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東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク

「環境と成長の好循環」
を目指し、
「ビヨンド・ゼロ」
（世界全体のカーボンニュートラルとストックベースでのCO2削減）
を可
■ 経済産業省は、
能とする革新的技術の確立と社会実装に向け、個別の挑戦課題と社会実現の道筋・手法を提示する
「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」
（10月7
日～14日）
（※ICEF、RD20、TCFDサミット、LNG産消会議、
カーボンリサイクル産学官国際会議、水素閣僚会議）
を開催しました。合計で
延べ約12,500名に参加登録いただきました。
■ それぞれの会合では、
「環境と成長の好循環」
の具体的道筋・絵姿を世界共有の価値として提示しつつ、
日本から世界へのイノベーション
の発信、世界から日本へのインプットという相互作用を不断に発展させていく場とするため、菅総理
（※TCFDサミット）
・梶山経済産業大
臣をはじめ、米国、豪州、
サウジアラビア、
カタール等各国政府閣僚級等、IEA等の国際機関、各国研究機関、
イノベーションリーダー、産業
界からの参加者が幅広い議論を実施しました。

社会実現するための
道筋・手法

個別の挑戦課題

研究開発の加速化

水素社会の構築

世界最先端の叡智の結集

カーボンリサイクルによる
化石燃料の脱炭素化

気候変動問題への積極的な取組を支える
ファイナンスの動員（TCFDサミット）

LNGのよりクリーンな活用
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TCFD Summit 2020

開催概要
TCFD提言の賛同機関数で世界最大を誇る日本において、産業界・金融界等の観点から、脱炭素社会の実現に向けて、革新的環境イノベー
ションや着実な移行
（トランジション）
の取組へのファイナンスが進むよう、
「機会」
について更なるTCFD開示の活用の在り方を議論しました。

日 時 ： 2020年10月9日
形

式 ： オンライン開催

主

催 ：

共

催 ：

出席者 ： 各国事業者、金融機関等、
26ヶ国から1,800名以上
成

果 ：

■ 実装段階にあるTCFDの実務への定着
■ 新たなTCFD活用の在り方として、開示活用を通じたトランジション、
グリーンイノベーション等への資金供給促進
■ アセットオーナーによる継続的なサステナビリティへのコミットメント
■ COP26に向けて、地域に応じたTCFD開示の義務化の在り方を検討

プログラム
13:00-13:10

Welcome Message

13:10-13:30

Opening Remarks

13:30-14:30

Opening Session
TCFDサミットへの期待

14:35-15:35

Special Discussion
ウィズ・コロナ/ アフター・コロナ時代のESG投資とTCFD開示の意義

15:45-16:45

Panel Discussion 1
業種別のマテリアリティを踏まえた評価の重要性

16:55-17:55

Panel Discussion 2
シナリオ分析の実践と事例紹介

18:05-18:15

Keynote
クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略2020

18:15-18:55

Panel Discussion 3
トランジション・革新的環境イノベーションへの資金供給の促進とTCFD開示の活用

19:00-19:05
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Closing Remarks

Opening Remarks 登壇者

European Commission

Valdis Dombrovskis
Executive Vice-President

欧州委員会執行副委員長として、人のために機能する経済政策を担当。現職以前は、ユーロ・社会的対話・金融サービス・資本市
場同盟担当副委員長を務めた。ラトビアでは、歴代最長となる3期にわたり首相を務めた。財務大臣、
ラトビア議会議員を務めた
経験を持ち、欧州議会議員に2度選出された。政界に転身する前は、
マインツ大学、固体物理学研究所、
メリーランド大学で助手
を務めたのち、
ラトビア銀行でチーフエコノミストとして勤務した。

COP26

Mark Carney
Finance Advisor to the Prime Minister for COP26
UN Special Envoy for Climate Action and Finance
国連気候アクション・ファイナンス特使、COP26英首相付金融アドバイザー。前イングランド銀行総裁
（2013～2020年）
、元カ
ナダ銀行総裁
（2008～2013年）
。元金融安定理事会議長
（2011～2018年）
、
Chaired the 国際決済銀行グローバル・エコノミ
ー会議および経済諮問委員会の議長
（2018～2020年）
、欧州システミック・リスク理事会の初代副議長
（2013～2020年）
を務
めた。現在、
グループ・オブ・サーティー、世界経済フォーラムのファンデーション・ボードのメンバー。ブルームバーグ・フィランソ
ロピーズ、
ピーターソン国際経済研究所、
INSEADのホフマン・グローバルビジネス社会研究所の理事も務める。
Bloomberg L.P.

Mary Schapiro
Head Of The TCFD Secretariat
Vice Chair For Global Public Policy At Bloomberg and Senior Advisor To The Founder

グローバルな金融情報サービス企業、
ブルームバーグのグローバル公共政策担当バイスチェア。2018年10月にブルームバー
グに入社、同社創業者兼会長の特別アドバイザーも務める。民主共和両党の4人の米大統領のもと、金融規制分野で輝かしい
キャリアを積んだシャピロ氏は現在、
ブルームバーグの公共政策・規制重点課題をグローバルに統括している。数十年に及び規
制分野で指導力を発揮したのち、女性初の米証券取引委員会
（SEC）
委員長に就任した
（第29代委員長）
。SECと商品先物取引委
員会、
両方の委員長を務めたのは彼女しかいない。
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Opening Session

登壇者

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Peter Bakker

President and Chief Executive Oﬃcer

持続可能な世界への移行を推進する一流企業200社以上のCEOが主導するグローバル組織、持続可能な開発のための世界経
済人会議
（WBCSD）
のプレジデント兼CEO。現職以前は、
国際輸送物流企業TNT NVのCFO、
次いでCEOを務めた。持続可能
性への企業の関与を促す取組を評価されて、
クリントン・グローバル市民賞
（2009年）
、
サステナビリティ・リーダーシップ・アワー
ド
（2010年）
、
オランダ王国オレンジ・ナッソー勲章オフィサー章
（2018年）
を授与された。企業数社の持続可能性諮問委員会の
メンバーも務める。
一橋大学

伊藤 邦雄
TCFDコンソーシアム会長
一橋大学CFO教育研究センター長
1975年一橋大学商学部卒業。一橋大学大学院商学研究科長・商学部長、一橋大学副学長を歴任。経済産業省
「持続的成長への
競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～」
では座長を務め、最終報告書
（伊藤レポート）
を発表。経済産業
省
「TCFD研究会」
座長、
「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会」
座長、
「持続的な企業価値の向上と人的資本
に関する研究会」
座長、
TCFDコンソーシアム会長などを務める。
年金積立金管理運用独立行政法人

宮園 雅敬
理事長

1976年東京大学法学部卒業。同年農林中央金庫入庫。人事部長、総合企画部長、常務理事大阪支店長、専務理事等を歴任。
2011～2018年代表理事副理事長。2019年4月より企業年金連合会理事長。2020年3月より現職。

BlackRock, Inc.

Laurence Fink
Chairman and Chief Executive Oﬃcer

ブラックロック・インクの会長兼CEOであり、1988年、7人のパートナーとともブラックロックを設立。同社は資産運用からテクノ
ロジーを駆使したソリューションまでを提供する世界最大の資産運用会社に成長。同氏は米フォーチュン誌において
“World's
Greatest Leaders”
、
米国バロン誌では13年連続で"World’
s Best CEO’
s(世界の最優秀経営者）
”
の1人に選出。1974年カ
ルフォルニア大学ロサンゼルス校
（政治学）
卒業。
1976年カルフォルニア大学ロサンゼルス校MBA取得。
State Street Corporation

Ronald P. O'Hanley
Chairman and Chief Executive Oﬃcer

現職以前は同社にて社長兼COO、資産運用部門ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社長兼CEO。それ以前はフィ
デリティ・インベストメンツ資産運用部門社長、BNYメロン・アセット・マネジメント社長兼CEO、BNYメロン銀行副会長を歴任。
マッキンゼーでキャリア開始、後にパートナー。現在、米ユーナム社取締役、
ボストン財団、
シラキュース大、IYRSスクール・オブ・
テクノロジー＆トレード等の役員も兼任。ハーバード大学院MBA。

日本経済団体連合会
ENEOSホールディングス株式会社

杉森 務

日本経済団体連合会 副会長
ENEOSホールディングス株式会社 会長
1955年石川県出身。1979年一橋大学商学部卒業、
日本石油入社。2018年JXTGホールディングス社長、経団連副会長・環境
安全委員長。2020年よりENEOSホールディングス会長。
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一般社団法人全国銀行協会
株式会社三菱UFJ銀行

三毛 兼承

一般社団法人全国銀行協会 会長
株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員
1979年に三菱銀行に入行
（現・三菱ＵＦＪ銀行）
。国内外の現場を経験し、総合企画室長、
システム統合推進部長等を経て、常務執
行役員、専務執行役員、副頭取を歴任。2017年より現職。2020年4月に全国銀行協会会長に就任。慶應義塾大学経済学部卒。
ペンシルバニア大学ウォートン校修了。
一般社団法人生命保険協会
明治安田生命保険相互会社

根岸 秋男

一般社団法人生命保険協会 会長
明治安田生命保険相互会社 取締役 代表執行役社長
1981年に明治生命
（現在の明治安田生命）
に入社。アクチュアリーとして保険数理等を担当した後、個人営業分野の営業戦略の
企画・立案や商品開発に従事。企画部長・執行役営業企画部長・常務執行役などを経て2013年から代表執行役社長。2020年7
月に2度目の生命保険協会長に就任。
株式会社東京証券取引所

宮原 幸一郎
代表取締役社長

1979年慶應義塾大学法学部卒。電源開発㈱を経て、1988年4月東京証券取引所入所。㈱東京証券取引所執行役員、東京証券
取引所自主規制法人
（現・日本取引所自主規制法人）
常任理事、㈱日本取引所グループ専務執行役等を務め、2015年6月に㈱日
本取引所グループ取締役及び㈱東京証券取引所代表取締役社長に就任
（現任）
。同年11月に㈱日本取引所グループ執行役、
2020年6月に㈱日本取引所グループ代表執行役グループCo-COOに就任
（現任）
。
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Special Discussion

登壇者

経済産業省

水野 弘道

モデレーター

参与
TCFDサミットアンバサダー
住友信託銀行にて日本国内、
シリコンバレー、
ニューヨーク等で投融資業務に従事。
２００８年、
ロンドンのプライベート・エクイティ
ー・ファンドであるコラーキャピタルのパートナーに就任。
２０１５年、年金積立金管理運用独立行政法人
（GPIF）
の理事兼CIO
（最
高投資責任者）
に就任、
２０２０年３月退任。

PRI

Fiona Reynolds

パネリスト

CEO
PRI
（責任投資原則)CEO。PRIは国連のパートナーによって支持されており、署名機関数3,000以上、運用資産総額は100兆米ド
ル以上に上る組織。2013年に就任し、
グローバルでの運営の責任者。金融サービス業界で25年の経験を持つ。現職以前は、
オ
ーストラリア退職年金受託者協会
（AIST）
で7年間CEOを務めた。国連グローバル・コンパクト理事会メンバー。現代奴隷制と人
身売買に関する金融部門委員会の委員長を務めた。現在、
奴隷制と人身売買に対抗する金融
（Finance Against Slavery and
Traﬃcking：FAST）
グローバル・コミッティ・メンバー。
California Public Employees' Retirement System (CalPERS)

Marcie Frost

パネリスト

Chief Executive Oﬃcer

CalPERSのCEOとして、18億ドルの予算および年金、医療給付、投資の3事業を統括する。国連持続可能な開発のためのグロー
バル投資家アライアンスのメンバーを務め、バチカンで
「包摂的な資本主義のための評議会」
後見人に指名された。年金管理国
際センターの理事会で米国代表も務める。約4,150億ドルの投資ポートフォリオを持つCalPERSは、全米最大の公的年金制度で
あり、200万人のカリフォルニア州職員とその家族の確定給付年金制度を管理している。CalPERSは米国で2番目に大きな医療
保険事業者でもあり、
150万人以上が加盟している。
ニッセイアセットマネジメント株式会社

大関 洋

パネリスト

代表取締役社長

1987年に東京大学理学部卒業後、
日本生命保険相互会社入社。
2010年にあいおいニッセイ同和損害保険株式会社、
運用企画部特命部長に就任。
2013年に日本生命保険相互会社、
財務企画部長に就任。
2014年、
同社取締役執行役員に就任。2018年、
同社常務執行役員、
米州総支配人兼欧州総支配人に就任。
2020年、
ニッセイアセット株式会社、
代表取締役社長に就任。
Royal Dutch Shell plc

Alan McLean

パネリスト

Executive Vice President Taxation and Controller

2019年8月より現職。世界各地のシェル関連企業の税務管理、
および財務報告・ガバナンス・リスク・保証を担当する。1992年以
来、
シェルグループの主要事業部門で幅広いポジションを歴任し、主に国際直接税、戦略、紛争解決などの問題を手がけた。シェ
ル入社前は、
クーパース＆ライブランド
（ロンドン事務所）
に勤務。イングランドおよびウェールズ勅許会計士協会フェロー、100
Group税務委員会メンバー、OECD経済産業諮問委員会税務委員会副議長、採取産業透明性イニシアティブ理事、
オックスフォ
ード大学で文学修士号を取得。
株式会社資生堂

青木 淳

パネリスト

常務
チーフソーシャルバリュークリエイションオフィサー
建築家として幕張メッセ等の設計に携り、米のマッキンゼー・アンド・カンパニー、仏の保険会社BNPパリバ・カーディフでの要職
を経て、
2014年11月、
チーフピープルオフィサー
（人事責任者）
として資生堂に入社。同社史上初めて外部招聘された魚谷CEO
と共に変革をリードし、
日本のヘリテージを強みに世界企業として飛躍させるべく力を注いできた。2019年1月、社会価値創造
本部長に就任。
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Panel Discussion 1

登壇者

東京海上日動火災保険株式会社

長村 政明

モデレーター

フェロー 経営企画部 専門部長 国際機関対応

東京海上において、災害リスク、気候変動、サステナビリティ問題に関する様々な国際的なイニシアティブとの渉外を担当。
2011年8月から2018年3月までCSR室長。2016年1月から2017年7月まで、
金融安定理事会 気候関連財務情報開示タスクフ
ォース
（TCFD）
のメンバー。日本のTCFDコンソーシアムの企画委員として、
日本のビジネス部門におけるTCFD提言の実施に
継続的に関与。

Sustainability Accounting Standards Board（SASB）

David W. Parham

パネリスト

Director Of Research - Projects

研究プロジェクト担当ディレクターとして、研究プロジェクトポートフォリオの策定と管理を担当する。職務の中心は、研究プロジ
ェクトの特定、優先順位付け、管理などの支援。研究プロジェクトはいずれも、投資家の意思決定に役立つ情報提供を促す、企業
による開示基準の確立・維持というSASBのミッションを推進するものである。SASB業界基準を用いて気候リスクを説明する方
法など、SASBの気候に関連する研究取組も指揮している。過去にはエネルギー業界に携わり、研究開発、大規模投資計画の立
案、
製造オペレーションなどの職務を担当。
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

押田 俊輔

パネリスト

クレジット調査部 クレジット調査部長
マニュライフ・インベスト・マネジメント株式会社の債券運用本部にて、
クレジット調査部長としてクレジット調査部を統括。
クレジ
ット調査・分析を担う。入社以前は、資産運用会社でクレジット調査に従事。運用業務経験年数19年。中央大学にて法学士号、早
稲田大学大学院ファイナンス研究科にてファイナンス修士
（専門職）
・MBAを取得。日本証券アナリスト協会検定会員
（CMA）
。
2010年入社。2020年4月より現職。

BHP

Fiona Wild

パネリスト

Vice President, Sustainability & Climate Change

数々の多国籍石油ガス資源企業で20年以上働いた経験を持つ。2010年にBHPに入社し、
持続可能性・気候変動担当バイスプレ
ジデントを務める。低炭素への秩序ある速やかな移行がBHPポートフォリオの評価額に与える影響を記した、業界をリードする分
析、BHP気候変動ポートフォリオ分析レポートの作成を指揮した。企業数社の取締役会メンバーにして、
グローバルCCSインステ
ィテュート副会長。2015年12月に金融安定理事会気候関連財務情報開示タスクフォースに任命され、
G20に報告を行った。

住友化学株式会社

山内 利博

パネリスト

コーポレートコミュニケーション部長

1992年4月、住友化学工業
（現・住友化学）
入社。経理、財務、
シンガポール子会社勤務を経て、2009年7月からコーポレートコミ
ュニケーション部にて投資家向け広報
（IR）
を担当。2018年4月から現職。企業広報全般を担当。
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Panel Discussion 2

登壇者

JFEスチール株式会社

手塚 宏之

モデレーター

専門主監
（地球環境）

JFEスチールで地球環境問題担当専門主監 兼 技術企画部地球環境グループリーダーとして鉄鋼業界の地球環境問題を担当
する一方、経団連で国際環境戦略WG座長として気候変動問題に関する産業界の立場を代表。07年から鉄鋼業界の環境、
エネ
ルギー問題に従事し、
日本鉄鋼連盟エネルギー技術委員長、世界鉄鋼連盟環境委員長
（2016年～19年）
を歴任。また日印鉄鋼
官民協力会合座長、国連
「緑の気候基金」
民間諮問委員などを務めている。東京大学工学部物理工学科卒業。MITスローン経営
大学院でMBA取得。
Bloomberg L.P.

Didem Nisanci

パネリスト

TCFD Secretariat
Global Head of Public Policy, Bloomberg L.P.
ブルームバーグの公共政策担当グローバルヘッド。4年にわたり米証券取引委員会
（SEC）
首席スタッフを務め、運営、政策、立法
、戦略、広報などSECに関連する様々な問題に関し委員長にアドバイスを行った。首席スタッフを務めるかたわら、SEC代表として
金融安定監督評議会にも参加した。SEC以前は、米上院銀行・住宅・都市委員会証券・保険・投資小委員会のスタッフ・ディレクタ
ーを務めた。金融危機中の立法・監督課題の策定と実施をはじめ、小委員会のあらゆる側面を管理した。米財務省で次官補代理
を務めた経験もある。
アムンディ・ジャパン株式会社

岩永 泰典

パネリスト

チーフ・レスポンシブル・インベストメント・オフィサー

2014年にアムンディ・ジャパンに入社。1988年日本債券信用銀行に入行後、1997年運用業界に入り、バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズを経て、
ブラックロック・ジャパンではグローバル・資産戦略運用部長、取締役CIOを歴任。アムンディ・ジャパ
ンでは、
入社来CIO兼運用本部長を務め、
2020年7月より責任投資およびスチュワードシップ活動を統括するチーフ・レスポンシ
ブル・インベストメント・オフィサーに就任。ペンシルべニア大学ウォートン・スクールにてMBA、EDHECリスク・インスティチュー
トよりPhDを取得。CFA協会認定証券アナリスト、
日本証券アナリスト協会認定アナリスト。日本経済新聞出版社から共著
「ESG
入門」
。2018年経済産業省TCFD研究会委員。2020年TCFDコンソーシアム企画委員。
株式会社みずほフィナンシャルグループ

渋川 敦

パネリスト

リスク統括部リスクガバナンス室 室長

みずほFGに1994年入社し、東京にて有価証券投資等の市場関連業務を担当後、米国留学。留学後はニューヨーク支店勤務を
経て本部経営企画業務等にも従事し、その後5年間ロンドンにて欧阿中東地域の戦略企画・営業推進業務を担当。欧州の再エネ
プロジェクト融資を組成後投資家に販売し資産回転を高めるビジネスモデル構築等を主導。2019年より現職にて気候変動リス
クのイニシアチブを牽引。ロチェスター大学MBA。

Enel SpA

Francesca Gostinelli

パネリスト

Head of Group Strategy, Economics and Scenario Planning

エネルギーと環境の分野において20年の経験を持つ。エネル国際部で4年間事業開発・運用サポート担当ヘッドを務めたのち、
グローバル発電事業開発ユニットを指揮。現在は、同社のグループ戦略・経済・シナリオ企画担当ヘッドを務める。過去には、
エネ
ルで国際規制担当ヘッドを務め、
エンデサ・イタリアで国内規制業務・サステナビリティ部門を指揮した経験もある。エネル・グル
ープの推薦を受けて、
長年に及び様々な企業で取締役を務めた。

キリンホールディングス株式会社

溝内 良輔
常務執行役員

パネリスト

1982年、
キリンビール入社。1997年に市場リサーチ室長。2010年、
オーストラリアの事業会社ライオンPty Ltd 常勤取締役を
経て、2012年にキリンホールディングス執行役員に就任、経営戦略部長、提携戦略部長を担当。2015年、
キリンホールディング
ス常務執行役員に就任し、
ＣＳＶ戦略を担当。現在に至る。
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Keynote

Panel Discussion 3

登壇者

経済産業省

山下 隆一
産業技術環境局長

1989年東京大学法学部卒業、
経済産業省入省。2018年東京電力ホールディングス株式会社取締役・執行役。2020年7月14日
より産業技術環境局長。同局長として、
日本の国家イノベーション戦略の推進や国家研究開発事業の企画・実施を統括。また、
日
本の気候変動対策を含む工業標準政策や環境政策も統括している。

一橋大学

伊藤 邦雄

モデレーター

TCFDコンソーシアム会長
一橋大学CFO教育研究センター長
1975年一橋大学商学部卒業。一橋大学大学院商学研究科長・商学部長、一橋大学副学長を歴任。経済産業省
「持続的成長への
競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～」
では座長を務め、最終報告書
（伊藤レポート）
を発表。経済産業
省
「TCFD研究会」
座長、
「環境イノベーションに向けたファイナンスのあり方研究会」
座長、
「持続的な企業価値の向上と人的資本
に関する研究会」
座長、
TCFDコンソーシアム会長などを務める。
年金積立金管理運用独立行政法人

塩村 賢史

パネリスト

投資戦略部次長
GPIF
（年金積立金管理運用独立行政法人）
投資戦略部次長。2016年2月GPIF入職、投資戦略部にて投資戦略立案やESG指数
の選定を担当。市場運用部スチュワードシップ推進課企画役も兼務。GPIF入職前は、大和証券投資戦略部にて日本株投資戦略、
内外マクロ経済等を担当。2001年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

高月 擁

パネリスト

調査部 ESG調査・エンゲージメント統括責任者

2018年11月にESG調査・エンゲージメント統括責任者としてアクサIMに入社。世界的なサステナビリティテーマに関する詳細
なリサーチの提供を統括。また、投資先企業とのエンゲージメントプログラムも担当。アクサIMに入社する以前は、BMOグロー
バル・アセット・マネジメントにガバナンス・サステナブル投資担当ディレクターとして7年間勤務。キャス・ビジネススクールの
MBA
（優秀）
、
ケンブリッジ大学の地理学の修士／優等学士を保有。

三菱商事株式会社

藤村 武宏

パネリスト

サステナビリティ・CSR部 部長

三菱商事株式会社 サステナビリティ・CSR部長。ニューヨーク州弁護士。
1991年に入社以来20年間、法務部にて企業法務に従事。その後、経営企画部にて経営戦略全般を担当した後、現在は、サステ
ナビリティ・CSR部長として気候変動問題や人権問題等、環境課題や社会課題に対して商社ビジネスを通じた解決策を提供すべ
く、
同社のサステナビリティ関連施策の企画・運営、
ESG投資家対応に注力している。2018年1月TCFDメンバーに就任。

金融庁

池田 賢志

パネリスト

総合政策局 チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサー

2019年3月、金融庁に
「チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサー」
のポストが新設されたことに伴い同職に就任。同職にお
いては、気候変動関連の財務情報開示に係るTCFD提言の日本における実施を担当すると同時に、金融庁内のSDGs取組戦略
プロジェクトチームの事務局を務めるなど、
サステナブルファイナンスに関する職務を幅広く所掌。

経済産業省

梶川 文博

パネリスト

産業技術環境局 環境経済室長

2002年、経済産業省に入省。中小企業金融、IT政策、
デザイン政策、経済成長戦略の策定、産業競争力強化のための人材育成・
雇用政策、省内の人事企画・組織開発、ヘルスケア産業育成、マクロ経済の調査分析等を経て、現職。一般社団法人Future
Center Alliance Japanの理事も兼務。
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Welcome Message
開会にあたり、菅内閣総理大臣が挨拶を行い、TCFDへ
の支持を表明しました。

菅 義偉 内閣総理大臣

＜挨拶 全文＞
本日は、世界を牽引する金融界・産業界のリーダーをお招きし、
第二回のTCFDサミットを開催できることを嬉しく思います。
人類は、
どんな困難な課題に直面しても、必ず乗り越えてまいりました。
今、
感染症という困難に直面する中、
世界中で、
デジタル技術のイノベー
ションを力に、
ポストコロナの新たな社会を作り上げようとする取組が進んでいることは、
我々に勇気と希望を与えてくれます。
気候変動もまた、人類が直面する大きな課題です。
これをイノベーション創出の機会、
と前向きに捉え、
新たな産業や市場を生み出そうとする
機運が高まっています。
今やESG投資は3,000兆円を超え、
世界の企業、
投資家は、
「サステナビリティ」
を核とするビジネスに転換しています。
日本は、高い技術力と産学官一体となった取組により、
温室効果ガスの削減について、
Ｇ７で第２位の実績を挙げています。
この強みを生かし、
累積のCO2の量を減少に転じさせる
「ビヨンド・ゼロ」
を実現するイノベーションを生み出します。
「環境と成長の好循環」
の絵姿を示すことで、
世界の脱炭素化に貢献していきます。
このため、今回初めて、
エネルギー・環境分野のイノベーション、
ファイナンス、
国際協力を議論する６つの国際会議を、
「東京ビヨンド・ゼロ・
ウィーク」
として開催することとしました。
本日のTCFDサミットも、
その一環です。投資家と企業の建設的対話を促すTCFDは、
気候変動問題の解決に取り組む企業を、
金融の力で支え
る取組です。
日本では、
世界最大の300を超える賛同企業が脱炭素社会に向けたアクションを世界に示しています。
日本政府は、
TCFDが世界
中で活用され、発展していくことを支援してまいります。
一連の国際会議が契機となり、
日本と世界との交流・協力が活発化し、
世界全体が課題解決に向けて着実に前進していくことを祈念しておりま
す。
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梶山経済産業大臣より、
トランジションと革新的イノベーション
を
「機会」
ととらえてTCFDを活用・開示することの重要性が提
言されました。また、脱炭素化社会の実現に向けて、イノベー
ションの取組に果敢に挑戦する
「ゼロエミ・チャレンジ企業」
につ
いて、
第一弾320社の企業リストを発表しました。
梶山 弘志 経済産業大臣

＜挨拶 全文＞
はじめに
経済産業省は、10月7日からの1週間を、
「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」
として、
エネルギー・環境分野の6つの国際会議を連続的に開催し、
世界全体のカーボンニュートラル、過去のストックベースでのCO2削減を可能とする
「革新的環境イノベーション」
の実現に向けた絵姿を
世界に発信します。ちょうど今から1年前の2019年10月8日、東京に各国の産業界・金融界のリーダーが集まり、世界初となる
「TCFDサ
ミット」
を開催しました。このサミットでの議論は、世界中の投資家及び企業経営者の気候変動への取組に大きなうねりを生み出すきっか
けとなり、
この1年間で、世界500以上の機関が新たにTCFDに賛同し、世界で1,400を超えるまでに至りました。本日ここに、第二回の
TCFDサミットをオンライン開催し、世界の産業界と金融界のリーダーと協力して、気候変動対策への更なる一歩を進められることを、主
催者として嬉しく思います。
今年のサミットへの期待
昨年のサミットでは、TCFDによって開示された情報を、
投資の引き上げではなく、
建設的な対話に活用していく重要性が合意されました。
また、
これらの情報を、
リスク評価だけに使うのではなく、気候変動への対応がイノベーションを生み出す新ビジネス創出の可能性、
すな
わち機会であるとの認識も共有されました。例えば、人工光合成の技術は実用化に向けて本格的な実験が開始されています。私自身も
足を運び、その技術と熱心な取組に感銘を受けました。新たな環境技術については
「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」
で議論されますが、
技術
の芽はニーズが具体化し、投資家の資金が投入されることによって、社会の変革として結実します。本日のサミットにおいては、投資家と
企業経営者の対話を経て、
「機会」
としてのイノベーションにどのように資金供給をしていくのかを議論いただき、TCFDの新たな活用可
能性の道を開いていただきたいと思っております。
日本の取組
昨年のTCFDサミットでの議論を踏まえて、
日本では、世界最大の300を超える機関が賛同し、積極的な
「機会」
の開示も進めています。
また、経済産業省では、先月
「クライメイト・イノベーション・ファイナンス戦略2020」
を策定しました。脱炭素化・低炭素化に向けた移行で
あるトランジション、CO2の大幅削減に向けた革新的イノベーションの両方に関して、TCFD開示の中でどのように
「機会」
の評価を行う
か、具体的な検討を進めております。そして、
本日、
その取組の第一弾として、
脱炭素社会の実現に向けて、
イノベーションの取組で果敢に
挑戦する企業を
「ゼロエミ・チャレンジ企業」
と位置づけ、
約300社の企業リストを作成し、
公表させていただきます。
こうした取組で得た教
訓やノウハウを、
世界のTCFDコミュニティに還元していきます。
おわりに
気候変動対策は待ったなしの課題です。世界全体のカーボンニュートラルの達成に向け、
日本はCO2を減少に転じさせる
「ビヨンド・ゼロ」
を実現
するイノベーションを生み出します。さらに、
ここに資金供給することで社会実装を加速化し、
「環境と成長の好循環」
を実現することを目指してい
このサミットが建設的な議論の前進に寄与すると確信しております。来年以降もこの場を通じ、
継続的にTCFD開示の取組が推進す
ます。
ることを望んでいます。
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Opening Remarks

EUおよびTCFD関係者からメッセージが寄せられ、持続可能な金融の実現に向けた日本のリーダーシップに期
待が表明されました。
■バルディス・ドンブロウスキス欧州委員会副委員長：
「TCFDを引き続き強く支持していく。
」
■カーニーCOP26顧問、国連気候変動特使：
「TCFD開示をさらに世界各地に拡大していくために、2021年11月のCOP26に向けて、地域に
応じたTCFD開示の義務化の多様な在り方を検討していくことが必要。
」
■TCFD事務局シャピロ氏：
「TCFDコンソーシアムは開示の透明性向上に向けた金融・非金融機関の協力関係を示す良いモデル。
」
「未来を見据えて炭素ネットゼロを掲げる企業は将来の成長・成功が期待される。
」

Valdis Dombrovskis
Executive Vice-President
European Commission
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Mark Carney

Finance Advisor to the Prime Minister for
COP26 and UN Special Envoy for Climate
Action and Finance

Mary Schapiro

Head Of The TCFD Secretariat /
Vice Chair For Global Public Policy At
Bloomberg And Senior Advisor To The Founder

Opening Session

TCFDサミットへの期待
産業界・金融界の取組の進捗や成果・コミットメントが発表されました。
「資本コストに比して、サステナブルな社会への移行に資するビジネスにより多くの財務資本を配
■ WBCSDのバッカー会長兼CEOから、
する資本市場の創出が必要である」
と提言があった。
■ TCFDコンソーシアムの伊藤会長より、世界中からベストプラクティスを収集し普及させることを目的に改訂したTCFDガイダンス2.0、
エンゲージメント等を通じてグリーン投資ガイダンスの普及に取り組むGIG Supportersが紹介された。また、
サステナブルな社会の実
現のために気候変動への取組を中長期での企業経営の移行の機会とすることが必要であるとの示唆もなされた。
■ 投資家、事業会社を代表するスピーカーがコミットメントや期待を表明した。
- アセットオーナー：
長期の安定的な投資リターンを期待するアセットオーナーにとって、
持続的な企業価値向上が重要。
- アセットマネージャー：
顧客に対する受託者責任を負っている。長期的に顧客のリターンに影響を与える情報について、透明性の向上のために、開示強化を推奨
するとともに、積極的なエンゲージメントを実施していく。
- 金融機関：
サステナビリティが投資の新しいスタンダード。金融機関は、資金提供を通じ顧客のトランジションを促す役割を担っている。TCFDは、
ファイナンスを具体化するにあたって有効なツール。
- 事業者：
TCFD開示の拡大により、技術開発や社会実装に向けた投資が促進され、
企業活動が活性化していくことに期待する。

Peter Bakker

President and CEO, World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)

Laurence Fink

Chairman and Chief Executive Oﬃcer
BlackRock, Inc.

三毛 兼承

一般社団法人全国銀行協会 会長
三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員

伊藤 邦雄

TCFDコンソーシアム会長
一橋大学CFO教育研究センター長

Ronald P. O'Hanley

Chairman and Chief Executive Oﬃcer
State Street Corporation

根岸 秋男

一般社団法人生命保険協会 会長
明治安田生命保険相互会社 取締役 代表執行役社長

宮園 雅敬

年金積立金管理運用独立行政法人 理事長

杉森 務

日本経済団体連合会 副会長
ENEOSホールディングス株式会社 会長

宮原 幸一郎

株式会社東京証券取引所 代表取締役社長
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Special Discussion

ウィズ・コロナ / アフター・コロナ時代のESG投資とTCFD開示の意義
Special Discussionでは、TCFD開示のリーダーが、昨年のサミット以降この1年間のTCFD開示への取組と、
新型コロナウイルスの気候変動に関する開示への影響や対応について議論しました。
コロナ禍においてESGを考慮している企業のパフォーマンスに正の相関が示されている事実が紹介された。シナリオ分析
■ 投資家からは、
を活用した長期的なリスク管理、
ビジネス機会の評価、開示および対話の重要性が指摘された。
エン
■ アセットオーナーからは、企業に対し、バリューチェーン全体で2050年までにネットゼロを求めていくことや、TCFD開示の要請等、
ゲージメントの例が紹介された。
コロナ禍で消費者の選択肢も変わり、企業戦略や政策にも大きな影響があると指摘があった。その上で、対応を加速さ
■ 事業会社からは、
せていくとともに、想定外の出来事に対応するために、政府を含めたコミュニティの結束が重要との提言があった。
■ ESG投資において、現状利用可能な最良の開示枠組がTCFD。投資判断の十分な材料となるよう、他の基準との調和を進め、ギャップを
埋めていかなければならない。社外のプレーヤーを取り込んでのイノベーションを企図する企業を評価することが重要であり、そのため
にも投資家は開示を前向きにとらえるべきだが、実際にはそうなっていない事例も見られる。投資家側にもTCFDに対する一層の取組が
必要である。
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Panel Discussion 1

業種別のマテリアリティを踏まえた評価の重要性
TCFD開示の実務への定着が進むなか、開示の実績において先進的な実務家による経験を踏まえたパネルディ
スカッションを開催しました。パネルディスカッション1では、
業種固有の気候関連リスクを投資家がいかに理解し、
投資判断に組み込むのか、企業は機会を経営戦略へどのように統合・管理するのか、
さらに業種別マテリアリティ
を踏まえ建設的な対話とエンゲージメントを投資家と企業がいかに構築していくのかについて議論しました。
ほぼ全ての業界で気候変動が対象となっている。業界固有のマテリ
■ サステナビリティ基準において気候変動は非常に大きな要素であり、
アリティは、
TCFDを活用してそのトピックや指標を開示するとよい。
■ 投資家は産業、業種別のマテリアリティをふまえ、ESGの機会とリスクの両方をできる限り公平に評価しようと考えている。評価にあたっ
て、
比較可能性とマテリアリティの固有性のバランスが重要であり、
さらに各企業にとって何がマテリアルなのか、
マテリアリティを管理す
る戦略での企業の独自の判断が求められる。
■ 気候関連のリスクの特定により、事業者は戦略的な意思決定が出来るとともに、信頼の醸成や能力強化に繋げることができる。また開示
は初めから完璧を目指すのではなくステップバイステップの取組、同じマテリアリティを有するセクター内で危機感の共有をすることは有
効な手段となる。
■ 投資家は長期的視点のもと業種別のマテリアリティを投資決定に組み込むこと、企業は潜在的な気候リスク・機会を把握の上、経営レベ
ルで議論するためのメカニズムを構築することが重要。

16

Panel Discussion 2

シナリオ分析の実践と事例紹介
TCFD開示の実務への定着が進むなか、開示の実績において先進的な実務家によるパネルディスカッションを
開催しました。パネルディスカッション２では、開示において最も対応の難易度が高いとされるシナリオ分析につ
いて、経営戦略への統合プロセスを含め、
実際的な課題や解決法に関する議論が行われました。
シナリオ分析の役割を理解するための教育、②シナリオ分析を経営陣がサポー
■ シナリオ分析に取り組むにあたり、①企業内に知識基盤、
トすること、
③シナリオ分析の企業の定期的なリスク管理プロセスに組み込むこと、の３要素が重要との知見が共有された。
トップマネージメントのコミットメントが重要。経営陣と環境部門だけでなく、研究開発や営業、運用、財務など社内の様々
■ 企業にとって、
な部署が開示策定に参画できるとよい。また機会に着目することは企業のインセンティブになる。
■ 投資家にとって、事業やリスクを深く理解するのは容易でなく、財務リスクのように気候変動リスクはモデル化されていないことから、
企業にテールリスクの説明が望まれると同時に投資家は理解するよう努力をしていかなければならない。
■ 気候変動の影響はリスクになる一方で、技術での対処が可能な場合もあることから、事業拡大の機会にもなる。不確実な将来への備えに
ついて、企業内部での議論を活発化できることは、TCFD開示への取組の価値である。シナリオ分析の開始および継続的な実施や、経営
層・担当以外の部署がシナリオ分析に参画するとよい。分析の実施を通じた経営層との意識共有プロセスがマネジメントに好影響を与え
る。
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Keynote

クライメート・イノベーションファイナンス戦略2020
パネルディスカッション３に先立ち、経済産業省から9月公表の
「クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略
2020」
が紹介されました。
「環境と成長の好循環」
というコンセプトの下、気候変動対策を成長戦略として位置づけている。世界的にも、金融界・産業界とも
■ 我が国は
に気候変動への対応が活発化している。
「脱炭素社会」
への取組は既存産業にとっては生き残りを賭けた、新たな産業にとっては主導権争
いの主戦場であり、政策の舵取り次第で我が国の産業競争力にも大きな影響を与えうる。
は地球規模の目標。他方、新興国も含めた世界全体では技術・コスト面で全ての産業が一足飛びに脱炭素化することは困難。
■「脱炭素社会」
日本は
「クライメート・イノベーション」
（省エネを中心とするトランジションと、人工光合成やCCUS等の革新イノベーション）
で世界全体
のCO2削減に貢献するべき。
トランジション
（T）
、再エネなど既に脱炭素化の水準にあるグリーン
（G）
、
イノベーション
（I)を同時推進し、
これに対するファイナン
■ そこで、
ス
（F)の促進が重要。このために、政府の気候変動対策へのコミットメント、企業の積極的な情報開示、資金の出し手によるエンゲージメ
ントの３つの基盤を整備する。
■ トランジションについては、
まず定義づけが必要。グリーン・ウォッシングとみなされないよう、国際原則を踏まえたトランジション・ボンド
発行に向けた指針の整備、CO2多排出産業向けのロードマップの整備と投資促進を目指す。
■ イノベーションでは、投資家向けにイノベーションに取り組む企業をリスト化・見える化し、
この情報を活用した金融商品組成を期待。また、
企業と投資家の対話の場を創設する。
■ 企業の情報開示では、
トランジションとイノベーションを機会と捉えて、投資家目線での開示方法を検討し、
グリーン投資ガイダンスを拡
充。更なる賛同拡大に向け、開示が遅れている業界については業種別ガイダンスの拡充を図る。
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クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略2020

①検討の背景
アジア等の新興国を中心として低炭素化に向けて莫大な規模の投資額が必要と
■ 2020年はパリ協定の実行の開始年です。世界的にも、
されている中、
グリーン投資の促進に加えて、気候変動対策のための着実な移行
（トランジション）
や温室効果ガス
（GHG)の大幅削減に
向けたイノベーションに取り組む企業に対する投資を促進させるべく、
ファイナンスの役割の重要性が高まっています。
■ EUはサステイナブル・ファイナンスを提唱し、再エネ等のグリーンの振興に本腰。我が国は、既に実装段階にあるトランジション技術に加
えて、
長期のイノベーション技術をも、世界の温暖化対策として供給できる立場にあります。
■ 経済産業省では、公的資金と併せて、民間資金をこれらの分野に供給していくための基本的な考え方と今後の方向性を、
「クライメート・
イノベーション・ファイナンス戦略2020」
として策定し、国内外の投資家や事業会社に対して発信します。これらを通じて、GHG排出量が
増加しているアジア等に対して、
日本企業のビジネス・イノベーションを通じた国際貢献を行います。

②基本的な考え方 ～クライメート・イノベーションのためのTGIFの同時推進
トランジション
（T）
、グリーン
（G)、革新イノ
■ SDGsやパリ協定の実現のためには、グリーンか、それ以外の二項対立的な考え方ではなく、
ベーション
（I）
を同時に推進し、
これらの事業に対してファイナンス
（F）
していくことが重要です。
■ このために、政府の気候変動対策へのコミットメント、企業の積極的な情報開示、資金の出し手によるエンゲージメントの３つの基盤を整
備していきます。

【TGIFの同時推進による目的達成
（イメージ）】
＜クラスメート・イノベーションの3つの重要分野＞

＜目的＞
SDGs・
パリ協定の実現

【TRANSITION】
GHG排出の実質ゼロが
短期的には見込めない
産業の脱炭素化・
低炭素化に向けた移行

【GREEN】

GHG排出が実質ゼロ
或いは顕著な削減により
実質ゼロに向けた道筋が
明らかな事業

【INNOVATION】
GHGの排出抑制、
貯蔵、再利用に
かかる革新的
イノベーションの
開発・社会実装

【FINANCE】

呼び水となる公的資金と
併せて、ESGに資する
クライメート・イノベーション
実現のための能動的な
民間資金の供給

〈3つの基盤〉
政府の気候
変動対策への
コミットメント

企業の積極的な
情報開示
（TCFD開示）

資金の出し手
による
エンゲージメント

※本戦略は
「環境と成長の好循環」
の実現に向け、
アジア、新興国等とともに、
パリ協定の目標達成の世界的な実現に貢献することを目指し、
国際発信します。
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③基本的な考え方 ～クライメート・イノベーションのためのTGIFの同時推進
重点分野①
トランジション

重点分野②
グリーン

重点分野③
革新イノベーション

＜現状＞
■タクソノミーのような二元論的な基準で
は、企業の着実な低炭素移行の取組は評
価されない可能性。
■他方、
グリーンウォッシングの懸念あり
＜今後の方向性＞
■好事例創出によるトランジション概念の理
解促進
■業種別ロードマップ策定等による国内の
環境整備

＜現状＞
■再エネの主力電源化に向けて、再エネの
更なるコスト低減や系統制約の克服等が
必要。
■グリーンボンド拡大だが、世界の発行額の３％。
＜今後の方向性＞
■競争力ある再エネ産業の育成、産業社会
インフラの整備 等
■グリーンボンドの更なる拡大支援

＜現状＞
■革新的技術は超長期で、収益化の見通し
も立ちにくいため、継続して投資を行うこ
とが困難。
■本分野の企業と金融機関の対話の欠如
＜今後の方向性＞
■投資家向けの企業の見える化
（ゼロエミ・
チャレンジ）
と対話機会の創出
■評価方法の検討と指数等の商品開発の後
押し

基盤①
政府の気候変動対策へのコミットメント

基盤②
企業の積極的な情報開示(TCFD開示)

基盤③
資金の出し手のエンゲージメント

＜現状＞
■中期・長期の政府計画を前提に、企業は戦
略等を定めており、政府のコミットメント
は重要。
＜今後の方向性＞
■来年のCOP２６に向けた環境・エネルギー
政策の議論深化
（温対計画の見直し 等）

＜現状＞
■トランジション、
イノベーションへのファイ
ナンスを促す共通基盤としての有用性。
■義務化・標準化の動き。
＜今後の方向性＞
■GHG多排出産業における更なる開示促
進
■気候変動がマテリアルな企業の開示の明
確化

＜現状＞
■長期投資を担う資金の出し手が不足。
＜今後の方向性＞
■公的年金に加えて、企業年金・生保等のア
セットオーナーへの働きかけ
■ESGを考慮した、個人向け金融商品
（NISA等）
の検討

ゼロエミ・チャレンジ
「ゼロエミ・チャレンジ企業」
としてリスト化し、技術開発内容・開発フェーズ等を整理しまし
■ 革新的環境イノベーションに挑戦する企業群を
た。
リスト作成に当たっては経団連やNEDOとも協力しました。
■ 2020年10月9日、上場・非上場企業あわせた約300社のリストを公表。
ゼロエミチャレンジ企業と投資家、政策立案者等との対話の場を設定します。民間金融によるファン
■ 今後はイノベーションテーマごとに、
ド組成や指数開発も期待します。

＜リストアップ基準＞
ゼロエミ・チャレンジ企業

革新イノベ戦略に
関連する企業群
エネルギー・
環境イノベーションに
挑戦する企業群

＜今後の展望＞
「ゼロエミ・チャレンジ」
の趣旨に賛同・
リスト掲載に承諾いただくこと

①毎年の統合報告書等に
記載出来るロゴマークを作成済。
民間金融によるファンド組成や
指数開発を期待。

「革新的環境イノベーション戦略」に掲げる39テーマに
紐づく国家プロジェクトを受託していること

②グリーンイノベーション戦略会議のPDCAと連携し、
年に1回程度リスト更新

※TCFD開示や、経団連
「チャレンジ・ゼロ」
等への参画状況も配慮

※第一弾は経産省関連分野からスタート。今後他省庁分野の
プロジェクトに拡大

国、独法等から委託、補助等の対象となる
企業要件を満たすこと

③水素、CCUS、再エネなど投資家の注目度が高い
テーマ毎に、企業・投資家・政策立案者等との対話の場を設定

イノベーション動向の理解促進、更なる民間資金の誘導
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2020年

8月

2021年

9月 10月 11月 12月 1月

2月

3月

4月

5月

温対計画
議論開始

6月

7月

8月

9月 10月 11月
COP 26
＠グラスゴー

エネルギー基本計画見直し期限
第二回
TCFDサミット

第三回TCFD
サミット
（予定）

「中間とりまめ」
の記載事項等を適宜進捗確認

ファイナンス研究会
中間とりまめ

トランジション・ファイナス環境整備検討会
（経産省・環境省・金融庁等）

＜トランジション
（T）
＞
ICMA
トランジションWG
ガイダンス

日本語訳等

トランジション
ファイナンス基本方針
（日本版）

＜イノベーション
（I）
＞

多排出産業の事例収集
（実証）
業種別ロードマップ等の策定

経産省関連事業から他省庁事業も含めて拡大

ゼロエミ
チャレンジ企業
（第一弾）

ゼロエミ
チャレンジ企業
（改訂）

クライメト・イノベーション・ダイアログ
（ゼロエミ企業、金融機関、NEDO、政策立案者等の対話の場 ）
CID①
（CCUS）

CID②
（水素）

CID③
（再エネ）

※テーマは例示であり 、今後変更の可能性あり

クライメト・イノベーション・ファイナンスの評価手法の検討

＜TCFD＞
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TCFDコンソーシアムを通じて
CO2多排出産業部門と
運輸部門等への働きかけ
（業種別ラウンドテーブル）

TCFD
ガイダンス
業種別追加

グリーン投資
ガイダンス改定
（TとIの検討結果を反映）

Panel Discussion 3

トランジション・革新的環境イノベーションへの資金供給の促進とTCFD開示の活用
昨年のTCFDサミットでは
「リスクのみならず機会の評価が重要」
との合意がありました。パネルディスカッション
３では、機会の評価を気候変動対策の実現に繋げるための更なる開示の可能性を視野に、
トランジション・革新的
環境イノベーションへの資金供給の重要性や、
トランジション・イノベーションに取り組む企業を評価するための
方法等について議論が行われました。
■ 機会評価が投資につながり、高い投資リターンに結実する好循環が生まれ始めているが、移行段階や革新的イノベーションという大きな
変化を生む分野にこそ資金供給を更に促していかなければならない。機会活用の事例をさらに集めて紹介していきたい。
より意欲的な2度シナリオで日本株式の資産価値が外国企業より増大するという見解が示された。
■ アセットオーナーから、機会分析では、
日本企業には気候変動に関して収益機会が多く、投資対象として評価されている。
■ 資金トランジションや革新的環境イノベーションへのファイナンスの促進について、企業が創意工夫を活かした柔軟な情報開示を行い、
投資家はこれを積極的に評価するというループを作り出す必要がある。その一歩として
「ゼロエミ・チャレンジ」
への取組がある。
自主性と柔軟性を確保しつつ、
ソフトローで画一的でない開示の制度的基盤が整えられていることを踏まえた
■ 開示の義務化については、
上で、
さらに自主的な取組を後押しする。日本は、産業界とも協働しながら制度対応に取り組んでいく。
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Closing Remarks

閉会にあたり、TCFDサミットアンバサダーの経済産業省・水野弘道参与が議論の取りまとめと開示の進展に向
けた挨拶を行いました。

より責任あるオーナーシップへ、そしてリスクのみならず機会の評価が重要という点で去年合
■ ダイベストメントからエンゲージメントへ、
意しているが、
今年はグローバルなリーダーからその進捗を伺い、基本コンセプトを更に追求することができた。
■ 日本ではTCFDに300以上の機関が賛同、TCFDコンソーシアムは世界最大の賛同機関が集まる組織として金融機関と非金融機関の架
け橋として力強いロールモデルとなっている。
■ 気候変動は我々にとって最大の脅威ですが、最大の機会にもなり得る。すべてのイノベーションはサステナブルな経済へのトランジショ
ンを支えるものであり、それに対して適切な分析と投資が必要。
トランジション、グ
■ TCFDの枠組みは、脱炭素化に取り組む企業を公平に評価する分析プロセスでもある。グローバルな排出削減には、
リーン、
イノベーションへのファイナンスが重要であり、その判断に必要な情報がTCFD開示で表現される。これらの情報をどのように開
示枠組みに入れ込んでいくかは、
日本がリーダーシップをとって議論を進めているところ。グローバルな支援も得つつ、
さらに議論を深化
させていく。
■ 開示の義務化に至るには、様々な地域や国、経済環境を考慮する必要があるが、それを実施しないことの言い訳に使ってはならない。義
務化には厳格な規制要件以外にも様々な方法があり得ることから、事実上の義務化など、
よりクリエイティブなアプローチも検討しなけ
ればならない。自主的な枠組みの上に、
よりアグレッシブな開示に挑戦する企業を尊重するためにも、
自主性と義務化のバランスを考慮
する必要がある。
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※サミット全編及びダイジェスト版は
METI Channelでご視聴いただけます。
オリジナル音声

（Welcome Message～Opening Session)

https://youtu.be/aC0laRoqbLU

日本語

ダイジェスト版

https://youtu.be/_eAHDzU61wc

オリジナル音声

（Special Discussion～Closing Remarks)

https://youtu.be/APNaybZeZ98

日本語

（Welcome Message～Opening Session)

（Special Discussion～Closing Remarks)

https://youtu.be/EiIXYX1VpYw

https://youtu.be/saYHtGtLrNk
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TCFD2020サミット総括

１．導入
世界全体のカーボンニュートラル、更に累積のCO2の量を減少に転じさせる
「ビヨンド・ゼロ」
を可能とする革新的技術の確立と社会実装
を目指す
「革新的環境イノベーション」
の実現を通じて、新たな産業競争力の向上を実現し、
「環境と成長の好循環」
を日本政府は目指してい
ます。
この度、
個別の挑戦課題とこれらを社会実現する道筋、手法を提示するため、Tokyo“Beyond Zero”Weekとして６つのオンライン
による国際会議を連続的に開催しました。TCFDサミットはその一環として、投資家と企業の建設的対話を促します。
世界で発生している山火事や水害を経験している私たちは、環境への取組が重要かつ急務であることを実感しています。また、
コロナ禍
でサステナブルな社会をつくる必要性が強く認識されるようになっています。菅総理大臣からは、世界の企業、投資家がサステナビリティを
核とするビジネスに転換しているとの認識が示されました。
2回目となったTCFDサミットでは、昨年合意された
「ダイベストメントからエンゲージメントへ」
「リスクのみならず機会の評価が重要」
とい
う基本コンセプトを更に追及する、熱意が溢れるメッセージと議論が展開されました。
昨年の第一回のTCFDサミット以降の本分野に関する1年間の成果を振り返った上で、TCFDを推進する投資家、事業者、そして公的機関の
リーダーが示した重要な示唆、
コミットメントの表明、次のステップに向けた取組をここで取りまとめます。

2．この1年のTCFDを巡る成果
■ 昨年10月のTCFDサミット以降、500以上の機関が新たにTCFDに賛同し、世界で1,400を超えました。賛同機関の時価総額の合計は
12.6兆ドルに及びます。TCFDサミット開催国の日本は、300以上の機関が賛同し、本分野の議論を推進する上で大きなリーダーシッ
プを発揮してきました。
■ 日本のTCFDコンソーシアムは、世界最大の賛同機関が集まる組織です。世界経済のレジリエンス向上とこれに資する企業の戦略的な資
本配分、その基盤となる情報の透明性を高めるための金融機関と非金融機関の懸け橋となるよいモデルであり、TCFDガイダンス2.0の
改訂やベストプラクティスの収集など、世界のTCFDコミュニティに対して大きな貢献をしてきました。
■ また、世界的にも、WBCSDによる産業別の開示ガイダンス、UNEP FIやPRIによる金融機関向けガイダンスなど、TCFDによる情報開示
の量と質の双方を向上させる取組の進展があり、事業会社と金融機関の建設的な対話に向けた世界的な基盤が構築されてきました。

3．重要な示唆
■ 第一に、
TCFDの実務への定着に関しては、下記のような重要な示唆がありました。
▶ TCFDは気候関連開示のスタンダードと広く認識されるようになっているが、静的開示でなく、気候関連リスクをどう管理し、
どこに機会
を見出し、
いかに戦略を位置づけるかが重要である。
▶ 投資家はリスク開示の内容がネガティブであってもそれを否定するよりも、開示の積極性を評価すべき。
▶ コロナ禍において、想定外の課題に取り組むために、政府も含めたコミュニティの結束が必要。
▶ 投資家は長期的視点をもって、業種別のマテリアリティを投資判断に組み込み、企業は潜在的な気候リスクと機会を把握して、経営レベ
ルで議論するためのメカニズムを構築することが必要。開示は初めから完璧を目指すのではなくステップバイステップの取組。マテリ
アリティを同じくするセクター内での危機感の共有が有効だが、
マテリアリティを管理する戦略においては企業の独自性が求められる。
▶ シナリオ分析や社内での学び、経営層との意識の共有プロセスがマネジメントに良い影響を与えていることもTCFDの成果のひとつ。
■ 第二に、
新たなTCFDの可能性に関しては、下記のような示唆がありました。
▶ 将来を見据え、炭素ネットゼロを掲げる企業やサービスが将来勝ち残ることができるのであり、温暖化対策はコストではなく、競争力の
源泉である。
▶ 気候とサステナビリティに関する情報が投資家に活用されることが重要で、資本コストに比して、サステナブルな社会への移行に資す
るビジネスにより多くの財務資本を配分する資本市場を創出しなければならない。
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▶ 脱炭素化・低炭素化に向けた移行であるトランジション、CO2の大幅削減に向けた革新的イノベーションについて、
これを
「機会」
とと
らえ、
TCFDを活用して開示していくことが重要。
▶ 脱炭素社会に向かってはトランジションやイノベーション技術への民間資金の動員が不可欠であることから、TCFD開示を通じて、金融
機関や投資家がこれらに取り組む企業を評価することができるようなフレームワークが必要。
▶ 地球規模でのCO2削減をしていく上では、
トランジション、グリーン、
イノベーションにファイナンスを行うTGIFが重要であり、
これら
をTCFD開示に表現していくことが課題
▶ 最後に、
TCFDをさらに世界各地に拡大していくために、2021年11月のCOP26に向けて、地域に応じたTCFD開示の義務化の多様な
在り方を検討していくことが必要とされました。義務化には厳格な規制要件以外にも様々な方法があり得ることから、事実上の義務化
など、
よりクリエイティブなアプローチも検討すべきとの示唆もありました。

4．コミットメントの表明
■ 本日参加した世界の投資家、
経営者、
政府機関からは、
TCFDの更なる深化に向けて、
下記のようなコミットメントがありました。
▶ アセットオーナーからは、脱炭素社会に向けて、2度シナリオにおいて企業価値の向上が日本企業には見られるといったリサーチもある
が、長期の安定的な投資リターンを期待するユニバーサルオーナーにとって、持続的な企業価値向上が重要であること、気候変動にプ
ライオリティを置き、
引き続きサステナビリティ向上に取り組むという発言があった。
▶ アセットマネージャーからは、顧客に受託者責任を負う投資家による透明性向上のための開示強化の推奨や積極的なエンゲージメント
の表明があった。
▶ 経済界からも、今後、TCFDに基づく情報開示が一層進むことで、産業界と投資家との間の相互理解が進み、技術開発や社会実装に向
けた投資が促進され、企業活動が活性化していくことを大いに期待すると表明があった。
▶ 欧州委員会は、TCFD提言は気候関連情報開示の方法について確かな指針を示しており、
この重要性を鑑み、引き続き強く支持を表明
し た。
▶ また、
日本政府も
「環境と成長の好循環」
の絵姿を示すことで世界の脱炭素化に貢献し、金融の力で気候変動問題の解決に取り組む企
業を支えるTCFDを支援していくと表明した。

5．次のステップに向けた取組
■ 昨年の第一回でも、地球規模での
「環境と成長の好循環」
を加速させるため、我々は、TCFDを支持し、その提言の履行に向けた取組に集
中するためにも、世界の産業界、金融界、政府、規制当局、国際機関等を含む幅広い利害関係者をまとめるための継続的な努力が必要と
呼びかけました。
■ 来年11月のCOP26、
グラスゴーまでの道のりは既に始まっています。TCFDは脱炭素社会に向けて重要な役割を果たすことは明確であ
ります。TCFDコミュニティがさらに1年この歩みを止めることなく進歩することにより、来年のTCFDサミットで、
また、皆が集まり、それぞ
れの貴重な貢献を共有できることを楽しみにしております。
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