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■はじめに

　足許では、世界で記録的な猛暑や豪雨、ア

マゾン熱帯雨林の火災など異常気象の被害が

連日のように報じられている。ESGに対する

関心は年々高まっているが、そのなかでも特

に気候変動リスクに注目する投資家が増えて

いるように感じる。

　それは、程度の差こそあれ、気候変動が長

期的には地球上のどの企業にも影響を与える

リスクであり、分散投資によるリスク低減が

効き難いシステミックリスクであるという共

通認識が広がっているからであろう。このよ

うな流れのなかで、気候変動に関する企業や

投資家主導の様々なイニシアティブが立ち上

がっている。金融当局においても、世界の中

央銀行や金融規制当局が参画するイニシアテ

ィブ（NGFS：気候変動リスク等に係る金融

当局ネットワーク）が発足し、わが国の金融

庁も名を連ねている。このことは、気候変動

がシステミックリスクにつながりかねないも

のとして、危機感の広がりを象徴していると

言えるのではないだろうか。

　気候変動に関する情報開示を求めるイニシ

アティブであるTCFD（気候関連財務情報開

示タスクフォース）に関しては、経済産業省

が2018年12月に「気候関連財務情報開示に関

するガイダンス（TCFDガイダンス）」を策
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定・公表した。続いて2019年５月には、一橋

大学大学院の伊藤邦雄特任教授や経団連の中

西宏明会長など５名が発起人となり、企業の

効果的な情報開示や、開示された情報を金融

機関等の適切な投資判断につなげるための取

組みについて議論する場として「TCFDコン

ソーシアム」が発足するなど、官民を挙げた

取組みが行われている。このような活動もあ

り、日本では191の企業・機関がTCFDに賛

同し、世界でも最も賛同数が多い国となって

いる（2019年９月９日時点）。

■１．GPIFにおける気候変動
リスクへの対応

　昨年度以降、GPIFにおいても気候変動リ

スクを考慮した投資やそれに関連する取組み

を積極的に行っている。2018年９月にはグロ

ーバル環境株式指数を選定し、2019年３月末

時点で国内・海外合わせて約1.6兆円まで投

資規模を拡大した。ちなみに、指数のパフォ

ーマンスは図表１の通りである。

　債券投資においては、世界銀行グループと

の共同研究「債券投資へのESG要素の統合」

の結果を踏まえ、世界銀行グループの国際復

（出所）GPIF「2018年度ESG活動報告」

【国内株式】

当該指数
(a)

親指数
(b)

TOPIX
(c)

対親指数
(a-b)

対TOPIX
(a-c)

①MSCI ジャパンESGセレクト・
   リーダーズ指数 5.17％ 0.28％

②MSCI 日本株
   女性活躍指数 5.55％

③FTSE Blossom Japan  Index

④S&P/JPX カーボン・
　エフィシエント指数

5.10％

【外国株式】

当該指数
(a)

親指数
(b)

MSCI ACWI ex J
(c)

対親指数
(a-b)

対MSCI ACWI ex J
(a-c)

⑤S&P グローバル・カーボン・
　エフィシエント大中型株指数（除く日本） 9.16％

超過収益率ベンチマーク収益率

超過収益率ベンチマーク収益率

0.04％4.90％5.14％

0.65％0.40％4.90％5.15％

－0.99％－1.15％4.90％5.05％3.90％

0.21％0.21％4.90％4.90％

0.21％0.05％8.95％9.11％

（注１）ベンチマーク収益率は2017年４月～2019年３月までの収益率（配当込み、年率換算）。GPIFが実際に運用を開始した期間とは異なる。
（注２）①の親指数（指数組入候補）はMSCIジャパンIMIのうち時価総額上位700銘柄（2018年12月より上位500銘柄から変更）。

②の親指数（指数組入候補）はMSCIジャパンIMIのうち時価総額上位500銘柄。
③の親指数（指数組入候補）はFTSE JAPAN INDEX。
④の親指数（指数組入候補）はTOPIX。
⑤の親指数（指数組入候補）はS＆P 大中型株指数（除く日本）。

（図表１）GPIFが採用したESG指数のパフォーマンス
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興開発銀行（IBRD）と国際金融公社（IFC）、

更には欧州投資銀行（EIB）やアジア開発銀

行（ADB）といったトリプル格の国際機関

が発行するグリーンボンド等への投資機会

を、GPIFが運用を委託する運用会社が活用

するスキームを新たに設け、グリーンボンド

への投資を増やしている。

　また、直接的な投資活動以外では、2018年

10月から気候変動問題に取組む投資家主導の

イニシアティブであるClimate Action 100＋

にサポーターとして参加し、同年12月には、

TCFDへの賛同を表明した。GPIFでは、運

用会社がエンゲージメントの場で企業に求め

る情報開示については、原則として運用会社

やアセットオーナーが率先して行うべきと考

えている。「まず隗より始めよ」ということ

であり、そうでなければエンゲージメントに

おいて共感は生まれず、説得力もない。開示

の内容自体は、基本的には、GPIFのTCFD

レポートである「2018年度　ESG活動報告」

をご覧いただきたいが、本稿では、主に、

TCFDに沿った情報開示を行う上で何を悩

み、どう考えたのかをお伝えすることで、運

用会社やアセットオーナーの皆様のTCFDに

沿った情報開示の何らかの後押しになれば幸

いである。更にはそれが企業の情報開示の促

進につながることを期待している。

■２．統合型か独立型か

　レポート作成の検討段階で議論になったの

が、TCFDレポートをESG活動報告の一部に

取り込むのか、それともTCFDレポート自体

を単独で取りまとめるのかということであ

る。先行している欧州のアセットオーナーの

開示の例をみても、両タイプで数は二分され

ている印象である。いろいろと論点はあった

が、GPIFにおいては、気候変動リスクは

ESGリスクの重要な一要素として考えてお

り、全体の取組みと不可分なものが多いとい

うことで、まず初回においては、TCFDレポ

ートをESG活動報告に包含させるかたちで取

りまとめることにした。図表２のTCFDが提

言する開示項目対応表をご覧いただければ、

気候変動以外のESG全般に関する取組みも含

まれていることがお分かりいただけるだろ

う。

　ただ、統合型がベストな選択であるのか、

担当者個人としては、今でも、答えを出せて

いない。ESG活動報告の作成は、当該年度の

ESGに関する取組みの紹介と、これまでの

ESGに関する取組みの効果の測定を多面的に

行うこと、の２点を主な目的としており、読

み手としては、公的年金の被保険者や投資先

企業の経営者を主なターゲットとしている。

そこにTCFDで推奨している開示内容を全て

載せようとしたことで、分量が多くなるだけ

でなく、内容もかなりテクニカルなものとな

り、本来期待しているESG活動報告の読み手

を遠ざける結果になっていないだろうか。来

年度以降は、TCFDが提言する開示項目対応

表は引き続きESG活動報告に残しながら、そ
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の他の詳細な分析は独立した章もしくは独立

した冊子に取りまとめることも含めて再度検

討する必要があるかもしれない。

■３．GPIFが実施したシナリ
オ分析

　TCFDに沿った情報開示のなかで、特に企

（図表２）TCFDが提言する開示項目対応表

（注）ページ番号は、GPIF「2018年度ESG活動報告」の該当ページ
（出所）GPIF「2018年度ESG活動報告」

TCFDが提言する開示項目 GPIFの開示情報とそのページ

ガバナンス
気候関連のリスク及び機会に
係る組織のガバナンスを開示
する。

●GPIFは投資原則をはじめとした各原則に従って、投資において積極的に
ESGを考慮しています（58ページ）。

●GPIF執行部の監督等を担う経営委員会では、執行部からESGに関連する
報告を随時受けています（13ページ）。

●理事長以下の役職員から構成される執行部では、投資委員会において気候
変動を含むESGに関する取組みについて意思決定を行っています。また、そ
うした取組みを実施する体制を整備しています（14ページ）。

戦略

気候関連のリスク及び機会が
もたらす組織のビジネス・戦
略・財務計画への実際の及び
潜在的な影響を、そのような
情報が重要な場合は、開示す
る。

●GPIFは「ユニバーサル・オーナー」として、環境問題や社会問題が最小
化されて社会全体が長期的に持続可能となることで、投資先の個々の企業の
価値が持続的に高まることが重要だと考えています（3ページ）。

●GPIFでは、全ての資産クラスの投資において、積極的にESGを考慮して
います。株式投資では、運用受託機関のESGへの取り組みを評価に組み込ん
でいる（17ページ）ほか、債券投資ではサステナビリティボンド（ソーシャ
ルボンド、グリーンボンド）への投資機会を運用受託機関に提案しています
（18ページ）。また、オルタナティブ投資でもESGインテグレーションを推進
しています（23～24ページ）。

●特に環境（E）については、株式投資で企業の炭素効率性に着目した指数
を採用している（15～16ページ）ほか、債券投資ではグリーンボンドへの投
資を行っています（18ページ）。

●気候変動対策の強化等の政策変更がGPIFの保有ポートフォリオに与える
影響についてシナリオ分析を行い、その影響について検討しています（49～
52ページ）。

リスク管理

気候関連リスクについて、組
織がどのように識別・評価・
管理しているかについて開示
する。

●GPIFは保有するポートフォリオ全体のほか、運用を委託しているそれぞ
れのファンドの温室効果ガス排出量等（カーボンフットプリントおよびカー
ボンインテンシティ）をモニタリング可能な体制を整えています。

●GPIFは運用受託機関のTCFDに対する賛同状況と今後の方針について確認
を行っています。また、運用受託機関の評価等においてESGインテグレーシ
ョンを推進しています（17ページ）。

指標と目標

気候関連のリスク及び機会を
評価・管理する際に使用する
指標と目標を、そのような情
報が重要な場合は、開示する。

●GPIFでは、保有するポートフォリオ全体のほか、運用を委託しているそ
れぞれのファンドの温室効果ガス排出量等（カーボンフットプリントおよび
カーボンインテンシティ）をモニタリング可能な体制を整えています。温室
効果ガス排出量等についての時系列分析を実施しています（45～48ページ）。
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業の方々からも投資家の方々からも難しいと

いう声を耳にするのがシナリオ分析である。

GPIFでは、S＆Pグローバルの傘下にある

Trucostの協力のもと、初年度のシナリオ分

析として、「（温室効果ガス）移行経路分析」を

行った。移行経路分析では、将来にかけての

気温上昇を一定水準に抑制するための温室効

果ガス排出量の上限である「炭素予算（カー

ボン・バジェット）」との整合性を評価して

いる。つまり、保有するポートフォリオを構

成する企業による温室効果ガス排出量が、パ

リ協定で示された「２℃目標」における炭素予

算と整合的かどうかを評価する分析である。

　具体的な分析方法は、個々の企業について、

次の５つのアプローチに基づく値（①企業によ

って開示された温室効果ガス排出量削減目標

の値、②温室効果ガス排出量の大きい生産活

動からの将来的な転換を示唆する資産レベル

の値、③産業別脱炭素化アプローチに基づく

値、④付加価値単位当たりの温室効果ガス排

出量アプローチに基づく値、⑤最新開示年の

カーボンインテンシティ（注１）を据え置いた値）

のうち、①＞②＞③＞④＞⑤という優先順位

で、値を集計し、将来のポートフォリオ全体の

温室効果ガス排出量の推移を推計している。

　その分析の結果、GPIFのポートフォリオ

全体としては、2100年の世界の平均気温が３

℃以上上昇するシナリオに整合的なポートフ

ォリオであることが明らかになった（図表３

参照）。GPIFのポートフォリオは、パッシブ

運用が中心であり、ダイベストメント（投資

撤退）も行っていないことを考えれば、この

（図表３）GPIFが保有するポートフォリオの温室効果ガス排出量の推移（2012−2023年）

（出所）GPIF「2018年度ESG活動報告」、S＆P Trucost Limited © Trucost 2019
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結果は、GPIFのポートフォリオだけの話では

なく、実際のところは、世界全体の平均気温

が３℃以上上昇することと、ほぼ同義である。

■４．ユニバーサルオーナーと
気候変動リスク

　世の中の気温は３℃上昇したとしても、自

らのポートフォリオを守るために２℃シナリ

オに整合的なポートフォリオになるようダイ

ベストメントすべきという考え方もある。確

かに、化石燃料関連の資源を有する企業など

への投資は、将来的に座礁資産となるリスク

がある。また、環境負荷の大きな企業につい

ては、将来的な環境規制等の強化により、企

業価値が大きく毀損されるリスクがある。そ

れらのリスクを回避するためには、ダイベス

トメントは正しい行動と言えるかもしれない。

　しかし、気候変動などの環境問題には負の

外部性がある。仮に、ダイベストメントによ

り、問題を抱える企業をGPIFのポートフォ

リオから除外したとしても、除外した企業の

企業活動による負の影響の結果、GPIFの資

産価値が毀損される可能性がある。負の外部

性が大きいESG課題については、エンゲージ

メントにより、課題を抱える企業に改善を促

す取組みが重要である。ダイベストメントに

より、株主という立場を降りれば、建設的な

対話の機会が失われてしまう。ダイベストメ

ントは、むしろ「責任ある投資家」から「無

関心な投資家」に株主の権利を移転すること

になりかねないと考えている（注２）。

■５．指数エンゲージメントの
重要性

　GPIFでは、「指数会社へのエンゲージメン

ト」と「指数を通じたエンゲージメント」を

特に重視している。GPIFの株式運用におい

ては、約９割がパッシブ運用であり、パッシ

ブ運用においては、指数会社が算出する指数

に沿って、構成銘柄や投資ウエイトが決定さ

れるため、指数会社はGPIFの運用の成否を

左右する大きな存在である。特にESG指数の

場合、ESG評価次第で構成銘柄や投資ウエイ

トが大きく変わるので、ESG評価会社の責任

はより重大である。そのため、ESG指数の選

定においては、評価や銘柄選定に関する透明

性や中立性を確保するために、運用会社の選

定と同様に、指数会社やESG評価会社に対し

てもガバナンス体制などを評価するデューデ

リジェンスを実施している。採用後において

も、指数会社やESG評価会社が、ESG評価方

法や指数構築ルールなどの変更を検討する際

に行うコンサルテーションには積極的に参加

し、それ以外の場でも対話を重ねている。

　GPIFの株式運用においては、外部の運用会

社に運用を全て委託しており、企業に対する

エンゲージメントも運用会社を通じて行われ

ている。特にパッシブ運用の場合、スチュワ

ードシップ活動（企業へのエンゲージメントを

含む）は運用会社の総合評価の評点の３割を



40
月
刊資本市場　2019．10（No. 410）

占めており、非常に重要な位置づけにある。

運用会社がエンゲージメントを行う際の個別

のテーマや目標設定などには、GPIFは全く関

与しないが、エンゲージメントの実施状況や目

標達成状況などをモニタリングし、評価に反

映することで、企業と運用会社との建設的な

対話が促進されるよう働きかけを行っている。

　運用会社を通じたエンゲージメントに加え

て、GPIFでは、「指数を通じたエンゲージメン

ト」を重視している。これまで採用したESG

指数においても、指数会社やESG評価会社に、

指数構築ルールやそれに反映するESG評価方

法の開示を求めるとともに、企業からの問い

合わせ等に積極的に対応するよう求めている。

課題を抱える会社に対する運用会社のエンゲ

ージメントがボトムアップのアプローチだと

すれば、「指数を通じたエンゲージメント」

はトップダウンアプローチと言えよう。運用

資産が巨額であり、投資先企業数も多いGPIF

にとっては、ボトムアップとトップダウンの

双方からアプローチをかけることで、エンゲ

ージメントの効果はより高まると考えている。

■６．インデックス・ポスティ
ングについて

　最後にGPIFのこれからの取組みを一つ紹

介したい。より迅速に、より広範に、より柔

軟に指数の情報収集を行うために、GPIFで

は今年10月より、インデックス・ポスティン

グという制度をスタートさせる予定である。

当初は、パイロット的に次の３つの分野（①

外国株ESG総合指数、②外国株ダイバーシテ

ィ指数、③国内債・外国債グリーンボンド指

数）に絞って、指数の情報を募集する方向で

検討している。当方のシステム対応の準備を

整え、2020年度中には、時価総額加重指数、

スマートベータ指数、その他のESG指数など、

あらゆる分野の指数の提案を受け付ける方針

である。

　パッシブ運用を機能別に分解すると、（１）

インデックス、（２）運用、（３）エンゲージ

メントの３つの要素に分解できよう。それぞ

れは異なる専門性が求められ、場合によって

は、従来とは異なるプレイヤーの方が優位性

を持っていることも考えられる。

　例えば、「（１）インデックス」に関しては、

インデックス業界では低コストを売りにする

新興インデックス会社の台頭や情報ベンダー

のインデックス算出・配信分野への参入など

が生じている。また、アクティブ運用（特に

クオンツ運用）会社であっても、指数の構築

ルール（メソドロジー）に関して、新しいア

イデアがあれば、指数配信などを指数会社に

委託することも可能になってきた。

　ちなみに、「（２）運用」に関しては、単に

指数にしっかりトラック（連動）するだけで

はなく、コーポレート・イベントや指数の構

成銘柄入れ替えの際に微細なアルファを積み

上げていくことや、一定のトラッキングエラ

ーのなかで、ポートフォリオの温室効果ガス

排出量の削減やESG評価を向上させるアイデ
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アも考えられる。さらに、「（３）エンゲージ

メント」では、アクティブ運用の視点をエン

ゲージメントに活かす会社も出ている。

　GPIFにおけるパッシブ運用の重要性は、前

述の通りだが、これらの３つの要素に強みを

持つ運用会社や指数会社をどう工夫し、組み

合わせるかが非常に重要である。その観点で、

インデックス・ポスティングによって、より

良いインデックスの情報収集が円滑に行える

ようになることの意義は大きいと考えている。

※本稿の意見にわたる部分は、筆者の個人的見解

に基づくものであり、所属する組織の見解を示す

ものではない。

（注１）  温室効果ガス排出量を付加価値等の単位当た

りでみたもの。ここでは売上高当たりの温室効果

ガス排出量で評価。
（注２） 「2018年度ESG活動報告」では、こうした考え

方を「ダイベストメントとGPIF」というコラムで

初めて明記した。
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