘。

◆ GHG排出量Scope3など、算定方法が確立されていない開示項目について、比較可能性を担保するためには、統一的かつ一貫

性ある方法論や使用するデータの整備が必要との指摘。

◆ 比較可能性や情報の信頼性を確保していくため、監査・保証にかかる基準作りや監査側の体制強化、そのために必要な移行期

間を求める指摘。

◆ 全般的要求事項と気候をはじめとするテーマ別基準において開示項目が重複する可能性があることを指摘した上で、作成者の実
務負担への配慮を求める指摘。
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業界団体・企業等からの意見・コメントの概況（3月31日時点）②

＜全般的要求事項について＞
◆ 「報告企業の境界」及びバリューチェーンの定義と関係性について、明確化を求める指摘。
◆ 「報告頻度」について、財務諸表との同時性を確保することをが実務的に難しい項目があるとの指摘。
◆ 「報告媒体」について、一般目的財務報告と異なる時期に発行される媒体への参照を認めることを求める指摘。
◆ 統合報告書やESGレポート等において、サステナビリティ関連情報と監査済の財務情報を合わせて記載することが認められた場合、

発行体にとっても利用者にとっても利便性が高まる旨の指摘。
◆ 「適正な表示」について、ISSB基準以外のガイドラインや基準に基づいた情報開示の許容性や、国際的に広く普及しているCDP

回答による開示の扱いについて、具体化・明確化を求める指摘。
◆ “significant”と”material”等、用語の定義の明確化を求める指摘。

＜気候関連開示プロトタイプ全体について＞
◆ 気候変動対応には様々な企業がそれぞれのアプローチで取り組んでおり、一つの正解があるものではないとの認識を示した上で、開

示要求事項が過度に細則的になることで企業行動を制約し、イノベーションにマイナスの影響が及ぶことを懸念する指摘。
◆ ”（より高い規範性を持たせる範囲は）基本原則的な内容に限定するべき”、“企業の主体性の発揮を許容する内容とするべき”、

“開示事項に優先順位（必須事項と推奨事項等）のレイヤー付けを行うべき”といった指摘。
◆ 目的や全般的要求事項との整合性の観点から、基準のタイトルに”Financial“を付し、”Climate-related Financial 

Disclosure”とするべきとの指摘。

＜気候関連開示プロトタイプ：目的について＞
◆ 「利用者による企業価値評価を支援」との目的を堅持することを求める意見。

＜気候関連開示プロトタイプ：ガバナンスについて＞
◆ ガバナンス機関について、気候関連のリスクと機会に係る「適切なスキルと能力」として想定される内容の明確化を求める指摘。同

事項について全般的要求事項との重複の指摘。
◆ 推奨される体制などについてガイドラインを求める指摘。
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業界団体・企業等からの意見・コメントの概況（3月31日時点）③

＜気候関連開示プロトタイプ：戦略について＞

◆ 短期・中期・長期の影響の予想やこれに基づく資本配分計画等を示すためは膨大な情報の分析が必要であることに加え、不確実
性が高いことを指摘した上で、重要性の高い情報に限定した開示が現実的である旨の指摘。

◆ 実務の積み上げや負担の観点から、シナリオ分析を開示必須事項とするかについては慎重な議論が必要であることを指摘した上で、
各国の事情や各企業の業容に応じてComply or Explain型のアプローチも選択肢とすることを求める指摘。

◆ 定義・考え方の明確化や企業の判断を支援する指針等を求める意見
• 短期・中期・長期の目安
• 「企業の当期末における財務状態・業績・キャッシュフローに対して重大な気候関連のリスクと機会が与える影響及び短・中・

長期にわたって予想される影響を理解できるような情報」を「可能な場合には定量的に開示しなければならない」との記載に
ついて計算の前提や方法

• シナリオ分析が依拠するべきシナリオや、シナリオ自体が更新された場合の開示情報の柔軟な見直し・更新の在り方
• バリューチェーンの境界の考え方
• 機密情報の取り扱い
• 将来予測情報の取り扱い

◆ 「レガシー資産」が「長期間にわたり企業の財政状態計算書に計上され、その後陳腐化した、あるいは当初の価値のほとんどを失っ
た資産のこと」と定義されていることについて、このような資産は通常財政状態計算書に計上されていないことが想定されることを指
摘した上で、当該事項が開示必須項目となった場合、サステナビリティ開示と財務会計の開示での不整合を招き、投資家を混乱さ
せるリスクがある旨の指摘。

◆ 「レガシー資産」について、エネルギー安全保障等の観点から維持することが求められるインフラなど重要なインフラとして取り扱いに制
約があるものについては、その旨を一般目的財務報告において開示することを明記すべき旨の指摘。

◆ 将来予測情報等については第三者保証を付すことが困難であると指摘した上で、将来的な第三者保証の範囲の限定を求める指
摘。
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業界団体・企業等からの意見・コメントの概況（3月31日時点） ④

＜指標と目標について＞

◆ 各企業にとって重要な指標は開示が要求される開示企業が判断するべきことであり、基準においては重要性の基準を明示すること

が重要である旨の指摘。

◆ TCFD対応を進めている企業から見ても多くの追加作業が生じることが予測されることを指摘した上で、段階的にステップを踏みなが

ら開示を進めていくアプローチが望ましい旨の指摘。

◆ 法的リスク等の観点から有価証券報告書に推定値を掲載することの困難性を指摘した上で、移行リスク、物理リスクにおける量的

開示、金額の情報を推定で開示することの困難性を指摘する意見。

◆ 「Scope3」開示について、画一的に義務的な開示項目とすることの困難性を指摘する意見や、比較可能性の観点からは課題が

多いこと、複数社や複数事業間で重複カウントが生じることに関する指摘。

◆ 「内部炭素価格」については、未だ導入企業が少ないことや、算定方法の基準等が統一されていないことなどから、業種横断指標

として開示必須項目とすることは困難である旨の指摘。

◆ 「リスクに対して脆弱な資産または事業活動」等、定義・考え方の明確化や企業の判断を支援する指針等を求める意見。

＜業種別指標について＞

◆ 米国等の固有の基準や制度を前提とした指標が数多く含まれており、国際的な基準としての修正が必要である旨の指摘。

◆ 地域ごとの基準や測定方法のうち、どのような内容であれば認められるかについて、より上位の記載箇所において明確化することを

求める意見。

◆ 開示項目に優先順位付け（必須、推奨、任意、等）を付すことを求める意見。

◆ 業種別指標ごとの開示項目のうち、どの指標に対応するかは事業内容や必要性に応じて異なるとした上で、重要性判断に応じて

採用する指標を柔軟に判断することを可能とするよう求める意見。

◆ 業種別指標で示されている用語の定義、算定方法、算定範囲が必ずしも明らかでないため、明確化すべきとの指摘。

◆ 複数事業を展開する企業における業種別指標の取扱いを示すガイダンス策定を求める意見。

◆ 気候関連とは関係が薄いと考えられる項目（安全性関連の開示項目等）について気候関連開示基準からは除外を求める意見

◆ 営業機密に当たる情報（調達単価特定につながる情報、製品カテゴリー別生産高等）については柔軟な取扱いを求める意見。

◆ SASBの運用同様、開示項目への定期的な意見募集や見直し等の柔軟な運用を求める意見。 等



業界団体・企業から頂いたご意見

• 2022年の１月下旬～３月にかけて、経済産業省、金融庁、国土交通省、農林水産省より、約450の業界団体・企業
（うち企業9）に対して、ISSBプロトタイプの内容について周知を行った。

• 3/31までに40を超える業界団体・企業からのご意見・コメントが研究会事務局に寄せられている。

• 次ページ以降は、業界団体・企業から寄せられたご意見・コメントを対象箇所・該当箇所ごとに転記したもの。
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プロトタイプ全体に関するご意見
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プロトタイプ全体に関する主な意見

主な意見【1/4】

➢ TCFD提言の４項目を基礎とするが、TCFDは任意の開示フレームワークとして企業の主体性が尊重されていると感じられるものの、気候関連開示プロト

タイプは“果たすべき義務”との色合いが濃く、双方は似て非なる印象を受ける。本来、情報開示を評価するに当たっては、企業の主体性の発揮の如何も

問われるべきではないのか。

➢ 企業の一般目的財務報告の利用者が要求する項目は、全てが同じ要求度合いではないはずであり、優先度・重要性の明示が必要。

➢ 定性評価、定量評価とも、企業の一般目的財務報告の利用者が横比較できるようにすることを目指しているが、果たして、本プロトタイプで本当に横比

較できるのか疑問に感じる。

➢ 定性評価は横比較が難しいと思われる。全般的に一覧性だけが強調され、エンゲージメントを促進する要素が見当たらないが、企業の一般目的財務報

告の利用者が企業とのエンゲージメントを通じて理解を深められるような情報開示を目指してほしい。

➢ TCFD提言に比べても非常に細かい開示要求となっているが、開示の内容は各社にゆだねられるべきではないか。一律にルール化することで、開示に対応

する企業側の負担は著しく増加する。

➢ 有価証券報告書においてISSB基準を適用する場合、会計監査の様な、虚偽記載を予防する体制の構築が必要。本邦において本件に係る監査・保

証の体制が必ずしも進んでいるわけではないことから相応の適応期間を設け、会計事務所業界の整備強化や監査・保証に係る基準の制定に努める必

要あり。特に、GHG排出量Scope3などを有価証券報告書に記載する場合も他社比較を透明性高く行えることが必須となり、比較可能性を担保する

目的から監査・保証の役割は必須と考える。

➢ 有価証券報告書を念頭に、財務情報と同時に開示する理念については理解するが、非上場企業や、他国を含めた全ての企業が同様のルールで拘束

されていない状況においては、同じ期限内に情報を集約し、開示することは困難となるケースも想定される。一定の移行期間や除外規定等の設定が望

ましいと考える。

➢ 気候変動対応を念頭に置いたシナリオ分析対象（例：2℃シナリオや1.5℃シナリオ）が財務諸表監査におけるベースシナリオとなるという誤った認識が

共通認識とならないように配慮が必要。

プロトタイプ全体に係る意見

全体
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プロトタイプ全体に関する主な意見

主な意見【2/4】

➢ 今回公表されている気候関連開示のプロトタイプについては、開示を義務付けられている項目が非常に多く、ISSBがその目的として挙げている各地域が

定める基準との両立が可能なグローバル・ベースラインの提供といった考え方と合致していない。

➢ 気候変動に関する企業情報は、将来の不確実性を伴うものであり、画一的な開示義務化(特に有価証券報告書において全てを記載するといったよう

な)は、利用者に誤った情報を与えることになりかねない。プロトタイプでの各開示項目の中にも、定義が不明確な項目や、開示困難な項目、開示内容

が企業の適切な評価に繋がるとは考えにくい項目が含まれているため、一律的な開示ではなく任意開示とすべきか、あるいは、マテリアリティに応じた開示

が徹底されるべきではないか、と考えている。加えて、各国の状況を踏まえ、適用時期については移行段階を設ける必要があると考えている。

➢ 本プロトタイプは多数の日本社が賛同しているTCFD提言がベースとされていることは歓迎すべきものと考える。しかしながら、ISSBの作成する基準は、各

国が定める基準の土台となるグローバル・ベースラインの位置づけと理解しており、その位置づけからすると、プロトタイプにおける開示項目は粒度が細く、要

求のトーンも過度に厳格化されているとの印象。ISSBの作成する基準が、各国基準の検討において各国の実務・実態を考慮するうえで足枷とならない

よう、一定の柔軟性が確保される必要がある。

➢ 全般的要求事項プロトタイプはTCFD提言の4つの構成要素をベースとしているため、例えば、サステナビリティ全般に対するガバナンス態勢と気候関連に

対するガバナンス態勢についてそれぞれ別々に開示が要求される等、開示項目の重複により実務負荷が増大する可能性を懸念。今後、テーマ別基準の

追加が予定されていることをふまえると、基準の検討において、開示作成者の実務負荷への配慮が必要と考えている。

➢ TCFDと同様にシングル・マテリアリティをベースとした開示基準とする方針が堅持される点を評価する。その一方で、ISSBの中で将来的なダブル・マテリアリ

ティをベースとした開示への項目拡大が検討されているのかについて、懸念している。サステナビリティ開示基準作成に当たっては、シングル・マテリアリティを

ベースとした基準作りに絞っても議論すべき課題が多く存在しており、シングル・マテリアリティをベースとした基準にフォーカスすべき。

➢ 今後検討予定となっている「概念のガイドライン」（Conceptual guidelines）においては、一般目的財務報告とサステナビリティ開示の関係性を明確

にすべきである。両者が並列な関係にあるか、または一般目的財務報告を前提としたサステナビリティ開示か、その位置づけが明確になれば、参照開示す

べき項目が整理されるものと思料。

プロトタイプ全体に係る意見

全体
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プロトタイプ全体に関する主な意見

主な意見【3/4】

➢ 本プロトタイプは、TCFD提言においてはそのボランタリーな性質ゆえに確保できなかった「比較可能性」に重点を置いていると理解しているが、比較可能性

を担保するためには、Scope3の算定を含む各種指標やシナリオ分析など、定量的な要素が関わる項目において、統一的かつ一貫性ある方法論や使用

するデータの整備が必要ではないか。こうした中、仮に開示を義務化したとしても、特に定量的な項目において、十分に比較可能となるには時間を要する

と思料。そのような状況下、一般目的財務報告において定義が明確化されていない数値（シナリオ分析、炭素関連資産比率等の根拠）の開示を行う

ことは、投資家をミスリードすることにつながりかねず、慎重な検討をお願いしたい。

➢ 本プロトタイプは、Requirementであり、TCFDのRecommendationとは異なり、本プロトタイプで求められる事項全てに対応するとなると発行体の開

示対応負荷が増すことが容易に想定される。気候関連開示プロトタイプp.３ IN５でも指摘したとおり、気候変動が企業に与える影響度などは業種によ

り異なることを本プロトタイプでも言及していることから、影響度などが重大でない場合には、そうした判断の理由も付すこと、すなわち、Comply or 

Explainも許容する旨を明確に設定すべきではないか。むしろ、重大ではないものまでも一律に開示を求めることは、投資家をはじめとした利用者にとって

も有用ではないし、また、Explainさせることで、個々の企業の経営判断の独自性を窺い知ることができて投資家などの投資判断にとっての有用性が増す

のではないか。

➢ 本プロトタイプは、開示に当たってのベースラインと位置付けられ、その上でビルディングブロックアプローチの考え方を採用しており、実態を踏まえた考え方と

して評価できる。しかしながら、ベースラインとしては、多くの開示要求事項を設定しており、これらの開示要求項目すべてをDAY１から企業に求めるのは

負荷が大きく、このことが障害となりISSB基準を導入する企業の裾野が広がらないことにもなりかねず、結果として気候変動対応に係る開示が遅々として

進まなくなるリスクもある。Comply or Explainによる対応を可とするなり、もしくは、段階的に開示を充実させていくことを可とすることもよしとして、導入時

点においては、まずは企業が出来るところから開示対応を進められるよう柔軟な導入方針をもたせることが必要ではないか。

➢ TCFD開示がプライム上場企業を対象に始まったばかりの中で、本プロトタイプをベースにしたISSB基準が出来てくるとなると、企業側の困惑も容易に想

像される。そのため、別途ガイドラインなどを作成し、TCFDで求められている開示項目と気候関連開示プロトタイプとの対応関係を項目別に具体的に示

すことが、TCFD対応からISSB基準への円滑な移行に繋がると思うことから、検討いただきたい。

➢ 現状開示している数値は一定の精度があり、特に重要なものは第三者保証をかけている。しかし、今後、気候変動以外のテーマも順次取り上げられ、多

様な開示数値を求められるようになれば、数値の精度の確保に多大な労力・時間・コストをかける必要が生じるため、多くの企業にとっては現実的には難

しいのではと思われる。

プロトタイプ全体に係る意見

全体
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プロトタイプ全体に関する主な意見

主な意見【4/4】

➢ TCFD は比較的緩やかな開示要求であったことから、誤解のない範囲で自由な表現で開示している状況。このため、読むだけでは投資判断ができないと

思われることもあるかもしれないが、その様な場合は投資家等との直接的なやり取りの中でお互い理解を深めることができていると感じている。一方で、今

回の開示要求は詳細であるため、これだけで判断されてしまうことを危惧。開示情報を特定するほど、事業における様々な自由度を制限してしまう面があ

ることも踏まえて、検討いただきたい。いずれにせよ、今回のような企業側に対して意見を聞いていただく機会は是非、今後とも持っていただきたい。また、運

用開始前には、十分な準備期間と周知のための説明会などが必要だと思われる。

➢ 実務負担軽減のため、業種別の開示項目を絞る・プロトタイプに対する開示例の明示を希望する。

➢ 開示項目が細かいため、全ての企業が対応できない可能性を考慮し、開示基準はあまり厳格化しない方がよいと考える。

（国内基準・制度との整合性に関するご意見）

➢ プロトタイプにはサステナビリティ開示に関してTCFDよりも踏み込んだ記載が散見されるが、基準化後の各法域の開示ルールへの導入に当たっては、法域

や業種毎の特性を十分に考慮し、拙速に過度な規制につながるようなことが無いよう留意すべき。

➢ 昨今のESGに関する議論を踏まえれば、少なくとも東証のプライム市場上場企業はISSBのグローバル基準での開示を行い本邦企業のESG対応が欧米

比で劣後していないことを国内外に示していくことが我が国産業全体の信頼に直結していくものと考える。一方で、ISSB開示が難しい企業については、我

が国独自の基準として適用する道を残してもよいと考えるが、ISSB適用企業と非適用企業の区分けがデータ上難しくなるような取扱いは避けるべきと思

料する（プライム市場に双方が混在する等）。

➢ グローバル企業としては、国際基準に準じて開示を進めており、日本独自基準に対応することは負担が増加することをご認識頂きたい。比較可能性の観

点でも国際基準であるTCFDまたは ISSBと一致した内容でご検討をお願いしたい。

➢ 開示項目が法制化される場合は関連省庁で連携を図り、開示資料によって記載項目が異なることで企業側の工数負担が増えないよう、開示項目等を

揃えて欲しい。（金融庁：有報、東証：CG報告書、法務省：招集通知等）また、法制化にあたっては、企業側にも十分な準備期間が取れるよう

「移行期間」を設けたり、好事例などを発信する等、企業の開示対応をサポートできる体制を作ってほしい。

➢ 現在議論されている有価証券報告書への記載も含め、ISSB開示基準がどのような位置付けで、いつごろ日本企業に適用されるか、引き続き検討状況

を公表いただくとともに、積極的な周知をお願いしたい。

プロトタイプ全体に係る意見

全体
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全般的な要求事項のプロトタイプに関する主な意見

主な意見

➢ “Sustainability matters”について定義すべき。

全般的要求事項

導入部・背景（意見関連箇所のみ引用）

IN3. 本IFRSサステナビリティ開示基準は、想定利用者である投資家及び世界の資本市場の参加者による、企業価値の評価に影響を与えるサステナビリ
ティ事項（Sustainability matters）を扱っている。利用者のニーズに応えるため、企業は、短・中・長期の将来キャッシュフローの価値、時期、確実
性を予測し、それによって企業価値の評価に資するような、サステナビリティのリスクと機会に関する重要な情報を報告することが求められている。企業価
値の評価に影響を与えうる範囲において、重要な情報には、企業が社会や環境に与える影響と、それらの影響が将来キャッシュフローにどのように影響
するかについての情報が含まれる。企業価値の評価に関連するサステナビリティ事項（sustainability matters）についての比較可能な開示は、資
本の効率的な配分を促進するよう設計されている。

主な意見

➢ “significant” と“material”という用語はIFRSの会計基準と同じ意味を有するかどうか、異なる場合どのように異なるのか明確化すべき。

目的

1. サステナビリティ関連財務開示の目的は、報告企業がさらされている重要な（significant）サステナビリティ関連のリスクと機会についての情報であって、
一般目的財務報告の主要な利用者が企業へ資本提供を行うかどうか決定する際に有用な情報を提供することである。その決定には以下を含む。

(a) 株式及び債権の購入、売却又は保有
(b) 融資及びその他の形態の信用の供与又は決済
(c) 企業の経済的資源の使用に影響を与える経営者の行動に対する議決権、又はその他の影響力の行使
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全般的な要求事項のプロトタイプに関する主な意見

主な意見

➢ サステナビリティ情報開示における企業の主体性は、その論点がマテリアリティであるか否かによると考える。情報が重要でない場合は開示不要とのことだが、

この「重要性」の判断の主体が不明瞭。企業の判断にゆだねられるとの理解でよいか。

➢ マテリアリティの判断については、企業が自主的・能動的に判断する点は評価できる。当規定では、「サステナビリティ関連財務情報がマテリアルではない場

合、開示の必要はない」とあるが、マテリアルではないと判断した理由についての開示も必要ないという認識でよいか。

➢ Materialityのパラグラフでは詳細にMaterialの意味が説明されているものの、Strategy 並びにMetrics and Targetの箇所では、Significantという

形容詞を用いている。このMaterialとSignificantで意図する意味は同じものなのか、それとも違うのかという点を明らかにすることが望ましい。具体的には、

同じ意味で用いているのであればmaterialという表記で統一することが望ましいし、違うニュアンスで用いているのであれば、Significantという用語の意味

を、企業並びに投資家の誤解を避けるという観点から明確化することが望ましいのではないか。

マテリアリティ（意見関連箇所のみ引用）

17.企業は、IFRSサステナビリティ開示基準が要求する特定の開示について、その開示の結果として得られる情報に重要性がない場合には、提供する必要は

ない。また、IFRSサステナビリティ開示基準が特定の要求事項のリスト又は最低限の要求事項を定めている場合でも、その要求事項を適用した結果とし

て得られる情報に重要性がないときは、企業はその情報を開示する必要はない。

全般的要求事項

主な意見

➢ Boundaryが財務諸表全体と同一であることを求める必要性について詳しくご説明いただきたい。新興国も含むグローバルな事業領域についてプロトタイ

プが示す広範な項目に対応することは短期間では困難。利用者が必要とする情報としては例えばPLやBSの一定以上の割合を占める範囲等で良いとの

考えもあるのではないか。

➢ 開示の対象範囲の明確化を希望する（子会社のみ/関連会社含む等）。

報告企業の境界（意見関連箇所のみ引用）

19. 一般目的財務報告のための報告企業の境界（Boundary）は、財務諸表とサステナビリティ関連財務開示の間で、同一であるべき。

20. 報告企業は、企業価値の評価に影響を及ぼす、報告企業の境界外の関係者との活動、相互作用及び関係から生じる重要なサステナビリティ関連リス

ク及び機会に関する重要な情報を開示しなければならない。



戦略（意見関連箇所のみ引用）

27. 戦略に関するサステナビリティ関連財務開示の目的を達成するため、以下の評価を開示開示しなければならない。
(a)短期・中期・長期にわたり、自社のビジネスモデル・戦略・キャッシュフローに影響を与えうると合理的に予想される、重要なサステナビリティ関連リスク及

び機会
(b)重要なサステナビリティ関連リスク及び機会がビジネスモデルに与える影響
(c)重要なサステナビリティ関連リスク及び機会が経営陣の戦略と意思決定に与える影響
(d)重要なサステナビリティ関連リスク及び機会の、報告期間末における企業の財政状態、業績及びキャッシュ・フローに及ぼす影響、及び短期、中期及

び長期にわたる予想される影響
(e)重要なサステナビリティ関連リスクに対する企業の戦略のレジリエンス

30. 企業は、一般目的財務報告の利用者が、そのビジネスモデルに対して重大な気候関連のリスクと機会が与える現在の影響及び予想される影響の評価

を理解することを可能にする情報を開示しなければならない。具体的には、以下の情報を開示しなければならない。

(a)製品の製造またはサービスのためのバリューチェーン（例：サプライチェーン、オペレーション、労働力、マーケティング及び流通チャネル）に対して重要な

気候関連のリスク及び機会が与える現在の影響及び予想される影響の説明

(b) バリューチェーンのどこに、重要な気候関連のリスク及び機会が集中しているか（例：地理的地域、施設又は資産の種類、調達、販売、流通チャネ
ル)。

21

全般的な要求事項のプロトタイプに関する主な意見
全般的要求事項

主な意見

➢ 27.(a)(d):短期・中期・長期にわたるキャッシュフローを予測することは不確実性が高く、タイムリーに監査を経て財務報告書に掲載することは困難。必

要性が高い最小限の情報に限定すべき。

➢ 30: “value chain”を定義すべき。
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全般的な要求事項のプロトタイプに関する主な意見
全般的要求事項

主な意見

➢ “meaningful”を定義すべき。特に“understandable” や “relevance”との関係性を明確化すべき。

指標と目標（意見関連箇所のみ引用）

45. 企業は、指標、企業特有のKPI、及び目標を、意味があり（meaningful）明確かつ正確な名称と説明を用いて表示しなければならない。

主な意見

➢ 「財務諸表と同時に報告しなければならない」について、例えば有価証券報告書とは別途、任意の開示物である統合報告書やESGレポートにおいてサス

テナビリティ関連情報と、その他の開示物で監査済の財務諸表をあわせて記載することが認められると発行体にとっても、利用者にとっても利便性が高まる

と考える。

➢ 決算月が12月であることから、サステナビリティ関連財務情報を同じ報告期間とした場合、1月～12月での算定が必要となる。一方で、温対法や省エネ

法の算定期間は4月～翌年3月となっており、2度算定が必要であり、誤ったデータを報告する可能性も出てくるため、「同じ報告期間」という限定文言は

削除して頂きたい。

報告の頻度（意見関連箇所のみ引用）

51.企業は、サステナビリティ関連財務開示の報告期間を識別しなければならない。企業は、サステナビリティ関連の財務開示を、企業の財務諸表の基礎とな

る報告期間と同じ報告期間で開示しなければならず、したがって、少なくとも12ヶ月ごとに、それらの財務諸表と同時に報告しなければならい。
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全般的な要求事項のプロトタイプに関する主な意見
全般的要求事項

主な意見

➢ 56: IFRSサステナビリティ開示基準で要求される情報のうち、タイムリーに一般目的財務報告に開示できる内容は一部にならざるを得ないため、別の媒

体での開示を認めても良いと思われる。

➢ 59: GHG排出量などのパフォーマンスデータは、前年度報告、有価証券報告書から遅れて発行する統合報告書への参照を可とするなどの対応をすべき。

報告媒体（意見関連箇所のみ引用）

56. 企業は、IFRSサステナビリティ開示基準で求められる情報を、企業の一般目的財務報告の一部として開示することが求められる。企業に適用される規

制やその他要求事項によって、一般目的財務報告における、サステナビリティ関連財務情報を開示する場所は様々である。

59. IFRSサステナビリティ開示基準で要求される情報は、利用者が利用可能な別の報告書と同じ条件で、財務諸表と同時に、相互参照によって組み込む

ことができ、一般目的財務報告書の中で直接的ではなく、このような方法で情報を含めることによって、一般目的財務報告書の明瞭性が損なわれない場

合には、そのようにすることができる。

主な意見

➢ 一般開示要求事項プロトタイプにおける“Conceptual Framework”が何を指すのか定義すべき。

適正な表示（意見関連箇所のみ引用）

68. サステナビリティ関連財務開示は、企業がさらされているサステナビリティ関連のリスク及び機会を適正に表示しなければならない。適正な表示には、本基

準（案）/概念フレームワーク（Conceptual Framework）に定められた原則に従って、サステナビリティ関連のリスク及び機会を忠実に表すことが求め

られる。



24

全般的な要求事項のプロトタイプに関する主な意見

適正な表示（つづき・意見関連箇所のみ引用）

71.サステナビリティに関する事項に適用される特定のIFRSサステナビリティ開示基準がない場合、経営者は、第1項に定める目的を満たす情報を開示するに

あたり、自らの判断で、以下のような情報を開示しなければならない

a. 利用者の意思決定のニーズに目的適合性がある

b. 特定のサステナビリティ関連のリスク又は機会に関連して、企業のリスク及び機会を忠実に表現する

c. 中立的である

73.第71項に記載されている判断を行うにあたり、経営者は、一般目的財務報告の利用者のニーズを満たすように設計されている他の基準設定主体の直

近の基準書等、及び一般に認められている業界実務慣行も、第72項に記載されている根拠に反しない範囲において、考慮することができる。

全般的要求事項

主な意見

➢ ISSB以外のガイドライン等で許容・適用されるサステナビリティの論点の情報開示基準を具体的に明示してほしい。

➢ VRFが本年6月にIFRS財団と統合するなど、関連の諸基準の統合・収斂が進展しつつあると承知するが、現状国際的に広く普及しているCDP回答によ

る開示の扱いについての見通しも示されることを希望する。

➢ 71. (b) : 「リスクまたは機会」とされているが、なぜ「リスクおよび機会」でないのか。

用語の定義（Appendix A）

主な意見

➢ “scalable”, “adaptable” 及び “durable”の用語を定義すべき。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

気候関連開示プロトタイプ全体に関するご意見【1/4】

➢ 情報開示は重要であるが、『戦略』『指標と目標』を中心に機密維持とのバランスが問われる事項がある。この点について企業が参照できるガイドラインが

あると望ましいのではないか。

➢ 「せねばならない」ではなく「すべきである」としてスタートし、開示情報が揃った段階で「せねばならない」とすべきではないか。義務・強制までに猶予を持たせ

てほしい。

➢ ドラフトは詳細すぎており、最初はもっと基本原則的なものに絞る形式が望ましい。年度を経て開示の経験を重ねるにつれて、より特定・具体的な回答が

可能となる素地ができるものと思われる。

➢ 全編を通じて「shall」が使用されているが、過剰に感じる。気候変動課題には様々な企業がそれぞれのアプローチで取り組まれているが、人類が経験した

ことがない非常に難しい課題であり、一つの正解があるものでもないと認識。情報開示の細かい項目まで「開示必須」となることについては、企業の取り組

みを進めていくうえでも、マイナスの影響もあるのではと危惧する。

➢ TCFD提言の4項目を基礎とするが、TCFDは任意の開示フレームワークとして企業の主体性が尊重されていると感じられるものの、気候関連開示プロト

タイプは“果たすべき義務”との色合いが濃く、双方は似て非なる印象を受ける。本来、情報開示を評価するに当たっては、企業の主体性の発揮の如何も

問われるべきではないのか。

➢ 企業の一般目的財務報告の利用者のために、全ての項目を一覧で開示することを求められているが、TCFD提言よりも要求項目が多く、内容も具体的

かつ細部にわたるため、その要求を全て満たすことには困難を感じる。

• 企業の情報開示にかかる負担への考慮は行われないのか。

• 企業の営業上の機密への配慮は行われないのか。

• 要求される開示項目はすべて義務とするのではなく、任意で行われるべき項目もあるはずである。経営戦略を実行する上で、企業が情報開示をどこま

で行うのかを企業自身で判断する余地を考慮してほしい。

➢ IN4にある「一貫性のある完全で比較可能かつ検証可能な情報」について、スコープ3は検証は可能だが、他社比較の際には企業ごとで算定方法が異

なることで、厳密には比較可能ではないと思われ、その前提での要求に矛盾がある。またシナリオ分析での影響評価については、ISO14064-3のような検

証基準が存在しないため、現時点においては検証不可能。「一貫性のある完全で比較可能かつ検証可能な情報」の要求に応えることは現時点では困

難であると考える。現段階ではこれを要求することには非常に無理があると言わざるを得ない。

➢ シナリオ分析結果の定量開示及び時系列比較など、TCFDやCDP類似項目が求められているが、一律同時の対応は難しいため、段階的な対応や個

社のマテリアリティ・優先順位を尊重した柔軟な開示とするべきではないか。開示できない場合はexplainすれば良いとすべき。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
気候関連開示プロトタイプ全体に関するご意見【2/4】

➢ パラグラフ4-14までの広範にわたる開示基準に完全に合致するまでには時間を要すると考えることから、パラグラフや各パラグラフ内の項目への対応の優

先順位の明確化や開示に向けた心得・基本的スタンスなども明文化することが日本国内での認知度・普及するために重要と思料。

➢ 開示事項が詳細であるということに加え、shallという表現はTCFDで使用されるshouldやshould considerに比べ強い拘束力を伴う印象があり、企業

がISSBに沿った開示を過大な負担と認識する可能性を懸念。ISSBによる開示を促進するためにも、開示事項の優先順位を見極めた上で、場合によっ

ては、開示の要請度合いについて、項目ごとに軽重を求める等の意見発信も必要と思料。

➢ 【既存の基準との関係】：「気候関連開示プロトタイプ」が最終化された（以下、ISSB基準）場合には、TCFD提言との関係性を明確化していただきた

い。ISSB基準の検討の一つの目的として既存の基準の統一があることから、各企業がそれぞれISSB基準への対応とTCFD提言への対応を照らし合わ

せる負担を減らすことを念頭に置いていただきたい。

➢ 【財務基準との関係】 TCFD提言などでは、財務情報の会計原則として準拠すべきものは定めていない。ISSB基準はIFRS財団の基に作られるもので

あるが、IFRSに沿った会計処理を行っていない場合でもISSB基準を適用することが出来ることを明確化していただきたい。その際、異なる会計基準に基

づいていても、サステナビリティ情報の開示については比較可能性が確保できることや、どこまでの会計基準を認めるのか等を明確化する必要があると考え

る。

➢ 【保証・監査】 今後IAASBで検討が行われていくことと考えるが、戦略や指標と目標に関連して、気候変動に関する定量的な情報の開示が求められる

中、そうした情報の保証、監査をどこまで必要とするのか、また、保証・監査に係る一定の基準が必要ではないか。

➢ 「全般的な要求事項のプロトタイプ」と、「気候関連開示プロトタイプ」の２つが公表されているが、「ガバナンス」、「戦略およびリスク管理」については、全社

として広く規定する場合が一般的とみられる。テーマによって変わらない部分は「全般的な要求事項」で包括的に定め、気候関連の特有の部分について

のみ「気候関連開示」にて追加規定を設けるのがよいのではないか。

➢ 報告頻度について、「全般的な開示事項」51項以下に、財務諸表と同時に開示が必要と規定されているが、実務的に同時が難しい事項がある。

➢ 各基準間の調整に当たり、CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）の質問との整合についても検討願いたい。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

気候関連開示プロトタイプ全体に関するご意見【3/4】

➢ 7頁1(a) 、8頁5(d)、6(c) 、9頁8(b) 、10頁9(a)、10(b) 、11頁12(b) 12頁13(a)～(d)：求められる情報のレベルを充足するためには、左記に

記載の項目については、情報把握から始める必要がある。システム改修等の費用投下を含む、開示までの長期の準備期間が必要となる。また、指標計

測に必要なデータの取得方法（国別、業種別の温室効果ガス排出に関する情報、企業の開示データ等）と無償データの提供、計測手法の提示をお

願いしたい。なお、定量情報は複数存在する計測ツールの提供シナリオにより変動するため、計測した財務影響額の連続性や他社比較の基準にばらつ

きが生じるため、開示が有効であることの背景説明が必要と考える。

➢ IN１:Climate-related Disclosureとのタイトルであるが、以下の点に鑑み、Climate-related Financial Disclosureがより望ましいでのはないか。

全般的な開示要求事項は、General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Disclosureと、Financialが挿入

されており、平仄を揃えることが望ましい。IN 1で、気候関連開示プロトタイプは、the identification, measurement and disclosure of 

climate-related financial informationに対する要求事項を定めたものとしていることから、タイトルにもFinancialを挿入しておくことで「名が体を現

わす」ことになる。

➢ IN5：“Climate change affects all economic sectors. However, the level and type of exposure and the current and 

anticipated effects of climate-related risks and opportunities on the assessment of enterprise value are likely to differ by 

sector, industry, geography, size and entity.”と記載があるとおり、気候変動は全ての経済活動に影響を与えるものの、その影響などはセクター

、産業などで異なることを認識しているので、後段の重大な気候関連のリスクと機会（significant climate-related risk and opportunities）とも

関連する点ではあるが、重大でなければ、企業にその理由を説明することを求める（Explain）を本箇所で明確化することが望ましいのではないか。

➢ IN７：Incorporation of TCFD is vital and must be defended. Adoption of TCFD has been particularly high in Japan, and this 

work should follow on. However, TCFD is focused on risk and opportunities. This disclosure may also cover critical areas 

such as emissions data and forward strategy (as below).（参考和訳）TCFDの導入は不可欠であるが、TCFDはリスクと機会に焦点を

当てており、本ISSB開示では排出量データやネットゼロに至るまでの移行計画のような重要な分野を前提として表記しうるのではないか。

➢ 気候関連開示プロトタイプの内容について、各要件の意図は理解できるが、実際に開示する際のイメージが付かないところが多数ある。各要件にガイダン

ス（指針、開示例、要求意図等の解説）を付記いただけると有難い。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

気候関連開示プロトタイプ全体に関するご意見【4/4】

（国内基準・制度との整合性に関するご意見）

➢ わが国の対応として、あくまでISSB基準は「ベースライン」であり、各国は「気候関連開示プロトタイプ」で求められているような項目については、最低限企業

に開示を求める必要性が考えられる。一方、金融庁金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループでは、有価証券報告書についてTCFDに沿った「ガバ

ナンス」や「リスク管理」といった定性的な開示を求める一方で、「戦略」や「指標と目標」といった定量的な開示を義務化することは難しいのではないかといっ

た意見も見られる。どこまで企業に対して開示を求めるのか、他の国に対して開示の質・量で見劣りすることがないように検討をする必要があるのではないか。

検討の際には、中小企業の負担なども踏まえ、別途の基準や指針の可能性も視野に入れるべきではないか（ISSB基準で規模別の基準を想定すること

も含む）。

➢ わが国の対応として、気候変動情報について、財務諸表と同じく1年ごとに同時に開示することを求めることが想定されるが、現在でも「サステナビリティ報告

書」や「統合報告書」は財務情報と比較して遅いタイミングで開示されている。有価証券報告書での気候変動情報の開示は必要であるとともに、他の報告

書を参照する場合には、時期のずれに注意が必要である。他の報告書を参照する場合は、①参照先の情報が更新された場合の扱いが不明瞭、②総覧

性に欠ける開示となり得る、③参照先の情報に対する監査の必要性などの課題も懸念される。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見

➢ 利用者については、「利用者による企業価値評価を支援」との表現があり、ステークホルダー一般ではなく投資家等を想定しているとみられるところ、この点

を堅持するようお願いしたい。

➢ 2.に「一般要求事項に従って気候関連開示を作成する際に本基準を適用する」とあるが、一般要求事項の位置づけが不明瞭である。

➢ 当該基準には既に起こった財務情報につながる開示をするとあるが、財務情報の実績には含まれないFuture cash flowにも言及されており、非財務

情報とも受け取れる。また、数値にエラーがあればMisstatementになるともあり、Future cash flowも予想をはずれるとエラーになるのか、監査されるべ

き数値などなのかなども情報がない。財務諸表の作成者・使用者両者にとって非常に不親切な基準である。

➢ 当該基準内でのEnterprise valueについて定義が明らかではない。もしEnterprise valueを短・中・長期的なfuture cash flowから計算されるとす

るならば、詳細な会計的な定義と数式（期間も指定したもの）を示した上で、その数式に影響する関連数値を開示対象・スコープとするべき。

➢ 例えば「 (1)水の総取水量、(2) ベースライン水ストレスが高い、または極めて高い地域における水消費量の割合」といった指標について、重要性があれ

ば開示要求の一部とされているが、どのような影響が財務諸表に与えられると重要性ありに該当するのか、判断できない。当該基準に従って作成開示す

る企業の対象範囲を明確に定めることをお願いしたい。

目的（1項、2項）

1. 本開示要求の目的は、気候関連のリスクと機会へのエクスポージャーに関する情報を開示するよう企業に要求することであり、それにより、
(a) 企業の一般目的財務報告の利用者は、気候関連リスクと機会が企業の財務状態、業績及びキャッシュフローに与える影響を判断することが可能にな

る。また、利用者が短・中・長期にわたる企業の将来キャッシュフローとその価値、時期及び確実性について評価することを支援し、それにより、利用者
による企業価値評価を支援する。

(b) 企業の一般目的財務報告の利用者は、経営者による資源の利用、それに伴うインプット、活動、アウトプット、及びアウトカムが、企業による気候関連
リスクと機会への対応とそれらの管理戦略をどのように支えているかについて、理解が可能になる。

(c) 企業の一般目的財務報告の利用者は、企業がその計画・ビジネスモデル・経営を気候関連リスクと機会に適応させる能力を評価することが可能にな
る。

2. 企業は、「IFRSサステナビリティ開示基準：サステナビリティ関連財務情報開示に関する一般要求事項」に従って気候関連開示を作成開示する際に、本
基準（案）を適用しなければならない。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見

➢ Scope should explicitly state forward planning, such as emissions data, together with net zero and pathway alignments. 
Both emissions, and transition plans are covered further in the document such as 13~15, but this important area warrants 
being highlighted in the scope section. This area allows users of general purpose financial reporting to understand the 
longer business strategy in this area, and the journey associated with that entity’s impact on the environment.

（参考和訳）スコープ（項番３）の箇所に、排出量データやネットゼロに至るまでの移行計画についても、言及してよいのではないか。本文書では、排出
量と移行計画の両方を詳しく取り上げていることから、この重要な領域は、本項番でも強調されるのがよいのではないか。この領域をレポートに記載することで、
読者はこの領域の長期的なビジネス戦略と、当該企業の環境への影響に関する見通しを理解できると考える。

範囲（3項）

３．本基準は以下に適用される。
(a) 企業がさらされる気候関連リスク（以下を含むが、以下に限定されない）
(i) 気候変動による物理的リスク（物理的リスク）
(ii) 低炭素経済への移行に伴うリスク（移行リスク）

(b) 企業が利用可能であり、企業が考慮した気候関連の機会

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見【1/2】

➢ 4全般：ガバナンスについて、サステナビリティ開示の主要な利用者には、従業員などが含まれるなど、一般目的財務報告が対象としている主要な利用者とは異なると考えられる。した

がって、一般目的財務報告の枠組みの中に、サステナビリティ財務情報を包含するという提案は機能しないのではないか。

➢ 4.(c)：「経営者の適切なスキルと能力」との記載について、気候変動関連だけの適切なスキルと能力を開示する必要があるのか、また、気候変動関連に対処するためのスキル、能力

とは具体的にどのような能力を指すのか、具体性に欠ける。気候関連開示の規程で特別に開示する項目ではないように感じる。

➢ 4.(c)：ガバナンス機関における「適切なスキルと能力」の考え方を整理する必要がある。

➢ 趣旨は理解。ただし、本開示目的の責任を果たすため、推奨される企業の体制つくりのガイドラインなどの提示を要望。

➢ 4.(f)：カッコ内、役員報酬への気候関連指標の組込みについて、気候関連指標の監督に実効性を持たせる趣旨は理解できるものの、報酬体系にまで踏み込むことはTCFDに向け

て各社が対応を進めている範囲を超えて企業の負担が大きい。慎重に取り扱われるべき。

ガバナンス（第4項）

4. 企業は、一般目的財務報告の利用者が、気候関連リスクと機会を監視・管理するために用いられるガバナンス・プロセス、統制及び手続きを理解できるよ
うな情報を開示しなければならない。

この目的を達成するために、企業は、気候関連のリスクと機会を監督するガバナンス機関（取締役会、委員会、又はガバナンスを担う同等の機関を含みう
る）と、気候関連のリスクと機会に関する経営者の役割について、説明を開示しなければならない。以下を含む。

(a) 気候関連のリスクと機会に責任を負う機関又は機関内の個人

(b) 気候関連のリスクと機会に関するその機関の責任が、付託条項、取締役会の権限及びその他の関連組織の方針にどのように反映されているか

(c) 気候関連のリスクと機会への対応を目的とした戦略を監督するために、適切なスキルと能力をどのように確保するか

(d) その機関及びその委員会（監査委員会、リスク委員会又はその他の委員会）が、気候関連事項及び関連する気候関連のリスクと機会について情
報を得るプロセスと頻度

(e) 企業の戦略、主要取引の決定、及びリスク管理方針を監督する際、その機関とその委員会が気候関連のリスクと機会をどのように考慮するか（トレー
ドオフの評価と不確実性に対する感度の分析を含む）

(f) その機関が、気候関連目標の設定をどのように監督し、目標に向けた進捗状況をどのように監視しているか（関連業績指標が報酬方針に組み込まれ
ているか、及びその方法を含む）

(g) 気候関連のリスクと機会の評価と管理における経営者の役割（例えば、気候関連の責任が特定の経営者レベルの役職や委員会に割り当てられてい
るかどうか、また、気候関連のリスクと機会を異なる社内機能間で検討・調整する方法を含む、気候関連事項を監視するために経営者が適切な管理
を行っているかどうか) 、及びその役割にある経営者を組織がどのように監督するかについての説明

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見【2/2】

➢ 4.(f)：「関連業績指標が報酬方針に組み込まれているか、及びその方法を含む」とあるが、報酬方針の組み込みは、監督・進捗状況監視の一つの手

段にすぎず、本指標の開示要件化には唐突感がある。

➢ 4: 「ガバナンスを負う者（Those charged with governance）」の定義が明示されていない。ガバナンス項目を開示するうえで、非常に重要な概念

であり、定義づけを検討いただきたい。

➢ 4：今後アジェンダコンサルテーションによって、気候変動以外のテーマについても順次開示基準が追加検討されると思われる。その際、気候変動関連のリ

スク・機会を監督するガバナンス体制とその他のイシューを監督する体制は概ね共通していると考えられる。そのため、ガバナンス・プロセスは共通項目として

格上げし、テーマ個別の対応状況のみ記載する形式を検討してはどうか。

➢ 4.(b):気候関連リスクと機会に関するガバナンス機関の責任が付託条項、取締役会の権限及びその他の方針にどのように反映されているか」という点に

関して、社内規程やマニュアル上盛り込む必要があるということか、それとも他に意図することがあるのか示してもらいたい。

➢ 4.(c):「気候関連リスクと機会への対応を目的とした企業戦略を監督するために、適切なスキルと能力をどのように確保するか」という点に関して、これはス

キルと能力を確保するプロセスの記載を求めているのか、それとも例えば、取締役のスキルマトリクスを提示することで適切な監督ができるようスキルと能力

のある人材を取締役として選任しているかがわかるように開示することを求めているのか、明確化してもらいたい

➢ 4.(e):「企業の戦略、主要取引の決定、及びリスク管理方針を監督する際、その機関とその委員会が気候関連リスクと機会をどのように考慮するか（トレードオフの評

価と不確実性に対する感度の分析を含む）」に関して、「トレードオフの評価と不確実性に対する感度の分析」について明確化して欲しい。

➢ 4.(f)：【ガバナンス】 “including whether and how related performance metrics are incorporated into remuneration policies”と

、関連業績指標が報酬方針に組み込まれているか、また、どのように組み込まれているかとあるが、具体的に踏み込み過ぎではないのか。報酬方針に組

み込むも、組み込まないも、ガバナンスとしての柔軟性をもたせ、企業の自主的な判断に任せたほうがよいのではないか。むしろ、企業に一律に求めるより

も、個々の企業の判断に任せたほうが、投資家としても企業のガバナンスの甲乙を判断するのに有用ではないか。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見【1/2】

➢ 戦略全般について、気候関連のリスクと機会に対処するための戦略を明確にしている企業が適切に評価されることを期待したい。そのため、戦略に関する開
示事項は、企業に前向きな開示を促すことを基本とし、過度に細分化した項目を義務付けることがないよう留意されたい。

➢ また、開示における機密情報の取り扱い、従来の財務報告で開示すべき事項との棲み分けなど、開示にあたり企業が判断に迷うような事項に関して指針
を設けることを検討されたい。

➢ 気候関連の影響の開示にあたっては、「報告期末」に限定せずに報告の時点を企業が柔軟に設定できるようにすべき。

(d) the impact of significant climate-related risks and opportunities on its financial position, financial performance and cash flows at the reporting 
period end, and the anticipated effects over the short, medium and long term (see paragraph 9); and

➢ また、一般目的財務報告の読者へのタイムリーな情報開示を可能とするため、開示対象の項目数は、マテリアリティを踏まえつつ、最小限に厳選すべき。

• 気候関連の情報の精度や報告頻度は多岐にわたるため、「報告期末」といった特定時点における財務への影響を整合的に分析・開示することは、技
術的に困難である。可能な限り財務報告と同等のタイムリーな報告を求めつつ、報告時期を「報告期末（the reporting period end）」と限定し
ないことで、企業側の開示準備作業の低減や平準化をはかるべき。

• また、ISSBプロトタイプで要求されている気候関連情報の開示を財務報告と同じスケジュールで準備することは、気候関連情報の複雑さや企業の限ら
れたリソースを踏まえると、不可能である。

➢ 移行リスクや各種物理リスクと機会を評価する際に、将来的な（2030年、2040年、2050年）炭素価格、電気価格、平均気温、洪水頻度、海面上
昇予測など、各種パラメーターを参照する必要があるが、元になるパラメーターが各社でばらつくことも予測され、また、海外の文献から抽出することも困難で
あるため、国内でまとめていただきたい。国内の参考パラメーターを整備いただけると、各企業ももっと積極的に将来的な財務インパクトをとらえることができ、
各社開示情報を客観的に相対比較する際も、精度が向上するのではないか。

戦略（第5項）

5. 企業は、一般目的財務報告の利用者が、気候関連のリスクと機会に対処するための戦略を理解することを可能にする情報(企業の評価を含む) を開示
しなければならない。

(a) 短・中・長期にわたりビジネスモデル、戦略及びキャッシュフローに影響を及ぼす可能性がある重大な気候関連のリスクと機会（パラグラフ6参照）
(b) 重大な気候関連のリスクと機会がビジネスモデルに与える影響(パラグラフ7参照)
(c) 重大な気候関連のリスクと機会が経営陣の戦略と意思決定に与える影響(パラグラフ8参照)
(d) 重大な気候関連のリスクと機会が報告期間末の財務状態、業績、キャッシュフローに及ぼす影響、及び短・中・長期にわたって予想される影響(パラグ

ラフ9参照)
(e) 気候変動の物理的影響及び低炭素経済への移行に関連する重大な気候関連リスクに対する企業戦略のレジリエンス(パラグラフ10参照)

気候プロトタイプ
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主な意見【2/2】

➢ 戦略について、「短期、中期又は長期」（short, medium or long term）とあり、これは企業自身が定義することになっている。一般目的財務報告作成以上に、企業に自
由度を持たせるとすれば、上位概念として現在検討中のサステナビリティ開示に関する概念のフレームワークと一般目的財務報告に関する概念フレームワークを一致させることは
難しいのではないか。 また、個々のサステナビリティ項目ごとに時間軸が異なることが想定されることを踏まえると、包括的な記載は難しいのではないか。

➢ 5.(a):「短期、中期又は長期にわたりビジネスモデル、戦略及びキャッシュフローに影響を及ぼす可能性がある重大な気候関連のリスクと機会」（the significant climate-
related risks and opportunities that it reasonably expects could affect its business model, strategy and cash flows over the short, medium 
or long term）について、TCFD提言では、リスク・機会の顕在化の不確実性を含む課題に対して、キャッシュフローを含む「財務的影響」の分析の必要性に言及している。業
種によってはその影響分析上の指標が必ずしもキャッシュフローとはならないケースもあると思料（銀行の場合は与信関係費用が親和性あり）

➢ 5.(e):シナリオ分析については実施負担に鑑みて、①サステナビリティ開示に係る重要性を踏まえる必要がある、②また、そのあり方についてはTCFDにおける「推奨される開示」と
異なり、義務的開示をどこまで求めるかについては慎重な議論が必要であり、各国の事情や各企業の業容に応じてコンプライ・オア・エクスプレインのようなアプローチも認める選択
肢もありうるのではないか、という意見があった。

➢ 5.(e):「重大な気候変動の物理的影響及び低炭素経済への移行に関連する重大な気候関連リスクに対する企業戦略のレジリエンス」という点に関して、P10のパラグラフ10．
「気候関連の重大なリスク（物理的リスク及び移行リスク）に対する企業戦略のレジリエンス分析の開示」、特に10(b)で求められる「分析の結果と、以下を含む、企業の財務
状態及び業績が、企業の短・中・長期にわたる戦略およびビジネスモデルのレジリエンスをどのように支えているかを示す評価」と記載内容の違いを明確に示してもらいたい（同じこ
とを求めているように思える）。

➢ “significant”の用語の意味についてサステナビリティ開示基準においても定義が必要と考える。

➢ 戦略全般：パラグラフ5においては、気候関連のリスクと機会(climate-related risk and opportunities)に係る情報開示とされているが、パラグラフ6～10では、重大な気
候関連のリスクと機会（significant climate-related risk and opportunities）に係る情報開示とされ、「重大な（significant）」の有無の違いある。他方、TCFDに
おいては、「重大な」という表記はされておらず、気候関連のリスクと機会で統一されている。これは、企業が気候関連のリスクと機会が、当該企業にとって重大なものではないと判
断した場合には、開示対応しなくてもよいと判断してよいか。むしろ、「重大な」の表記の有無により、開示対応の要否を判断できることは、以下の点から評価できるのではないか。

1. 全般的な開示要求事項プロトタイプとの整合性：全般的な開示要求事項プロトタイプにおいても「重大な」の表記の有無があり、気候変動対応プロトタイプと平仄が図れてい
る

2. 本プロトタイプのP1. IN5の説明との整合性：気候変動は全ての経済活動に影響を与えるものの、その影響などはセクター、産業などで異なる旨の説明との平仄

3. 金融審議会ディスクロージャーWGでの議論との整合性：ガバナンスとリスク管理は全ての上場企業に求め、「戦略」と「指標と目標」は、重要であると判断した企業に任意で開
示を求めるとの議論

4. プライム上場企業の実態に即している
プライム上場企業の多くが、改訂コーポレートガバナンスコードで求められたTCFD対応に悲鳴を上げている現状に鑑みみれば、現実的な落し所であり、出発点としては妥当 他
方、TCFDにおいては、「重大な」との表記はないことから、開示をしないことは、投資家にとっては開示水準が後退したと捉えられかねない。したがって、重大ではないと判断した
場合には、少なくともそう判断した理由を説明（explain）する必要があるのではないか。

➢ 5,6：短期、中期、長期の時間軸は企業が決定し、それを開示することとされているが、一定の目途がなければ特に長期についてはかなり幅が出てしまい、比較可能性が確保さ
れないことも想定される。

気候プロトタイプ



36

気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見【1/2】

➢ 短期・中期・長期にわたる影響を予測するのに必要な情報は膨大かつ不確実性が高く、タイムリーに監査を経て財務報告書に掲載することは困難。必要性が高い最小

限の情報に限定すべき。

➢ 「重大な気候関連リスクと機会を理解できるように情報開示しなければならない」との記載について、何を持って重大とすれば良いのか不明瞭。会社が重要性を判断する

ための基準を提示すべきではないか。基準が決めにくいのであれば、事例集のような形での提示を検討願いたい。

➢ 移行リスクについて：再生可能エネルギー転換や炭素税など法対応、事業運営コストは明確だが他業種に比して全体規模が小さいことから、他業種比較で相対的に、
「取り組み不足」との誤解を与えかねない。

➢ 物理的リスクについて：各地に点在する拠点・規模、リスクの程度など変数が多岐にわたり、台風・降雪など局地的な天候被害、大震災と海面上昇の相乗による浸水
被害、突発的な暖冬による消費行動の変化等といった定性的な事象を掲げることまでが限界で、それが及ぼすと合理的に予想される期間の説明等は不可能。突発的
な暖冬、天災（地震・台風）など物理的リスクをタイムラインで捕捉しそれを短期中期長期の戦略的計画に落とし込むことに難易度を感じる。

➢ 短期・中期・長期については、具体的な期間（もしくは例示）を設定した方が良い。

➢ 6.(b).短期・中期・長期の資本配分計画を立案することは不確実性が高いためリンクを説明するのも簡単ではない。必要性が高い情報に開示を限定すべき。

➢ 会社のキャッシュフローに影響を与えることが合理的に予想される、気候関連の重要なリスク及び機会について、その定義が各社異なる可能性が高い中で開示を義務化
すると、投資者等利用者にとって判断が困難となる開示が増えることが懸念される。

戦略（第6項）

6. 企業は、一般目的財務報告の利用者が、短・中・長期にわたって企業のビジネスモデル、戦略及びキャッシュフローに影響を与えることが合理的に予想される、重大な気
候関連のリスクと機会を理解できるような情報を開示しなければならない。具体的には、以下の情報を開示しなければならない。

(a) ビジネスモデル、戦略、キャッシュフローにプラスまたはマイナスの影響を与える可能性があると合理的に予想される気候関連のリスクと機会を特定するために実施され
ているプロセスの説明。

(b) 短・中・長期をどのように定義するか、及びその定義が企業の戦略的計画の範囲及び資本配分計画にどのように繋がっているか

(c) 重大な気候関連のリスク又は機会、及びそれらが企業に財務的影響を及ぼすと合理的に予想される期間の説明。

(d) 特定されたリスクは物理的リスクか、移行リスクか（例えば、サイクロンや洪水のような異常気象の深刻さの増大のような急性の物理的リスクや、海面上昇や平均気
温の上昇を含む慢性の物理的リスクが考えられる。移行リスクには、規制上、技術上、市場上、法律上または風評上のリスクが含まれうる。）

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
気候プロトタイプ

主な意見【2/2】

➢ An entity shall disclose information that enables users of general purpose financial reporting to understand the significant climate-
related risks and opportunities that are reasonably expected to affect the entity’s business model, strategy and cash flows over the 
short, medium or long term. Specifically, the entity shall disclose: 短期、中期、長期と、広い時間軸に言及している点は評価できる。他方、必ずしも
短期、中期の時間軸での評価は、長期の取組を阻害する可能性があることから、細則主義に陥ることなく、開示側の自主性に任せるべき。

➢ ６：TCFD提言内容と整合的であり違和感ない。むしろ、「短・中・長期」の定義などを求めるなど投資家とのミスコミュニケーションを回避できるような手当もなされている

印象がある。

➢ 6.(c)：気候関連のリスク又は機会が企業に財務的影響を及ぼす合理的な期間は予測の難易度が高く開示のハードルが高い可能性があるのではないか（TCFD提

言にも当該項目はない）。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見

➢ 7（バリューチェーンに係る開示項目）：違和感はないものの、「全般的な開示要求プロトタイプ」の報告企業の境界とも関連してくるものと思うが、バリューチェーンのどこまでを境界にし

ていくのか（連結対象先、関連会社先、それとも全体）という議論を行い、考え方なり、ガイドラインを提示する必要もあるのではないか。

➢ バリューチェーンについて、例えばGHGのScope3では購入した原材料に係るGHG排出といった形で、上流・下流を範囲とするのか、ISSBでいうバリューチェーンが上流、下流のどこまでを

念頭に置いているのか、明確にすべき。

➢ 7.(a)(b)：バリューチェーンに対する影響の記述が求められているが、「バリューチェーン」はバウンダリーとは異なると理解している。重要なサステナビリティ情報であり、比較可能性の向上

の観点から「バリューチェーン」について定義が必要ではないか。また、取引先の情報に関わることから、任意開示項目とするのが適切ではないか。

➢ 7.(b)：TCFD提言に沿った取り組み及び開示をするだけでも企業にとっては相当な負担である。プロトタイプはそれ以上の開示を求めるものであり、TCFD提言で示されている範囲内

の開示要求にとどめるべきと考える。

➢ 7.(b) ：バリューチェーン分析の結果を示すことになり、個社の取引先情報を提示することになる。社名を公表しなくても、サプライヤーの特定情報につながり、個社の技術を支えるサプ

ライヤー情報の開示にもつながる。また川下情報の開示においては、特定の取引におけるリスク開示になり、取引先との関係に影響を与える可能性がある。

➢ グローバルに多種多様なビジネスを展開している場合、対象となるリスクと機会は識別できたとしても、以下の点で懸念点が生じる。

1. 全てのビジネスに関連するリスクと機会を開示できないため、マテリアリティの考え方により、開示するビジネスを限定せざるを得ない。但し、その場合のマテリアリティの考え方について、

整理が必要と考える。具体的には、企業価値への影響という観点から企業価値を軸にマテリアリティを考慮するのか、もしくはGHG等の非財務情報の総量を軸とするのか、という点

で混乱が生じる可能性が高い。更に、非財務情報の中でも重要となる指標（GHG、エネルギー等）が複数存在する中で、どの指標（GHG、エネルギー等）を基に比較しマテリ

アリティを適用するのかについて、懸念がある。

2. (a)の「予想される影響」は将来予測情報であり、第三者保証を前提とした場合、保証すること自体が困難であるため保証の対象事項にそぐわないと考える。将来的に第三者保

証を求める際には、範囲を限定する必要があると考える。

➢ バリューチェーン中の気候に関連する重大なリスクまたは機会が集中している場合（例：地理的領域、施設または資産の種類、インプット、アウトプット、または流通チャネル）に具体的

に記載するのは、相手方の承認が必要となるため困難と思われる。

戦略（第7項）

7. 企業は、一般目的財務報告の利用者が、そのビジネスモデルに対して重大な気候関連のリスクと機会が与える影響の評価を理解することを可能にする情
報を開示しなければならない。具体的には、以下の情報を開示しなければならない。

(a) 製品の製造またはサービスのためのバリューチェーン（例：サプライチェーン、オペレーション、労働力、マーケティング及び流通チャネル）に対して重大な気
候関連のリスクと機会が与える現在の影響及び予想される影響の説明

(b) バリューチェーンのどこに、重大な気候関連のリスクと機会が集中しているか（例：地理的地域、施設又は資産の種類、調達、販売、流通チャネル)。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
戦略（第8項）

8. 企業は、一般目的財務報告の利用者が、重大な気候関連のリスクと機会が経営陣の戦略及び意思決定 (移行計画を含む) に与える影響の評価を理
解できるような情報を開示しなければならない。具体的には、企業は以下の情報を開示しなければならない。

(a)重大な気候関連のリスクと機会（以下を含む）への対応方法

i. 設定した気候関連目標をどのように達成するか（計画実施のための資金調達、目標の見直しプロセス、目標達成のためのカーボンオフセット利用の前
提条件（オフセットの最低品質又は認証の閾値を含む）

ii. 気候関連リスクの緩和・適応又は機会に関連した研究開発戦略をどのように進めているか

iii. 新技術を採用しているか

iv. 実施している直接的な適応・緩和策（例：労働力、原材料や製品仕様の変更、効率化策の導入）

v. 実施している間接的な適応・緩和策（例：顧客やサプライチェーン企業との協働、認証スキーム（木材やパーム油などの商品のサステナビリティについ
て認証を行う国際的に認められた制度）の活用など）

vi. 気候関連リスクの緩和の取組がオフセット戦略に依存する度合い、及びオフセット戦略の選択に影響を与える要因

(b) レガシー資産に関する計画と重要な前提条件は、炭素やエネルギー、水を大量に消費する事業を管理するための戦略と、炭素やエネルギー、水を大量に
消費する資産を廃止するための戦略を含む

(c) 第8項(a)及び第8項(b)に従って過去に開示された計画の進捗状況に関する定量的及び定性的な情報

(d) 重要な気候関連のリスクと機会が、企業の財務計画の意思決定にどのように含まれているか（例えば、投資決定や資金調達に関連して）

気候プロトタイプ

主な意見【1/3】

➢ 機会の提示について、機会は将来情報であり、不確かな見込み情報を開示することになる。また、企業間競争で戦略として開示できないものもあり、気

候関連開示プロトタイプで「開示しなければならない」との開示義務規定とするのは抵抗がある。将来情報ではなく事実に基づく開示義務にすべき。

➢ 8.(a) i、vi、8.(b)(c)(d)：TCFD提言に沿った取り組み及び開示をするだけでも企業にとっては相当な負担である。プロトタイプはそれ以上の開示を求

めるものであり、TCFD提言で示されている範囲内の開示要求にとどめるべき。

➢ 8.(a) ：「適応・緩和策」の記述がTCFD対比詳細に要求されている一方、同策に係る開示指針やプロトコル等は整備されていない状況に留意が必要。

ルールのみが先行し、実態が伴わない恐れあり。

➢ 8.(a)：i.で資金調達、ii. で研究開発戦略の開示を求めているが、資金調達や研究開発は重要な経営戦略であり、全てを開示できるものではない。

（11.(a)(b)も同様）
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
気候プロトタイプ

主な意見【2/3】

➢ 8.(a) ：カーボンオフセット利用の前提条件として最低品質又は認証の閾値を含むとの基準案となっているが、オフセットに用いられるカーボンクレジットには、①当事国間
の二重計上回避のための相当調整（Corresponding Adjustment）の行われていないボランタリーなものと、②二重計上回避が確保されているパリ協定6条2項な
いし同条4項に基づくものとがあり、これらを明確に区別した記載を求めるべき。パリ協定上の各国の削減義務（NDC）達成への充当の可不可に関連する可能性があ
り、この区分は開示情報として重要である。

➢ 8.(b) ：「レガシー資産」については、企業の戦略・計画だけでなく、「レガシー資産」の定義、それが重要なインフラとして規制下にあるか、早期廃止に対するインセンティ
ブを含め、事業環境に関する情報を、一般投資家に開示することを明示すべき。

【修正案】
(b) plans and critical assumptions for legacy assets, including but not restricted to:

(i) definition of legacy assets, including those designated by the national and regional policies,
(ii) strategies to manage operations vulnerable to significant climate-related risks, carbon- energy- and water-intensive operations,
(iii) whether it is a regulated critical infrastructure or service,
(iv) description of policies and other incentives for decommissioning and to decommission carbon- energy- and water-intensive of legacy assets.

【理由】

• 気候変動リスクの観点から「レガシー資産」に対する企業の戦略や廃止の計画を一般投資家に開示することの必要性は認識するが、ISSBプロトタイプの記述はエネ
ルギー安全保障や安定供給を支える上で不可欠な重要なインフラであっても、一律的な廃止が前提のように読める。特に、重要なインフラとして規制下にあるものにつ
いては、その旨を一般目的財務報告の読者に開示することを明記すべき。

• また、「レガシー資産」を一律に「carbon-, energy- and water-intensive」と定義することは、リスクの程度にかかわらずエネルギー安全保障や安定供給上重要
な資産の価値を毀損するリスクがある。あくまでも、気候リスク分析や政策上の定義にもとづいて、「レガシー資産」に該当するかどうかを判断すべき。特に、水リスクがマ
テリアルになるかどうかは立地地域に強く依存するので、一律に「water-intensive」と記載すべきでない。

➢ 8.(b) ：レガシー資産に関する計画と重要な前提条件の具体的な内容について補足情報が欲しい。炭素やエネルギー、水を大量に消費する事業として想定している
業種とは。

➢ 8.(b)：レガシー資産の定義は気候関連開示プロトタイプ:Appendix Aで「長期間にわたり企業の財政状態計算書に計上され、その後陳腐化した、あるいは当初の
価値のほとんどを失った資産のこと」とされている。このような資産は通常、減損損失が計上され、財政状態計算書に計上されていないことが想定される。このような項目に
ついて開示がなされることはサステナビリティ開示と財務会計の開示での不整合を招き、投資家を混乱させるおそれがある。当該項目については、強制開示とすべきではな
い。

➢ 8.(b)：「炭素やエネルギー、水を大量に消費する」を「炭素等の自然資本を」とし、炭素は別格としたうえで、範囲を広くすることで汎用性が高まると思慮。

➢ 8.(b)：レガシー資産の定義を明確にする必要がある。各国毎に異なり且つ明確になっていない政策が多いなか、それらの影響をどう考慮し説明すべきか、開示が困難
な面も多いと思料され、更なる詳細の検討が必要ではないか。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
気候プロトタイプ

主な意見【3/3】

➢ 8~10:全般的に「Shall disclose」とされ、TCFDの「recommend」の要求レベルと異なっている。特にシナリオ分析は、企業の開示負担を考慮し、気候関連のリスク
と機会による影響がマテリアルな場合に開示を求めるのでよいのでないか。あるいは、企業の状況に応じて「Comply or Explain」のアプローチも選択肢であり、議論が必
要ではないか。

➢ 8（重要なリスク・機会への対処方法に係る開示項目）TCFD提言と比べて開示要求項目が細かく多岐に及んでいる。各項目の必要性は理解できるものの、ここまで
の粒度で開示を求める必要があるのか。

➢ 8：重要なリスク・機会への対応とシナリオ分析の部分の戦略のレジリエンス評価の部分の関係性を整理する必要はないか。

➢ 8：「重大な気候関連リスクと機会が経営陣の戦略及び意思決定（移行計画を含む）に与える影響」に関して、「移行計画」は気候関連リスクへの対応として非常に
重要な情報と認識している。比較可能性の向上の観点から、移行計画の特徴や開示すべき要素を明確化するのがよいのではないか。

➢ 8.(a)(ⅱ):カーボンオフセット利用の前提条件（オフセットの最低品質又は認証の閾値）が分かりにくいことから、具体例があるとよいのではないか。

➢ 8.(a)(ⅲ):新技術については競争上の観点から開示が難しい場合もあり、実務上可能な範囲で可とすべきではないか（会計基準として開示が義務となると実務と合
わない）。

➢ 8.(a)(ⅳ):「気候関連リスクの緩和の取組がオフセット戦略に依存する度合い、及びオフセット戦略の選択に影響を与える要因」が意図するところを明確に示していただ
きたい。

➢ 8.(b):「レガシー資産」は「長期間に亘り企業の財政状態計算書に計上され、その後陳腐化した、あるいは当初の価値のほとんどを失った資産のこと」とされるが、会計上
は減損には至らないものの、シナリオ分析上中長期的に価値を失う恐れがある資産のことを指しているのか。「レガシー資産」の定義を明確化すべきである。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見【1/2】

➢ 機会の提示について、機会は将来情報であり、不確かな見込み情報を開示することになる。また、企業間競争で戦略として開示できないものもあり、気

候関連開示プロトタイプで「開示しなければならない」との開示義務規定とするのは抵抗がある。将来情報ではなく事実に基づく開示義務にすべき。【再

掲】

➢ 段階的開示を認めてほしい。特に財務影響は厳しい。TCFDでも段階的開示としている企業がほとんどである。

➢ 将来予測に関する財務インパクトについては、仮に外れたとしても「免責事項」という位置づけを明確にしておかないと、企業側も開示に足踏みするだろう。

➢ 9(c)：「重大な気候関連のリスクと機会」による「企業の業績が時間の経過とともにどのように変化すると予想」することは他の変化の要因との切り分けが

困難。さらにこれらを短・中・長期について定性的かつ定量的に示すことは更に難易度が高いと思われ短期間では対応できない。

➢ 「可能な場合は、気候変動による企業の財政状態・業績への影響を定量的に開示しなければならないと」とあるが、企業間の比較が可能で信頼性の高

い開示とするために、本規則には運用細則を設けて計算の前提や方法を統一していただきたい。

戦略（第9項）

9. 企業は、一般目的財務報告の利用者が、企業の当期末における財務状態・業績・キャッシュフローに対して重大な気候関連のリスクと機会が与える影響
及び短・中・長期にわたって予想される影響を理解できるような情報を開示しなければならない。具体的には、以下の項目について定性的かつ可能な場合
には定量的に開示しなければならない。

(a) 重大な気候関連のリスクと機会が、直近に報告された業績・財務状態・キャッシュフローにどのような影響を与えたか。

(b) 経営者は、重大な気候関連のリスクと機会に対応する戦略に沿って、企業の財務状態が時間の経過とともにどのように変化すると予想しているか。

(i) 企業の現在及び将来の資本配分計画と、それらが財務状態に与える影響(例：大型買収や売却、ジョイント・ベンチャー、事業転換、イノベーション、

新規事業分野、資産除却)

(ii) 戦略を実行するために計画された資金源

(c) 経営者は、重大な気候関連のリスクと機会（例：パリ協定に整合した低炭素経済向けの製品・サービスの収益やコストの増加、気候イベントによる資産

の物理的損害、気候変動への適応や緩和の総コスト）に対応する戦略を踏まえ、企業の業績が時間の経過とともにどのように変化すると予想しているか。

(d) 重大な気候関連のリスクと機会に関する企業の評価が、財務諸表における判断や見積もりの不確実性の原因にどのような影響を与えたか。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
気候プロトタイプ

主な意見【2/2】

➢ 9.(b)：TCFD提言を超えて、企業の将来計画や資金調達の開示を求めているが、義務化された場合、例えば以下のような悪影響を発生するリスクがあり、あくまで任意の開
示に留めるべき。

• 大型買収・売却について、事前に公開する場合、競合企業が案件の先取りを行うリスク
• 資金調達方法について、事前に公開する場合、調達環境に影響を与え、競争が激しくなることで調達コストが悪化するリスク

➢ 業績や財務状態に対する影響度、それに対する資本計画や資金調達について、定量的に推定するには「変数」が大きく、合理的でない。

➢ 「開示しなければならない」（原文shall）は、「開示すべきである」（should）で良いのではないか。TCFD提言における戦略の推奨開示内容 b)は、”Building on 
recommended disclosure (a), organizations should discuss how identified climate-related issues have affected their businesses, strategy, 
and financial planning.”となっており、他b)の記載においてもshallではなくshouldとされている。これと照らし合わせても、開示を必須とすることは、少し過剰なのではないか。

➢ 9.(b)(c)について：予想の基準を全企業一律で設けることが非現実的であり、「指標と目標」の項目内で重要と考える企業が個別に対応することが望ましい。

➢ 9.(d):戦略について、見積りの不確実性の発生要因に関して、IAS１号の規定を参照し、項目(d)を作成しているが、気候関連の開示に使用する数字の精度等は、監査を
前提とした厳格な見積りにもとづくものではない。したがって、不確実性の発生要因の開示などにフォーカスすると、作成者の幅広な開示意欲に水を差す可能性があることから、
項目（d）は削除すべきであると考える。

➢ 「企業の当期末における財務状態・業績・キャッシュフローに対して重大な気候関連のリスクと機会が与える影響及び短・中・長期にわたって予想される影響を理解できるような
情報を、定性的かつ可能な場合には定量的に開示」との事であるが、中長期に関しては財務に関して定性的、定量的の区別が困難で精度も低くなると思われる。比較的確実
性のある、一部分の情報のみを開示すれば良いという解釈であれば成立するかもしれない。

➢ 合理的な重大なリスク・機会の見える化が求められていると理解。グローバルもしくは国内において統一的な分析手法がない中で、各社手法を模索中。現状は特定のリサーチ

会社（MSCI/CVaR）の手法に依る事例やその研究が先行している状況であり、日本の金融・生保業界としてのパイロットが示されると、TCFD賛同数の増加のように、各社

の理解が進み、様々な好事例が生まれると思料。

➢ Specifically, the entity shall disclose qualitatively, and quantitatively when feasible: 定量開示は、しなければならないとされていながらも、可能な場合に

はと限定されている点、評価できる。

➢ 9:「重大な」気候関連のリスクと機会に関する開示が求められているが、ここでいう「重大」の定義を明確化するべきである。

➢ 9.(a):重大な気候関連リスクと機会が財務諸表に影響があった場合、仮に財務諸表やその注記で重要性の観点等から定量的な情報を出していなくても、気候関連開示プ

ロトタイプに基づく開示では定量的な情報が求められるのか。そうだとしたら、気候関連開示プロトタイプに基づく定量的な情報はどう正確性が担保されるのか。逆に、財務諸表

に影響を与えない程度の気候関連リスクと機会であれば、当該リスクと機会は「重大ではない」と考えてよいか。

➢ 9.(b):「経営者は、重大な気候関連リスクと機会に対応する企業戦略に沿って、企業の財務状態が時間の経過とともにどのように変化すると予想しているか」という点に関して

、（ⅰ）、（ⅱ）の項目で具体的な内容を記載するよう求められているように感じるが、機関決定されていない内容を記載するべきか、記載するとしたら、どこまでの具体性が

求められるのか。

➢ 9.(b)(i)資本配分計画、大型買収、等は公表済のものに限定すべきではないか（基準として開示が義務となると実務と合わない）。
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主な意見【1/2】

➢ 10.(a)：シナリオの情報源としていくつか例示があるが、引用例が多いIEAは毎年更新されるのに伴い、長期予測も都度変更が為される。プロトタイプは、

変更に合わせてシナリオ分析を都度実施する必要があるとも読めるが、戦略のレジリエンス分析（事業、戦略、財務等への長期的影響と耐性が要望さ

れているものと認識）の目的と合致しないのではないか。例えば2～3年ごとの見直し・更新も許容されるべきではないか。

➢ 10.(a) ：使用するシナリオについて、IEAネットゼロシナリオなどネットゼロのもののみが例示されているが、TCFDは2℃以下シナリオとしていることとの齟齬

があり、ネットゼロ以外のものも使用し得ることの確認・確保をお願いしたい。

戦略（第10項）

10. 企業は、気候関連の重大なリスク(物理的リスク及び移行リスク) に対する当該企業の戦略のレジリエンス分析を開示しなければならない。以下を含む。

(a) 以下を含む分析の実施方法

i. 多様な気候関連シナリオを比較したか、パリ協定と整合的なシナリオ、及び気候関連の物理的リスクの増大と整合的なシナリオを使用したか

ii. 評価に使用したシナリオと使用したシナリオの情報源（例：気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）ネットゼロ2050シナリオ、国際
エネルギー機関（IEA）ネットゼロ2050シナリオ、気候変動政府間パネル（IPCC）代表濃度経路（RCP）1.9 and 2.6)

iii. 選択したシナリオが、気候関連リスクと機会に対する自社のレジリエンスを評価するのに適切であると企業が考える理由の説明

iv. 分析が行われた期間

v. シナリオ分析に用いた情報（リスクの範囲：物理的リスクの対象範囲、事業展開地域等)

vi. 低炭素経済への移行が企業にどのような影響を与えるかについての経営者の仮定(企業が活動する地域の政策的仮定、マクロ経済の動向、エネル
ギー使用量とエネルギーミックス、技術的仮定を含む)

(b) 分析の結果と、以下を含む、企業の財務状態及び業績が、企業の短・中・長期にわたる戦略及びビジネスモデルのレジリエンスをどのように支えているかを
示す評価

i. 気候変動による物理的な混乱や気象パターンの慢性的な変化が生じた場合に、資産や投資がどのように調整されるか、又は、再配分、廃止、修復、
アップグレードに対して十分な柔軟性を備えているか

ii. 現在または計画されている低炭素代替物への投資(および投資全体に占める割合) 、労働力の再教育、気候変動の物理的影響に耐えられる資
本の柔軟性の程度

気候プロトタイプ
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気候プロトタイプ

主な意見【2/2】

➢ 10.(a)：レジリエンス分析のシナリオの情報源としてIEA等、特定機関の明示がなされているが、IFRS第13号「公正価値測定」68項では、「観察可能な市場の例と

しては、取引市場、ディーラー市場、ブローカー市場、相対市場などがある」と定められており、同じレベル感での記載が妥当と考えられることからプロトタイプに明示されて

いるような具体的なシナリオ名や、提示した機関や団体の特定は不要と考えられる。

➢ 10.(a):(ⅵ)は、TCFD提言の本則にない記載を今回追加されているものであるが、TCFD提言に追加することは現在の実務を混乱させる可能性があることから当面

は避けるべきではないか。 また、追加内容が「経営者の仮定」（management’s assumptions）とあるが、経営者の仮定は通常の見積もりとどのように異なるか

など、用語定義が必要ではないか。

➢ 10.(a):シナリオ分析については実施負担に鑑みて、①サステナビリティ開示に係る重要性を踏まえる必要がある、②また、そのあり方についてはTCFDにおける「推奨さ

れる開示」と異なり、義務的開示をどこまで求めるかについては慎重な議論が必要であり、各国の事情や各企業の業容に応じてコンプライ・オア・エクスプレインのようなア

プローチも認める選択肢もありうるのではないか、という意見があった。

➢ 10.(a):開示を求める実施方法の項目が明確になり違和感なし

➢ 採用する気候シナリオが企業任せだが、同業種内でばらつきがある場合に比較可能性に影響を及ぼさないか。財務的なインパクトを計算するのであれば、可能な限り

「同じシナリオ」で企業が算定した方が投資家サイドからみても良いと思われる。

➢ 10.(b) ：TCFD提言に沿った取り組み及び開示をするだけでも企業にとっては相当な負担である。プロトタイプはそれ以上の開示を求めるものであり、TCFD提言で示

されている範囲内の開示要求にとどめるべきと考える。

➢ 10.(b) ：「企業の財務状態及び業績が、短・中・長期にわたる戦略及びレジリエンスをどのように支えているかを示す評価を開示しなければならない」とあるが、この

「評価」も、可能な場合は定量的に開示しなければならないのか。もし定量的な開示が必要な場合は、会社間の比較が可能で信頼性の高い開示とするために、本規

則には運用細則を設けて計算の前提や方法を統一していただきたい。

➢ An entity shall disclose an analysis of the resilience of the entity’s strategy to significant climate-related risks (physical and 

transition), including: どのシナリオを利用するかについては自主性に任せている点は評価できる。ただし、ビジネスへの影響度合いによっては、開示のレベル感は異

なることは許容すべき。

➢ 重要な気候関連のリスク（物理的及び移行リスク）に対する企業の戦略のレジリエンスに関する分析（an analysis of the resilience of the entity’s 

strategy to significant climate-related risks (physical and transition)）について、財務諸表におけるIFRS7号の感応度分析と想定しているものが異な

るのではないか。

➢ 金利、為替が動いた場合に金融商品の時価のVaR（Value at Risk）がどのように動くかというのが感応度分析であるが、TCFD提言で求められているのは、企業が

もっとも適切と考えたシナリオに則ってリスク量を算出しているだけであり、財務諸表と同様の整理を行うことに違和感がある。

➢ “Resilience analysis” と “scenario analysis”が、IFRS7.128における感応度分析とどのように異なるかを明確化されたい。
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主な意見

➢ 11.(b) ii.：他の種類のリスクを分析しない限り比較できないと思われるため、開示を必須（shall disclose）とする項目として妥当か改めて検討が必

要。

➢ 11.(b) ii.：「他の種類のリスクと比較して、どのように気候関連リスクを優先するか（科学的根拠に基づくリスク評価ツール、その他の情報源の使用を含

む）」とあるが、気候関連リスクを優先させるかどうかは、個社が判断することであって、プロトタイプで指示するものではないと思料

➢ 11.(a)(b)：リスクの特定プロセス、およびその重要性の評価プロセスの開示を求めているが、これらは各企業の経営戦略の前提となるものであり、全てを

開示できるものではない（8.(a)も同様）。「戦略」「指標と目標」の項目を中心に、開示と経営戦略の機密維持とのバランスが問われる事項があるため、

この点について企業が参照できるガイドラインがあると望ましい。

➢ リスク管理について、企業が気候関連リスクの重要性を考えるうえで、TCFD提言では他のリスクとの比較である相対的重要性を求めており、絶対的重要

性ではない。相対的という文言が必要なのではないか。

➢ TCFD提言と整合的であり違和感ない。むしろ、リスクの特定プロセス⇒重要性の評価プロセス⇒リスク管理・軽減方法⇒全体的なリスク管理プロセスと

の統合と、順を追って整理されて記載されていて分かりやすくなっている。

戦略（第11項）

11. 企業は、一般目的財務報告の利用者が、気候関連リスクがどのように特定、評価、管理、軽減され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。この目的を達成するために、企業は次の事項を記述しなければならない。

(a) 気候関連リスクの特定プロセス

(b) 気候関連リスクの重要性を評価するプロセス（以下を含む）

i. 当該リスクの可能性と影響をどのように判断するか(使用される定性的要因や定量的閾値など)

ii. 他の種類のリスクと比較して、どのように気候関連リスクを優先するか（科学的根拠に基づくリスク評価ツール、その他の情報源の使用を含む）

iii.どの重要な入力パラメータを使用するか(例えば、データ・ソース、対象業務の範囲、前提条件で使用される詳細レベルなど)

iv.以前の報告期間と比較して使用プロセスが変更されたかどうか

(c) 重要な気候関連リスクごとに、関連する政策を含め、リスクがどのように監視、管理、軽減されているかを理解するための情報

(d) これらの気候関連リスクの特定、評価及び管理プロセスが、企業の全体的なリスク管理プロセスにどの程度、どのように統合されているか。

気候プロトタイプ
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見【1/2】

➢ 開示媒体は「一般目的財務報告」（日本での有価証券報告書）に全ての情報を掲載することを求めているが、有価証券報告書では、法的に確度が担保できない

ものを掲載することは訴訟リスクがあるため難しい。例えば「業種横断的指標」の移行リスク、物理リスクにおける、量的開示、金額の情報を推定で開示することは困難

である。前提条件が一致しない中、こうした推定に基づく数字を開示することには意味がない。

➢ また、資本展開についても、内部で気候変動向けか否かの切り分けが、手法的に定まっていないものもある。法的訴訟がなくても、グリーンウォッシュとして非難される可

能性もある。気候変動対策に寄与しているかどうかの情報は、事業ごと、個社ごとに異なるため、投資家と企業側の丁寧な対話が必要。対話の活発化のためには、あ

る程度自由な情報開示が必要である。これらの項目は義務開示ではなく、任意開示項目とし、開示場所も、サステナビリティレポートのような任意開示の媒体を念頭

にすべき。

➢ Appendix Bに提供された業種別指標について、その業種の分け方および開示項目としている指標は、SASBスタンダードをベースとしている。SASBは複数あるサステ

ナビリティ開示基準の一つであり、その内容について国際的な合意形成を経て作成されたものではない。そのため今回提案されている多くの指標が、「企業の気候変動

に関するリスクと機会に関するパフォーマンスを理解する」というサステナビリティ開示の国際基準を策定する目的に照らして合致しない。また提案の業種ごとの指標は、

同業種であってもビジネスモデルによって気候変動による影響の度合いやリスクや機会の大きさが異なることを反映できていない。

➢ 全業種に共通の指標のみを定め、各企業にとって重要な指標は、開示が要求される「重要性」の基準を明示することにより、開示企業が判断すべきと考える。もし業

種別の指標を示すことを必須条件とするのであれば、既存の基準をベースとするのではなく、ゼロベースでまず適切な業種分類についての提案と議論をした上で、業種ご

とに事業会社と開示情報の使用者からなるエキスパートグループなどを形成してドラフトをするべき。

➢ グローバルに多種多様なビジネスを展開している場合、12項(b)の情報については、該当する業種が多数あり、開示すべき情報が多量となる懸念がある。複数のビジ

ネスを展開している企業において、12項(b)の取り扱いに関するガイダンスがあることが望ましい。

➢ ESGデータベンダーの重要性の高まりを鑑み、ESGデータベンダーの使い方（使用しているベンダー、更新頻度、参照データ項目等）についての言及も検討してはどう

か。

指標と目標（第12項）

12 企業は、一般目的の財務報告の利用者が、重要な気候変動リスクと機会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。この目的を達成するため、企業は以下を開示しなければならない。

(a)業種横断指標（パラグラフ13参照）

(b)業種別指標（Appendix B参照）

(c)気候変動リスクの軽減や適応、気候変動機会の最大化のために経営者が設定した目標。

(d) 第12項(c)で特定された目標に向けた進捗を測定するために、取締役会または経営陣が使用するその他の主要業績評価指標。

気候プロトタイプ
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主な意見【2/2】

➢ 12:【指標と目標】パラグラフ5～10の「戦略」と同様、「指標と目標」においても、重大な気候関連リスクと機会（significant climate-related risk and 
opportunities）とされていることから、パラグラフ5～10で提起した論点が当てはまるのではないか。他方、TCFDとの比較で言えば、すべからく企業にScope１ & ２の
GHG排出量開示を求め、Socpe3のGHG排出量開示も推奨していることに鑑みれば、ISSB基準においても、すべからくScope １ & ２のGHG排出量開示を求めつ
つ、Scope３のGHG排出量開示も推奨した上で、重大な気候関連リスクと機会と判断した企業については、パラグラフ12にある開示を求めるという整理も想定されるの
ではないか。

【案】 企業は、一般目的の財務報告の利用者が、気候変動リスクと機会の管理に関する企業のパフォーマンスを理解出来るようScope１ & ２のGHG排出量を開示し
なければならず、Scope３のGHG排出量についても開示を推奨する。

なお、重大な気候変動リスクと機会である場合には、この目的を達成するため、企業は以下を開示しなければならない。 以下は、プロトタイプと同様の表記を踏襲

➢ 12：【業種別指標】過度に定量指標重視とならないよう、すなわち、定量指標も定性情報（記述情報）とのバランスあってこそ、投資家とのコミュニケーション、並びに

投資判断に資するということを記載することが望ましいのではないか。

➢ 12.(a)(b):「指標」については、業種横断指標と業種別指標の２種類が挙げられているが、個々の企業に特有の「個社指標」を加える必要はないのか。また、「個社

指標」を設定するに際しては、業種横断指標、業種別指標以外で、個社特有の指標がある場合にはと付記することで、企業側に一律に要求するものではないことを

明確にすべきと考える。

➢ 12.(c)(d):「一般開示要求事項プロトタイプ」と「気候関連プロトタイプ」の首尾一貫性を確保すべきと考える。例えば、前者37項ではgovernance body or 

bodiesという用語が使用され、後者12項(c)､(d)では、board or managementという用語が使用されている。

➢ 12.(c):「気候変動リスクの軽減や適応、気候変動機会の最大化のために必要に応じて経営者が設定する目標」は、12(a)と12 (b)で示された指標の中から、経営

者が設定する目標ということなのか。

➢ 12.(c)で経営者が設定した目標が、12 (a)と12 (b)の指標をベースにしないということも有りうると想定されるが、そもそも重要だということで12 (a)と12 (b)の指標の

開示を求めることの必要性は何なのか。指標と目標が対照しあうように表記を修正するのが望ましいのではないか。

➢ 12.(d)：12 (c)で経営者が定めた目標の進捗を測定するための「その他の主要業績評価指標」の具体的なイメージが湧かないので、どのような「その他の主要業績

評価指標」が想定されるのかをガイドラインなどで示す必要あるのではないか。また、具体的な想定が無いのであれば、12 (d)は削除してもよいのではないか。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見

主な意見【1/5】

➢ 気候関連への影響は企業毎に異なり、その対応のアプローチも様々であることから、個々の企業が適切だと考える指標を交え、「戦略」をナラティブに説明

することが、情報の利用者にとっても有用と考える。企業戦略のダイナミズムが確保されるよう、個々の企業が、指標の選択を含め情報開示の創意工夫

を行えるよう、留意されたい。

➢ (a)～(g)の項目について、開示の基準が明確になっていない。直接的に仮訳を解釈すると、開示の方法は全て定量的な開示を要求しているように読み

取れるがこのレベルの開示は現状では非常に厳しい。時間的な猶予（数年）は必要。業種別のプロトタイプのレベルの方が開示のレベルが低いと思われ、

業種別のプロトタイプレベルでの開示を要望。

指標と目標（第13・14項）

13 企業は、以下の業種横断的な指標を開示しなければならない。

(a) 温室効果ガス排出量：温室効果ガスプロトコルに準拠し、Scope1、Scope2、Scope3の総排出量をCO2換算トン数で表したもの、及び排出量原
単位。

(b) 移行リスク：移行リスクに対して脆弱な資産または事業活動の量と割合。

(c) 物理的リスク：物理的リスクに対して脆弱な資産または事業活動の量と割合。

(d) 気候変動に関連する機会：気候変動に関連する機会に沿った収入、資産、その他の事業活動の割合（金額または割合で表示される）。

(e) 資本展開：気候変動リスクと機会に対して投入された資本支出、融資、投資の額で、報告通貨で表示される。

(f) 内部炭素価格：企業が内部で使用する温室効果ガス排出量1トンあたりの価格。企業が意思決定（例えば、投資決定、移転価格、シナリオ分析）
において炭素価格をどのように適用しているかを含め、二酸化炭素換算量1トンあたり報告通貨で表示される。

(g) 報酬：当期において気候変動による影響を受けた経営幹部の報酬の割合（パラグラフ4(f)も参照）、報告通貨による割合、重み付け、説明、金額で
表される。

14 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。例えば、オンライン小売業者は、
顧客に販売する製品の出荷物流のために報告企業が購入した第三者の輸送・流通サービスから生じる温室効果ガス排出に関連するリスクや機会にさら
されている可能性がある。小売業者は、そのような排出量に関する情報が、一般目的の財務報告書の利用者がその企業価値を評価する上で重要であ
ると判断することができる。従って、小売業者はScope3の温室効果ガス排出量の決定に、サプライチェーン内の事業者から提供された排出量情報がどの
ように含まれたかを説明することになる。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
主な意見【2/5】

➢ 本算定において、以下を明確に示すべき

① 算定範囲は連結のみか、関連会社も含むのか

② GHG種類・排出係数、算定方法は省エネ法、温対法、GHGプロトコルが、排出ガスのすべてを含むのであれば、排出量による足切りの設定可否、報告時期の緩和措置などを織り込むべき

➢ 13.(a)：「Scope3排出量」の開示が義務となっているが、現時点で対応が難しい指標であり、努力義務と位置付けてほしい。

➢ 13.(a)：スコープ3の算定は自主活動であり、算定対象や排出係数は算定者の自由な選択に委ねられている。また排出係数は産業統計から導出されるものを使用するのが一般的である。プロトタイプが

義務的になる場合、算定値にある程度の精度が求められると推察するが、このような排出係数による算定値に意義があるのか疑問。または、事業活動実態に即した算定値が求められるのであれば、サプラ

イチェーン内各社に実排出係数の確認が必要になり、負担が大きい。

➢ 13.(a)：Scope3については、原理的に業種によって把握しきれない場合があるので、Scope１、２と一律に規定はしないでいただきたい。

➢ 13.(a)：温室効果ガス排出量については、GHGプロトコールに従ったScope 1～3の開示を求める内容となっているが、カーボンクレジットについての記載も求めるべき（CDPではScope 1～3に加え、別

項でクレジットについて開示要求がある）。ただし、この項においても、ボランタリーなものと、二重計上回避が確保されているパリ協定6条2項ないし同4項に基づくものとを区別した記載が必要。

➢ 13.(a)：業種横断指標として排出量原単位があるが、コングロマリット企業においては、配下の事業によってさまざまな分母が考えられるので、一律の指標にするのは困難。また、CO2排出量の計算方法

の開示は、合意するが、CO2排出量原単位の開示は、各企業での購入データや、一次データから積み上げた苦労があるデータであるため、公開するハードルが高い。CO2排出原単位の公開ではなく、何を

用いているのかという引用や説明への変更を希望。

➢ 13.(a)：当パラグラフではScope1、2、3排出量が並列的に記載されているが、こちらについてもマテリアリティの適用が徹底されるべきである。TCFD提言(Implementing the Recommendations 

of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures 2021)の注釈33ではScope3が自社にとって重要か否かの判断についてSBTi(Science Based Targets initiative)における

40%の閾値の議論を参照する旨の記載がされていた。当プロトタイプにおいてもScope3の開示についてマテリアリティの適用がある旨の明示及び具体的な参照基準の明記が必要と考える。

➢ 13：“vulnerable assets”という用語について追加のガイダンスが必要と考える。

➢ 13：気候変動のリスク・機会に関する指標・目標の進捗に加え、変更があった場合にはその旨と理由の開示を求めるべきではないか。

➢ 13：Scope３の開示が必須となっているが、Scope３に関しては計算方法や対象範囲に関して国際的にも合意形成がなされる過渡期となっており、開示について猶予を求めることは出来ないのか。具体

的には、TCFDガイダンスで参照されている、SBTの判断基準などが参考になる。

➢ 13.(a)：スコープ3の排出量の開示については、TCFDにおける「推奨される開示」と異なり、義務的開示まで求めるかどうかについては慎重な議論が必要であり、各国の事情や各企業の業容に応じてコン

プライ・オア・エクスプレインのようなアプローチも認める選択肢もありうるのではないか、という意見があった。

➢ 13.(a)：Scope3 の開示にあたり、業種横断的な簡便な算出基準を策定いただきたい。

➢ 13.(a)：Scope3 排出量の算定において、自社のカウントが他社と重複するケースがある。現時点では特に明確なガイドラインがないと理解しているが、今後議論を進めていく中で整理していただきたい。

➢ 13.(a) において、採用する排出量原単位が開示企業ごとに異なることで温室効果ガス排出量の比較可能性が確保できなくなることや、Scope3の総排出量を排出量原単位で開示することで開示企業

に過大な業務負荷が発生することを懸念。排出量原単位に関する詳細な記載があることが望ましいと思料。

➢ 13.(a)では温室効果ガス排出について、スコープ3を含む総排出量並びに排出原単位を開示しなければならないとあるが、スコープ3の計測にはデータ上・計測手法上の課題があり、現状推計に依拠して

算定される場合が多く、正確性の担保が十分できない懸念がある。

➢ 13.(a)において「GHGプロトコルに準拠し」（in accordance with the Greenhouse Gas Protocol）とあるが、外部の団体が策定する基準を参照しているものの更新に対してどのように対応するの

か。 ・なお、IFRS財団以外が算出ロジックを決めている指標を参照する場合には、将来的な計算方法の変更はISSBの認可が必要とする、あるいは、計算式は外部に委ねるなどなんらかの工夫が必要な

のではないか。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
主な意見【3/5】

➢ 13.(b)(c)：「脆弱な資産または事業活動の量と割合」については、脆弱とは何と比べて、どんな指標で、など具体的な評価が困難。削除するか、任意の開示にしていただきたい。

➢ 13.(b)(c) ：「リスクに対して脆弱な資産または事業活動」の定義、並びに、リスクに対して脆弱な資産等の「量と割合」の算出方法を運用細則の中で示していただきたい。

➢ 13.(b)(c) ：移行リスク、物理的リスクに対して脆弱な資産または事業活動の量と割合の開示を求めている。これらの項目は現時点では社会全体として大幅な仮定を置かなければ見積・算定が困難な

状況であり、個社レベルで開示を強制されても責任を持てる値にはなり得ない。開示を受けた投資家側も個社に対する評価の混乱につながり、企業価値に根拠のない影響を与えてしまうおそれがある。当

該項目については、強制開示とすべきではない。

➢ 13.(b)(c) ：(b)移行リスクと(c)物理リスクそれぞれのリスクにおける「脆弱な資産または事業活動の量と割合」は、現時点で開示義務とすることは時期尚早であり、また、比較可能性も低いと思慮。

➢ 13.(d)：「気候変動リスクと機会に対して投入された資本支出、投資の額」の定義を運用細則の中で示していただきたい。

➢ 13.(d)：気候変動に関する機会の収入、資産を金額で開示することは難しい。

➢ 13.(d)：気候関連が自動車業界に影響を与える要因は複合的で多岐にわたるため線引きが非常に困難。気候関連の割合を定量的に開示することは困難だと思われる

➢ 13.(e)：気候関連が自動車業界に影響を与える要因は複合的で多岐にわたるため線引きが非常に困難。気候関連の割合を定量的に開示することは困難だと思われる

➢ 13.(d)(e) ：あるサービスや商品は気候変動だけの理由により収入を得ているわけではないため、気候変動の要素だけで収入、資本支出、融資、投資の額を正しく算定することは難しい。（気候変動リ

スクと機会に関連した資本支出と融資額と投資の額に分類することが難しい）

➢ 13.(d)(e)：「気候変動に関連する機会に沿った収入、資産、その他の事業活動の割合」とあるが、多くの事業活動は、何らかの形で直接的・間接的に「機会」と結びつけることが出来る。個社の考え方

でいくらでも膨らませることが可能なため、削除するか、任意の開示としていただきたい。

➢ 13.(f)：「内部炭素価格」は、日本では法規制などの基準がないため、企業内でいかようにも設定ができる。また、投資判断も名目として炭素価格を加えることが出来るが、実際の判断がどこまで実効性

をもってなされているかは表に出てこない。安易な公表は投資家に誤った判断をさせる可能性が有るので、削除するか、任意の開示としていただきたい。

➢ 13.(f)：炭素価格の大小が企業評価に影響するか、もしくは活用方法が重要視されるのか。

➢ 13.(f)：内部炭素価格の具体的な金額の開示は重要なコスト情報の露呈にも繋がるため、関係するステークホルダーとの利害調整が必要となる。このような項目の開示による企業評価を優先するか、

非開示によるコスト情報関連のステークホルダーの立場を優先するかは、各企業の判断にゆだねるべきであり強制開示とすべきではない。

➢ 13.(f)：内部炭素価格について、内部で活用するシャドープライスについては、開示を義務化せず任意開示としていただきたい。

➢ 13.(f)：インターナルカーボンプライシングはまだ導入している企業の割合も少なく、開示義務にすることには無理がある。

➢ 13.(f)：内部炭素価格は、大規模な省エネの設備投資が必要なメーカーなどで先行して導入されている仕組みであり、排出量自体が相対的に少ない生命保険業界にとって開示の意義は薄いものと思

料。

➢ 13.(f)：内部炭素価格を業種横断指標とするのは、too muchではないか。

➢ 13.(f)：内部炭素価格の開示については、多くの未導入企業の開示は難しいと考えられることから、内部炭素価格を導入している場合に限定してはどうか。

➢ 13.(g)：気候変動が及ぼす事業への影響を特定の経営幹部まで遡及し把握することは極めて困難なため除外を要望。

➢ 13.(g)：株主に対する責任は、株主総会で株主から選任された取締役が負うべきであるため、経営幹部の報酬（executive management remuneration）ではなく、取締役員の報酬（board 

members remuneration）とすべき。

➢ 13.(g)：「気候変動による影響を受けた経営幹部の報酬」とはいかなる報酬を意味するのか定義を運用細則の中で明確に示していただきたい。

➢ 13.(g)：業種によって影響度の異なる気候関連の考慮事項の影響の一律の定量評価することは困難であり、定性的開示を含めて検討すべきと思われる

➢ 13.(g)：経営幹部の報酬に気候変動対応を考慮しないケースも多くあると考えられることから、経営幹部報酬に気候変動対応を考慮しているケースに限定してはどうか。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
主な意見【4/5】

➢ 13.(g)：役員報酬への気候関連指標の組込みについて、気候関連指標の監督に実効性を持たせる趣旨は理解できるものの、報酬体系にまで踏み込むことはTCFDに向け

て各社が対応を進めている範囲を超えて企業の負担が大きい。慎重に取り扱われるべき。

➢ 13.(g)：経営幹部の用語の定義が曖昧なので、明確化していただたい（取締役、役員等）。

➢ 一般投資家の情報ニーズを満たす目的と情報開示業務の効率を踏まえ、「cross-industry metrics」の開示は、TCFD開示ガイドライン（2021年10月改訂版）と同じ

く、マテリアルな気候関連リスクに限定すべき。

【修正案】

13 An entity shall disclose the following cross-industry metrics, where relevant:
(a) greenhouse gas emissions—in terms of absolute gross Scope 1, Scope 2 and Scope 3, expressed as metric tonnes of CO2 equivalent, in accordance with the 

Greenhouse Gas Protocol, and emissions intensity;
(b) transition risks—the amount and percentage of assets or business activities vulnerable to significant climate-related transition risks;
(c) physical risks—the amount and percentage of assets or business activities vulnerable to significant climate-related physical risks;
(d) climate-related opportunities—the proportion of revenue, assets or other business activities aligned with significant climate-related opportunities, expressed as an 

amount or as a percentage;
(e) capital deployment—the amount of capital expenditure, financing or investment deployed toward significant climate-related risks and opportunities, expressed in 

the reporting currency;
(f) internal carbon prices—the price for each metric tonne of greenhouse gas emissions used internally by an entity, including how the entity is applying the carbon 

price in decision-making (for example, investment decisions, transfer pricing, and scenario analysis), expressed in the reporting currency per metric tonne of CO2 
equivalent; and

(g) remuneration—the proportion of executive management remuneration affected by climate-related considerations in the current period (also see paragraph 4(f)), 
expressed in a percentage, weighting, description or amount in reporting currency.

An entity shall disclose absolute Scope 1 and Scope 2 emissions, independent to materiality assessment. An entity shall consider disclosing all of the other metrices 
subject to materiality assessment in light with Clause 1.

【理由】

• パラ1は本スタンダードの目的を、企業の財務戦略や業績等に対する気候変動関連のリスク・機会の影響を、一般目的財務報告の利用者が判断することを可能にするも
のと定めており、財務的にマテリアルな情報の開示が求められている。一方で、パラ13では、リスク（transition risk, physical risk）や機会（opportunity）を財務
的にマテリアルものと明確に定義していないため、企業による開示に差が生じて一般投資家をミスリードする恐れがある。

• 例えば、安定供給上必要な資産のうち財務的にマテリアルとは言えないものがリスクに区分して開示された場合、それらの資産に対する資本コストやリスクプレミアムの増加に
よる収益性の悪化から、安定供給を維持する上で十分な投資が行われなくなるリスクがある。
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気候関連開示プロトタイプに関する主な意見
主な意見【5/5】

➢ 13(f)(g)：(f) internal carbon prices/the price for each metric tonne of greenhouse gas emissions used internally by an entity, including how 

the entity is applying the carbon price in decision-making (for example, investment decisions, transfer pricing, and scenario analysis), expressed in 

the reporting currency per metric tonne of CO2 equivalent; and (g) remuneration/the proportion of executive management remuneration affected 

by climate-related considerations in the current period (also see paragraph 4(f)), expressed in a percentage, weighting, description or amount 

in reporting currency. ICP、報酬の定量開示までを強制とするのは時期尚早ではないか。

➢ 14:「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。（以下、省略）」とあるが、スコープ3に

ついては同一業種であったとしてもビジネスモデルによって各カテゴリーにおけるマテリアリティが企業毎に異なることがあり得る。また、活動の全てを追跡・特定し、説明する

ことは容易でなく、開示会社によって説明の粒度が異なることも予想される。開示企業が膨大な作業を行う一方で、比較可能性が伴わないことで、「開示したものの活

用されない」「開示のための開示なる」という結果になることを懸念。開示を推進するためには、開示内容の活用方法といった開示企業に開示の意義を示す記載が必

要と思料。

➢ 14：スコープ3の温室効果ガス排出量については、一定の精度で把握できる業者の方が少ないと考えられることから、把握のために、より簡便的な手法・仕組みの開発が望ま

れる。

➢ 14：【Scope3の開示対象の境界】 財務報告と同じ境界（Boundary）で開示を求めるのか否かについても要検討。同一にすることで、財務報告の一貫性・関連性が明

確化する一方で、重要ではないと企業が考える事業や会社まで対象に含めて開示対象とする必要があるのかという「重要性」の視点も考慮する必要があるのではないか。

➢ 14:：スコープ３の開示は重要である一方で、小規模な上場企業においてはハードルが高いと考えることから、スコープ３の割合が高い場合等に限定してはどうか。

➢ 14：The biggest challenge for Scope 3 will be in the provision of consistent reference data, where scope 3 coverage may increase over 

time, rendering the actual published data incomparable one year to the next. To the extent that coverage changes, the disclosures should 

try to include prior year comparisons on the same coverage measure.（参考和訳）スコープ３の課題は、カバレッジの共通したデータの提供にあると考える。

スコープ３の対象範囲は時間の経過とともに増加し、前年度に公開されたデータが翌年と比較出来なくなる可能性がある。カバレッジが変化する場合は、前年度と同じカバレッ

ジでの計測結果を開示に含めるべきよう努めるべきである。

• 14：バリュー・チェーン全体をカバーしたスコープ３排出量開示がISSBにより強制かつ最低限の開示要求事項となることは、ビルディングブロック・アプローチ適用上多くの地域・

法域において最低限の要求事項となる。特に金融業界（GHGプロトコル・スコープ３カテゴリー15）においては、データ不足となる場面がある。ISSBはカテゴリー15について段

階的アプローチを採用すべきと考える。例えばPCAFは2026年に完全導入する段階的アプローチを示している。

https://carbonaccountingfinancials.com/files/downloads/PCAF-Global-GHG-Standard.pdf

気候プロトタイプ
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➢ 15.TCFD対応を進めている開示企業にとっても新たに開示すべき事項が多く、多くの追加作業が生じることが予測される。最初から全ての事項の開示を求めるのではなく、段階的にス

テップを踏みながら開示する方が企業の対応もスムーズと思料。

➢ 15.(c)(d)：設定した目標が、「科学的根拠に基づいたもの」か、「部門別脱炭素化アプローチを用いて導いたもの」か、を企業が判定するのは難しい。各社が対応できるような運用ガ

イダンスを提示いただきたい。（部門別炭素アプローチなどは、一般的にSBT イニシアチブの参照が想定されるが、SBTi 参照が当然との流れになるのではなく、別に参照できるガイダン

スがあるべき。）

➢ 15.(h)：目標管理は通常行うものであり、その進捗を報告するだけで足りるため、この項目を開示必須項目にすることは不要。業種や戦略により必要な場合のみ設定すれば良い。

➢ GHG排出量を目標に置く場合、その内訳（Scope１,２,３）が重要となるため、可能であれば内訳を開示することとしてはどうか。

➢ 【目標】：TCFD提言と比較して、「開示をしなければならない」と、義務化しているが、パラグラフ14におけるコメント同様、重大な（Significant）気候関連リスクと機会にあたらないと

企業が判断する場合には、その理由を説明（Explain）することで済ませるということも検討できないか。また、（ｃ）と（ｄ）のような細かな点まで一律に開示義務化することは、日

本企業の多くが置かれた現状に鑑みると、Too Muchではないか。

➢ 一般要求事項プロトタイプ43(d)項は目標に対する実績の開示を求めているが、気候変動プロトタイプ15項は求めていないので首尾一貫性を維持すべきと考える。

➢ GHG排出量の開示に関して比較可能性を追求する場合、基準年を統一することも選択肢の一つと考えられる（ex.一定のjurisdictionにおいて、政府等が使用している基準年を

使う、AOA（Net-Zero Asset Owner Alliance）などネットゼロイニシアティブが出している目標基準年に合わせる、等）。これにより、削減効果がより分かりやすく可視化され、投

資家にとって使いやすい情報になると考えられる。

指標と目標（第15項）

15 企業は、気候変動に関する目標を開示しなければならない。

(a) 目標設定の目的（例えば、緩和、適応、セクターや科学に基づくイニシアティブへの適合等）

(b) 目標が絶対値ベースか排出原単位ベースか。

(c) 目標が科学的根拠に基づくかどうか、また基づく場合は第三者による検証を受けたかどうか。

(d) 目標が部門別脱炭素化アプローチを用いて導き出されたものかどうか。

(e) 目標が適用される時間軸。

(f) 進捗を測定するための基準年。

(g) マイルストーン又は中間目標

(h) 目標達成および戦略的目標達成に向けた進捗を評価するために使用する指標。

気候プロトタイプ
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➢ 早期適用を可能としつつも、多くの企業が適切な開示ができるように、本規則確定日から効力発生日までの間に、相当な準備期間を設けていただきたい。

➢ 適用以前のデータ等の開示は、各社の実情を踏まえ可能な範囲での対応とすることをお願いしたい。

➢ 本基準の適用を開始する際は、全ての基準の適用が必要か。もしくは、TCFDと同様、可能な範囲で部分的に開始し、随時適用範囲を広げていくこと

が許容されるのか。

指標と目標（第16項、第17項）

16 [IFRS SX]は、「月、年」に発行された。企業は、20XX年1月1日以降に開始する年次報告期間から[IFRS SX]を適用しなければならない。早期適
用も可能である。IFRS SX]を早期適用する場合、企業はそのことを開示しなければならない。

17 企業は、[4-15]項に規定する開示について、実務上不可能な場合は、初度適用日以前のいかなる期間についても提供する必要はない。

気候プロトタイプ
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➢ 「カーボンオフセット」については、パリ協定に根拠を持つクレジットによるオフセットとそれ以外の別があることを明記すべき。

Appendix A: 用語の定義

カーボンオフセット（Carbon offset）

温室効果ガスの排出削減または除去を表す排出権プログラムによって発行される排出単位のこと。カーボンオフセットは、電子登録によって一意にシリアル化さ
れ、発行、追跡、取消が可能である。

気候プロトタイプ
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Appendix B: 業種別開示要求の注釈等

注釈：テーマ別要求事項と業種別要求事項がどのように関連するか等、TRWGが提案する基準のアーキテクチャの概要については、概要文書を参照のこと。業種別開示はテーマ
別基準の他の部分と同じ権限を持つ、すなわち、強制的な開示要求である。

1. 第12項(b)の要件を満たすために、企業は、業種別開示要求の概要を記載した以下の表を使用しなければならない。
2. 以下の業種別開示要求事項の要約は、セクター及び業種別に整理されている。各業種において、気候変動 リスクや機会に関する開示項目が特定されている。一連

の会計指標には、各開示項目が関連付けられている。要求事項の全文は、「気候関連開示基準補足（Prototype Climate-related Disclosures Standard 
Supplement）：開示要求事項のための技術的プロトコル」で見ることができる。この文書には、業種別の説明、開示項目の説明、技術的プロトコル（定義、範囲、
実施、集計、表示に関する指針を提供する） を伴う指標、および活動指標（企業の活動規模を定量し、データを正規化し比較を容易にするために会計指標と合わ
せて使用することを意図する）などが含まれる。

3. 以下の開示項目と関連する測定基準は、業種ベースの活動を参照して列挙されている。企業はそのビジネスモデルに沿った活動や、特定の気候変動リスクや機会に関
する指標を開示しなければならない（shall）。企業によっては、複数の業種にまたがる活動を行っている場合もある。

4. 以下のリストは、網羅的なものではない。企業はそのビジネスモデル固有の気候変動リスクや機会に関して、 本基準の要求事項を満たすために、さらなる業種別開示や
主要業績指標の提供を必要とする可能性がある。

注釈：ISSBによる検討のためのTRWGの提言には、ビジネスモデルが幅広い活動から構成されている場合に、適切な産業分類を選択するための包括的なガイダンスを開発すると
いう提案が含まれています。

注釈：以下の業種別開示の要約版は、検討を容易にするため、気候関連開示のプロトタイプの一部として含まれている。各指標の業種定義や技術的プロトコルについては、開示
要求のための技術的プロトコルの補足を参照されたい。さらに、ISSBによる検討のためのTRWGの提言の中に、ISSBが解決すべき以下の問題に関して、業種別開示にタグ付けを
することが含まれている。
• 国際的な適用可能性（全セクター）。
• 重複（特定のセクター）；および
• 融資された排出量とポートフォリオの整合性（金融セクター）。
ISSBがこれらの課題やその他の潜在的な課題に取り組むのを支援するため、TRWGは、以下の表に示すように、課題のサブセットを特定し、4つの分野に分類した。

気候プロトタイプ

業種別開示の問題 説明と例

国際的な適用性
エネルギースター（米国環境保護機関）など、管轄地域固有の規制や基準を引用
した指標。

気候の範囲 水質など、気候変動と間接的に関係する指標。

ガバナンス、戦略、またはリスク管理についての要求との重複
リスクに関する記述など、規格本体で要求される開示と重複する、または対立するよう
な測定基準

業種横断指標との重複
Scope 1 GHG 排出量など、業種横断的に要求される指標と同一または類似して
いる指標
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➢ Appendix B:【気候の範囲（Climate Scope）】 水質など、気候変動と間接的に関係する指標も対象にしているが、気候以外のテーマについては、

今後議論が予定されている場合には、整合性を図る観点から、今回は対象とせずに検討を改めて実施するということも想定されるのではないか。開示内

容の一貫性の確保も重要な視点であることから、今後の議論次第で変更が生じるようなことになれば、開示内容の一貫性を確保できず、また、翻って修

正させるようなことになれば、企業側の負担も大きいことが想定されることから、対象外とするのが望ましいのではないか。したがって、気候変動に直接的に

関係する指標に絞ったものとするのが、現実的な対応ではないか。

➢ Appendix B:【重複】 他の項目と重複する記述や定量情報については、クロスレファレンスを活用するなどして、発行体側の負荷の軽減などを図るのがよ

いのではないか。

➢ Appendix B:SASBの気候関連項目が採用され、「shall」で規定されているが、①日本の産業分類と整合していない場合の開示方法、②コングロマ

リット企業等、複数の業種に該当する企業は全ての事業について開示する必要があるのか、開示方法（ガイダンス等）の明確化が必要ではないか。
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