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パリ協定により促進された数々の新しい方針や税金が増加することに伴
うカーボンプライシング・リスクにより、企業の財務諸表に大きな損失が
生じる可能性があります。
カーボンプライシング・リスクは、同一事業セクター内で事業を展開してい
る企業の間で大幅に異なる場合があります。
カーボンプライシング・スキームによる財務リスクは、企業の炭素効率
性、事業を展開する場所、ビジネスモデル、及びセクターの市場状況に
よって変わってきます。
企業のビジネスモデル及び広範な市場状況は、企業が増加したコストを
吸収できるかどうかや、顧客に転嫁できるかどうかにも影響します。
現在、多くの企業がカーボンフットプリントを測定しており、これは過去の
事業の炭素効率性を理解する上での不可欠な第一歩ですが、そこには
将来のカーボンプライシング・エクスポージャーに関する盲点がありま
す。
カーボンプライシング・リスクのかなりの割合は、サプライチェーン活動及
びエネルギー集約的な製品によりもたらされる可能性があるため、企業
は直接の事業以外のカーボンリスクを考慮することが不可欠です。
気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言のとおり、企業による
将来のカーボンリスクに関する重要データの開示は、投資家の意思決定
に情報を提供し、主流のグリーンファイナンスを促進する上で貢献してい
ます。

カーボンプライシングに伴うリスクの増大
地球温暖化を 2℃未満に抑えるためのパリ協定に基づくコミットメントに従い、各
国政府はますますカーボンに価格を課しつつあり、温室効果ガス（GHG）排出量
コストを社会から汚染源にシフトしています。2013 年の Trucost の見積もりによ
ると、穀物生産高の減少や、洪水、疫病、海洋の酸性化、生物多様性の損失な
どにつながりのある事業活動による GHG 排出量のコストは 2 兆 7,000 億米ドル
でした。1 カーボンプライシングは、GHG 排出を減らし、低カーボン・テクノロジー
1

Trucost、2013 年。リスクにさらされた自然資本：事業の外部性トップ 100 ． TEEB、ジュネーブ。［オンライン］利用可能：https://www.trucost.com/wpcontent/uploads/2016/04/TEEB-Final-Report-web-SPv2.pdf.
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に投資するインセンティブを提供します。現在のカーボン価格は平均すると二酸
化炭素トン当たり約 40 米ドルですが2、それは近い将来に上昇することが予想さ
れ、2℃シナリオの下で経済協力開発機構（OECD）諸国において 2030 年までに
二酸化炭素トン当たり約 120 米ドルに達すると見込まれます。3

カーボン価格の上昇は、
エネルギーや燃料価格
の上昇を通じて事業に課
される規制コストにより直
接的に企業に影響を与
え、またはサプライヤー
により転嫁されるコストを
通じて間接的に企業に影
響を与える可能性があ
る。

カーボン価格の上昇は、エネルギーや燃料価格の上昇を通じて事業に課される
規制コストにより直接的に企業に影響を与え、またはサプライヤーにより転嫁さ
れるコストを通じて間接的に企業に影響を与える可能性があります。これらのコ
ストは企業が負担する場合や、価格の値上げの形で消費者に転嫁される場合が
あります。自動車などのカーボン集約的な製品のコストの上昇に伴う価格の値上
げが消費者需要を低下させる恐れがあります。
したがって、カーボンプライシング・リスク・エクスポージャーを理解することは、事
業リスクを管理し、世界の気候方針の強化に対応する上で不可欠であると言え
ます。
現在、カーボンの強度及び効率性の評価基準であるカーボンフットプリントを多く
の企業が測定しており、これはエクスポージャーを理解する上での不可欠な第一
歩です。しかし、カーボン方針のグローバル・ネットワーク全体にわたり、カーボン
プライシング・リスクは事業活動のタイプや場所に応じて、時間の経過とともに変
化します。カーボンプライシング・リスク・エクスポージャーの唯一の指標として、
カーボンフットプリントだけに依存すると、企業やそれらの投資家のカーボン方針
の財務上の意味合いに関して盲点を生み出す可能性があります。企業は、カー
ボン価格がグローバル・バリューチェーンのコストにどのような影響を与えるのか
だけでなく、様々なシナリオ及びタイム・ホライズンにおける収益性への最終的な
影響に目を向ける必要があります。財務面におけるこのタイプのシナリオ分析
は、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）など、気候リスク開示イニシア
ティブに対応する上で重要であり、投資家、貸手、及び保険会社が気候関連のリ
スクや機会を適切に評価し、価格設定するのを支援することを目的としていま
す。

カーボンプライシング・リスク・エクスポージャーの測定
カーボンプライシング・スキームの数は過去 10 年間にわたり急激に増えていま
すが、ほとんどの法域における価格は現在、パリ協定の 2℃目標を達成するた
めに要求される水準をはるかに下回っています。企業やそれらの投資家が将来
のカーボンプライシング・リスクへのエクスポージャーを評価するのを支援するた
め、Trucost はコーポレート・カーボンプライシング・ツールを開発しました。このツ
ールではカーボンプライシング・リスク・プレミアムに注目しており、現在のカーボ
2

Trucost、 2017 年現在。

3

OECD/国際エネルギー機関（IEA）。2017.年。エネルギー移行に関する全体像の第 2 章-低カーボン・エネルギー・システムに対する投資ニーズ。［オ
ンライン］入手可能：http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Perspectives_for_the_Energy_Transition_2017.pdf.
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ン価格と 2℃シナリオの下で予想される将来の価格の格差を示しています（図表
1 を参照）。この格差は各国におけるカーボンプライシングの現状や、将来にお
いて予想される価格上昇の速さと程度に応じて異なります。4
カーボンプライシング・リ
スク・プレミアムを企業の
地域 GHG 排出量に適用
することにより、低カーボ
ン経済への移行において
具体化する可能性のあ
る将来の追加規制コスト
を定量化することが可能
となる。

カーボンプライシング・リスク・プレミアムを企業の地域 GHG 排出量に適用するこ
とにより、低カーボン経済への移行において具体化する可能性のある将来の追
加規制コストを定量化することが可能となります。カーボンプライシング・リスクを
評価するためのこの新しいアプローチにより、企業は上昇するカーボン価格の収
益性への影響に関する資産レベルのシナリオ分析を実施することが可能となり、
カーボン移行リスクに対する競争力のあるポジショニングや対応力に関する微妙
な見解が提供されます。
図表 1：カーボンプライシング・リスク・プレミアム

カーボン価格

（米ドル、2016年の二酸化炭素換算トン当たり）

120

将来のカーボン価格（2030 年）

80
リスク・プレミアム

40

現在のカーボン価格

0
出所：Trucost。2017 年 12 月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。

カーボンプライシング・リスク・プレミアムの適用を説明するために、Trucost は 3
つの産業セクター（化学品製造、電力公益事業、及び自動車製造）にわたり、16
ヶ国に及ぶ 100 社近い企業を分析しました。公に開示された GHG 排出量及び
財務データを活用することで、Trucost は 2℃シナリオに合致したカーボン価格上
昇による企業の事業費、売上高、及び収益性への財務面の影響を定量化しまし
た。
Trucost の分析では以下について考察しています。
1. 直接の事業からの排出量に関するカーボン価格上昇のコスト（GHG プロ
トコル・スコープ 1 排出量としても知られる）と、カーボン集約的な購入電
力（スコープ 2）及び購入物品・サービス（スコープ 3、サプライチェーン、
図表 2 を参照））に関する価格上昇の間接コスト。

4

OECD/IEA。2017 年。エネルギー移行に関する全体像 第 2 章－低カーボン・エネルギー・システムに対する投資ニーズ。［オンライン］入手可能：
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Perspectives_for_the_Energy_Transition_2017.pdf.
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企業がどの程度規制コストの上昇を消費者に転嫁できるかについて、ま
た、セクター固有の価格弾力性の前提に基づき、これによる企業の製品
及びサービスに対する需要への影響。この分析では、2℃目標の達成に
合致したカーボン価格の上昇による「利払い税引き前利益（EBIT）」の潜
在的変動（ここでは「プロフィット・アット・リスク」と呼ばれる）を見積もりま
す。5 この分析では、企業が現在の収益性水準やカーボン強度で事業を
継続した場合の潜在的なカーボンプライシング・リスクを説明します。

図表 2：カーボンプライシング・リスクは企業の財務実績に直接的及び間接的に影響を与
える可能がある
間接的カーボンプライシング・リスク

直接的カーボンプライシング・リスク

サプライチェーン・
コストの上昇
カーボン価格の転嫁
規制コスト、税
金、及び
排出許可

事業
（スコープ 1）

カーボン価格
規制の財務リ
スク
電力及びエネ
ルギー価格の
上昇

バリュー
チェーン
（スコープ 3）

購入エネルギー
（スコープ 2）

需要の減少
製品使用コスト
の上昇

物流及び旅行コ
ストの上昇
カーボン価格の
転嫁

転嫁モデル

売上高及び事業費への影響
出所：Trucost。2017 年 12 月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。

化学品、電力公益事業、
及び自動車製造などの
企業に関するカーボンプ
ライシング・リスクは 2017
年に最小となったが、時
間の経過とともに大幅に
増加すると予想される。

5

化学品、電力公益事業、及び自動車製造などの企業に関するカーボンプライシ
ング・リスクは 2017 年に最小となりましたが、時間の経過とともに大幅に増加す
ると予想されます。図表 3 はこの 3 つのセクターにおけるプロフィット・アット・リス
クの分布を示しています。当然のことながら、電力公益事業セクターは将来的に
カーボンプライシングによる最も大きな影響を被る可能性が高く、平均プロフィッ
ト・アット・リスクは 2030 年までに 90%近くに達し、2050 年までに 150%を超える可
能性があります。化学品セクターはさらされるリスクの度合いがやや抑えられる
可能性があり、予想される平均プロフィット・アット・リスクは 2030 年までに 30%

このシナリオは 2100 年までに気候変動を 2℃未満に抑える目標（パリ協定）に沿って GHG 排出量を削減するのに十分な政策の実施を示します。こ
のシナリオは経済協力開発機構（OECD）及び国際エネルギー機関（IEA）による調査（2017 年）に基づいています。
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超、2050 年までに 60%である一方、自動車製造セクターの平均プロフィット・アッ
ト・リスクは 2030 年までに 15%超、2050 年までに 30%となっています。
図表 3：カーボンプライシング・リスクによるプロフィット・アット・リスクは大きく異なる
700%

プロフィット・アット・リスク
（EBITに対するパーセンテージ）

電力公益事業
600%

自動車製造

500%

化学品

400%
300%
200%
100%
0%
2017

2030

2050

出所：Trucost。2017 年 12 月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。

セクター間のリスク・エク
スポージャーの相違は、
主に事業活動の GHG 強
度及び事業の地理的分
布の結果である。

セクター間におけるリスク・エクスポージャーの相違は、主に事業活動の GHG 強
度及び事業の地理的分布の結果です。電力公益事業は事業運営上のカーボン
フットプリントが最も高く、その結果、事業運営上の売上高当たり炭素排出量が
最も高くなっています。また、このセクターは物的資産を少数の国に集中させる
傾向もあり、このことはコストの上昇に応じて事業を移転させる柔軟性が限定さ
れていることを意味している可能性があります。一方、化学品及び自動車製造セ
クターは GHG 強度が低く、これらの事業及びサプライチェーンが地域全体にわ
たりより大きく広がる傾向があり、このことはカーボンプライシング・リスクが低くな
り、カーボン価格の上昇に応じて事業及びサプライチェーン活動を移す上で柔軟
性が高くなる可能性があることを意味しています。
また、セクター内におけるリスク・エクスポージャーの変動も大きく、時間の経過と
ともに拡大します。2050 年までに、化学品セクターの企業のプロフィット・アット・リ
スクは 1%から 300%超までの範囲に及び、電気公益事業は 1%から 600%近くまで
の範囲に及び、自動車製造は 7%から 82%までの範囲に及ぶと推測されていま
す。図表 4～6 は、それぞれのセクター内の企業を GHG 強度の高い順にランク
付けしています。棒グラフで表示されたプロフィット・アット・リスクは必ずしも同じ
順番で低下するわけではありません。例えば、化学品及び電力公益事業の両セ
クターにおいてプロフィット・アット・リスクが最も高い企業は GHG 強度がセクター
平均を下回るか、それに近くなっています。Trucost の分析によると、セクター全
体における GHG 強度とプロフィット・アット・リスクの間に正の相関関係がありま
すが、これは同じセクター内における企業間のリスクの差異の 30%を説明してい
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るに過ぎないと考えられます。したがって、GHG 強度は単に企業の推定カーボン
プライシング・リスク・エクスポージャーを部分的に表す指標に過ぎません。

自動車製造
3.5

500
450

プロフィット・アット・リスク
（EBITに対するパーセンテージ）

3
400
2.5

350
300

2

250
1.5

200
150

1

100
0.5
50
0

0
プロフィット・アット・リスク（2030年）

GHG強度の合計（二酸化炭素換算トン／百万米ドル）

セクター内におけるリス
ク・エクスポージャーの変
動も大きく、時間の経過
とともに拡大する。

図表 4：GHG 強度はカーボンプライシング・リスク・エクスポージャーの部分的な指標に
過ぎない‐自動車製造

GHG強度

出所：Trucost。2017 年 12 月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。

図表 5：GHG 強度はカーボンプライシング・リスク・エクスポージャーの部分的な指標に
過ぎない‐化学品

プロフィット・アット・リスク
（EBITに対するパーセンテージ）

3.5

4500
4000

3

3500
2.5
3000
2

2500

1.5

2000
1500

1
1000
0.5

500

0

事業及びスコープ3アップストリームのGHG強度
（二酸化炭素換算トン／百万米ドル）

化学品

0
プロフィット・アット・リスク（2030年）

GHG強度

出所：Trucost。2017 年 12 月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。
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図表 6：GHG 強度はカーボンプライシング・リスク・エクスポージャーの部分的な指標に
過ぎない‐電力公益事業

カーボンプライシングによ
る財務リスクは、企業の
カーボン排出量、事業を
展開する場所、ビジネス
モデル、及びセクターの
市場状況によって変わっ
てくる。

3.5

14000

3

12000

2.5

10000

2
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1.5

6000

1

4000

0.5

2000

0

事業及びスコープ3アップストリームのGHG強度
（二酸化炭素換算トン／百万米ドル）

プロフィット・アット・リスク
（EBITに対するパーセンテージ）

電力公益事業

0
プロフィット・アット・リスク（2030年）

GHG強度

出所：Trucost。2017 年 12 月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。

カーボンプライシングによる財務リスクは、企業のカーボン排出量、事業を展開
する場所、ビジネスモデル、及びセクターの市場状況によって変わってきます。
最初の 2 つの変数により、事業運営内におけるカーボンプライシング・スキーム
によるトータルリスクが決まります。地域ごとのカーボン価格の相違を踏まえる
と、トータル・カーボンプライシング・リスクは企業がどれだけの量の炭素を排出
するかによって決まるだけでなく、これらの炭素がどこで排出されるのかによって
も決まります。
例えば、カーボンフットプリントが類似している企業は、それらの事業を展開する
場所の違いによりリスク・エクスポージャーが異なる場合があります。Trucost で
は化学品セクターの 2 つの企業を分析し、両社とも事業及びサプライチェーンの
GHG 強度の合計が売上高百万ドル当たり約 1,500 二酸化炭素換算トンでした
が、B 企業のプロフィット・アット・リスクは 2017 年から 2050 年までの平均で A 企
業よりも 30%以上高くなりました（図表 7 を参照）。この主な理由としては、B 企業
の GHG 排出量が将来カーボン価格の大幅な上昇が予想される欧州にほとんど
集中していたことです。
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図表 7：企業は GHG 排出が類似していても、事業を展開する場所によってリスク・エクス
ポージャーが異なる場合がある
180%

プロフィット・アット・リスク
（EBITに対するパーセンテージ）

160%

企業 A

企業 B

140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2017
2025
2030
2040
出所：Trucost。2017 年 12 月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。

2050

しかし、このコストの全てを企業の財務諸表により直接把握することができるわ
けではありません。企業固有のビジネスモデルや市場状況により、このコストの
一部（企業により吸収される可能性のある）に影響が及ぶため、収益性への影響
が決定づけられます。例えば、事業運営上のコストやサプライチェーンのコストの
上昇に対して対応力が高い企業は、カーボンプライシング・リスクを最小限に抑
えることができる可能性があります。このことは、企業がサプライチェーンの炭素
効率性を十分に管理している、垂直統合のビジネスモデルや、企業がカーボンプ
ライシング・リスクの低いサプライヤーに容易に切り替えることのできる、柔軟性
のあるサプライチェーンを有する非統合のビジネスモデルにおいて生じる可能性
があります。また、市場の状況も、販売価格の上昇による製品やサービスに対す
る需要の変化を考慮に入れつつ、企業がコストを顧客に転嫁する能力に基づい
てどれだけのコストを吸収する必要があるかに影響を及ぼします。

カーボンプライシング・リスクに関するバリューチェーンの問題
Trucost のプロフィット・アット・リスク分析では、スコープ 1 及び 2 の事業からの
排出量と、スコープ 3 のサプライチェーンからの排出量を合計します。実際に、サ
プライチェーン活動はしばしば企業のカーボンプライシング・リスク・エクスポージ
ャーに占める割合が事業からの排出量よりも大きく、平均すると自動車製造では
80%、化学品では 53%、電力公益事業では 29%を占めています。サプライチェーン
の影響を分析することにより、企業はどこにリスク・エクスポージャーが集中して
いるかを理解し、財務コストを最小限に抑えるための調達戦略を調整することが
可能になります。
企業の製品やサービスがカーボン集約的である場合、リスク・エクスポージャー
は拡大する可能性があります。カーボン集約的な製品を販売するセクターに関し
て、カーボン価格の上昇は企業により転嫁される価格の変動に加え、消費者の
リサーチ | ESG
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コストの上昇を意味する可能性があります。コストの上昇により、これらの製品や
サービスに対する需要が減少し、企業の売上高が減少する可能性があります。
サプライチェーン活動は
しばしば企業のカーボン
プライシング・リスク・エク
スポージャーに占める割
合が事業からの排出量
よりも大きくなる。

自動車製造が良い例であると言えます。以前の分析によると、2025 年から 2050
年までの企業のプロフィット・アット・リスクの 8～30%が事業及びサプライチェーン
からの排出と関係していることを示しています。化石燃料を動力源とする内燃エ
ンジンの自動車は、ほとんどの自動車メーカーの販売の中で大きなシェアを占め
ているため、製品が使用される場合におけるその製品からの排出量は非常に重
要です。カーボン規制の強化により化石燃料の価格が上昇した場合、自動車を
運転する消費者のコストが上昇し、新しい自動車の購入判断に影響を与える可
能性があります。調査によると、歴史的には自動車に対する需要は燃料価格の
上昇に応じて減少してきたことを示しています。6 カーボン価格は燃料価格の上
昇を通じて直接消費者に課される可能性があります。Trucost では、カーボンプ
ライシングによる消費者のコスト上昇及び自動車製造企業の売上高に及ぼす可
能性のある影響を見積もりました。
図表 8 に示した通り、カーボン集約的な製品やサービスの利用による GHG 排出
量は、企業に対して財務面で最も大きな影響を及ぼす可能性があります。自動
車製造セクターに関して、製品からの排出によるプロフィット・アット・リスクは
2025 年から 2050 年までの間に 5～50%に達し、2030 年以降のオペレーショナ
ル・リスク及びサプライチェーン・リスクさえも上回る可能性があります。消費者が
ランニングコストの上昇に適応するための戦略を調整する上でより多くの時間を
有すると考えられる中で、これは長期的には自動車保有のコスト上昇が自動車
に対する需要にマイナスの影響を与えるという前提に基づいています。7

6

Goodwin, P., Dargay, J.,及び Hanly, M., 2004 年。価格及び所得に関する道路交通の順応性と燃料消費：レビュー。Transport Reviews, 24(3), 275-292
ページ。

7

これは燃料価格が 1%上昇するごとに保有される自動車の総台数が短期的には 0.1%、長期的には 0.25%減少するという過程に基づいています
（Goodwin、及びその他、2004 年）。
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図表 8：消費者に対するカーボン価格の影響が自動車製造のプロフィット・アット・リスク
を悪化させる
10,000
5%
8%

利益（百万米ドルEBIT）

8,000

27%
44%

6,000

4,000

50%

16%
100%
87%

27%
31%

2,000

56%

30%

19%

2017
2025
2030
2040
消費者行動の変化によるプロフィット・アット・リスク
事業及びサプライチェーンの影響によるプロフィット・アット・リスク
リスク調整後利益
出所：Trucost。2017 年 12 月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。

企業は、カーボンフットプ
リントにより測定される最
も一般的な直接の事業
によるリスクだけではな
く、バリューチェーン全体
によるカーボンプライシン
グ・リスク・エクスポージャ
ーも理解する必要があ
る。

2050

企業は、カーボンフットプリントにより測定される最も一般的な直接の事業による
リスクだけではなく、バリューチェーン全体によるカーボンプライシング・リスク・エ
クスポージャーも理解する必要があります。消費者の需要は、市場における競争
や消費者の選好など、その他多くの変数により影響を受ける可能性があります
が、このリサーチでは、企業の製品ポートフォリオの重要性に加え、企業が消費
者に低エネルギー、低排出量の製品及びサービスを提供するためにどの程度ま
で新製品の開発や研究・開発（R&D）活動を積極的に行っているかにハイライトを
当てています。カーボン集約的な製品に対する規制リスクは、税務面にさらに影
響を及ぼす可能性があります。例えば、多くの政府がディーゼル及びガソリン自
動車の販売の禁止または段階的廃止を行うことをコミットしています（フランスは
2040 年までに、ノルウェーは 2025 年までに、ドイツの複数の州は 2030 年に、及
び英国は 2040 年までに）。同様の計画がオランダ、インド、及び中国で進展中で
す。8 ボルボ、ルノー・日産、BMW、及びフォルクスワーゲンは電気自動車の生産
を拡大する計画を通じてこれらの規制リスクを軽減することを目指しています。

カーボンフットプリンティング以外の要因
世界各国の気候政策により、特にカーボンプライシングを通じて財務的不確実性
が高まっている一方で、企業に機会がもたらされています。Trucost のリサーチ
によると、カーボンフットプリンティングだけでは、企業のカーボンプライシング・リ
スク・エクスポージャーを全て把握することはできません。伝統的なカーボンフット
プリントに加えて、カーボンプライシング・リスク・プレミアムも考慮することにより、
地域レベルでの政策リスク・エクスポージャーを見極めることが可能になると考え
8

Chrisafis, A. 及び Adam V、2017 年。フランスは 2040 年までにガソリン及びディーゼル自動車の販売を禁止：Guardian。［オンライン］入手可能：
https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/france-ban-petrol-diesel-cars-2040-emmanuel-macron-volvo。France-Presse, A.、2017 年。
中国は「近い将来に」ガソリン及びディーゼル自動車の生産を禁止：Guardian。［オンライン］入手可能：
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/11/china-to-ban-production-of-petrol-and-diesel-cars-in-the-near-future
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られます。事業、サプライチェーン、及び製品関連からの排出による財務コスト
は、カーボンプライシング・シナリオを適用することによって見積もることが可能で
す。
カーボン排出と同様に、企業のカーボンプライシング・リスク・エクスポージャー
も、セクター、地域、及び事業を展開する市場によって異なります。リスク・エクス
ポージャーの全体像を把握するために、企業は直接の事業のカーボンフットプリ
ントを評価するだけでなく、サプライチェーン及び使用している製品の影響も評価
する必要があります。シナリオ分析では、収益性に対するカーボンプライシング
の最終的な影響を考慮することが重要です。当社の調査結果によると、カーボン
プライシング・リスクは時間の経過とともに大幅に高まり、より厳格なシナリオに
おいても増大する可能性あります。したがって、将来を考慮したシナリオ分析もこ
のリスク評価のカギとなります。
カーボンプライシング・リ
スク・エクスポージャーを
理解することは、低カー
ボン投資、事業戦略、及
び調達において適切な意
思決定を行うことにつな
がる。

カーボンプライシング・リスク・エクスポージャーを理解することは、低カーボン投
資、事業戦略、及び調達において適切な意思決定を行うことにつながります。気
候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言によると、企業は気候リスク
に対するビジネスモデルのストレステストを行うことが奨励されています。また、カ
ーボンプライシング・リスクについて理解し、内部カーボン価格を設定して排出量
の削減に取り組むことも重要です。さらには、削減及び投資優先事項に対するリ
スクを見極める必要もあります。これにより、企業は気候リスク開示に対する需
要の増大に応え、リスク管理を強化し、さらにサステナビリティ・スチュワードシッ
プを発揮することができると考えられます。
投資戦略に気候データを組み入れる金融機関が増えています。これは、リスク管
理を強化し、低炭素経済への移行から収益を得ることを目的とする動きと考えら
れます。カーボン・エフィシェント指数及びカーボン・エフィシェント・ファンドから、
グリーンボンド及び融資ツールに至るまで、多くの革新的なグリーンファイナンス
商品が生まれています。企業が将来のカーボンリスクに関する情報開示を強化
することができれば、投資家はより適切な意思決定を行い、グリーンファイナンス
を推進することが可能と考えられます。
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