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UNEP Finance Initiative とは
• 環境における金融界と国連 のパートナーシップ

UNEP Finance Initiative とは

• 1992年リオ地球サミットで発足

• 「サステナブル・ファイナンス(持続可能な金融)」の草分け的存在

金融サ ビスを横断する唯 の国連のビジネスとのパ トナ シップ• 金融サービスを横断する唯一の国連のビジネスとのパートナーシップ

• 現在208の世界各地の金融機関がメンバー(内、日本から17社参加)

• 運営資金 230万ドル。(内、 会費9割、国連環境計画1割拠出)

• 年会費 CHF2,000-16,500  (日本円で約16-120万円)

• 事務局をジュネーブに置く。国連職員6名、コンサルタント１１名



•
UNEP FI 日本署名機関



署名機関のセクター別構成署名機関のセクター別構成
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署名機関の地域別構成署名機関の地域別構成
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国連の動機（続）国連の動機（続）

国連環境計画国連環境計画

環境マネジメントの予防原則の観点からビジネスの自主的なイニシアテ

ィブやパートナーシップを促進ィブやパ トナ シップを促進

国連環境計画のUNEP FIに対する当初の目的はアドボカシ ／啓蒙国連環境計画のUNEP FIに対する当初の目的はアドボカシー／啓蒙

国連と金融機関はホストとゲストの関係から始まる

近年は真のパートナーシップに近づいている？



金融機関の動機
CSRが主な動機

• お墨付きとしての国連ブランド

• 株価など直接利益に結びつけるものは依然動機として弱い

First mover advantages

• パートナーシップを通じ「持続可能な金融」のスタンダードや規範を作る• パ トナ シップを通じ「持続可能な金融」のスタンダ ドや規範を作る

集団のイニシアティブの効率性集団のイニシアティブの効率性

• 一企業の取り組みに比べ、より効率よく業界内の規範が確立できる

• 業界内外に集団で圧力をかけることができるなど

他社の同じ職種の人々との交流



UNEP FI 組織図
UNEP FI Global Steering Committee

Fifteen members
• Commission Chairs (3 positions)
• Thematic Advisory Group Chairs (4 positions)
• Regional Task Force Chairs (5 positions)
• 2 open positions 
• Director of UNEP’s Division of Technology Industry and Economics (1 position)Director of UNEP s Division of Technology, Industry and Economics (1 position)

Banking Commission 

Implements project based 
sustainable banking

Investment Commission 

Implements project based 
responsible investment

Insurance Commission 

Implements project based 
sustainable insurancesustainable banking 

activities including thematic 
work 

responsible investment 
activities including thematic 
work

sustainable insurance 
activities including thematic 
work

Four Thematic Advisory Groups 
(Climate Change, Resource Efficiency, Biodiversity and Emerging Issues)

Offers expert advice to each commission

Regional Task Forcesg
(Africa, Asia Pacific, Europe and North and Latin America)



国連の動機国連の動機

グローバル・ガバナンスの台頭グロ バル ガバナンスの台頭

1980年代後半より従来の権威の弱体化

1992年地球サミット

持続可能な発展におけるビジネスの役割が認められる

アジェンダ21で国連にビジネスとの連携を呼びかける



UNEP FI の目的

「金融機関があらゆる業務に環境並びに サステナビリティ のベストプラクティ

UNEP FI の目的

金融機関があらゆる業務に環境並びに サステナビリティ の ストプラクティ
スを取り入れることを促進する」

近年 政策 規制 働きか も重視→ 近年は政策・規制への働きかけも重視

動機： 経済活動と市場システムのサステナビリティ向上に貢献する

方法: - 金融機関の本来の役割を変えず金融システムの転換を目指す方法: 金融機関の本来の役割を変えず金融システムの転換を目指す

- 資本の采配行動やその基準の転換

↓

経済 社会 環境に変化をもたらす経済、社会、環境に変化をもたらす



UNEP FIの
「持続可能な開発ファイナンシング戦略」

www.unepfi.org



リオ＋２０成果文書
「我々の求める未来」

パラグラフ255-257にて

国連総会の下、３０名の専門家による「持続可能開発ファイナンシング戦略」
を作成することを宣言を作成することを宣言



Financing Changeg g
• 資金調達（お金の流れをグリーン経済へ）

Changing Finance
• 金融界の体質改善

「金融機関があらゆる業務に環境並びに サ テナビリテ• 「金融機関があらゆる業務に環境並びに サステナビリティ
のベストプラクティスを取り入れる」

二つは根っこが一緒

• 同時に変えて行くことが必要



お金の流れをグリーンエコノミーへお金の流れをグリ ンエコノミ へ

投資の大半は民間より行なわれることが期待されている

→気候変動枠組み条約(UNFCCC)は85%を民間から期待

UNEPの「G een Econom  Repo t 」試算UNEPの「Green Economy Report 」試算
グリーン経済の足がかりに必要な投資額
＝ 毎年1.3兆ドル(世界GDPの2%)、2011~2050年( )

国際エネルギー機関(IEA)試算
気温上昇を2度以下に押さえるためのエネルギ 産業への追加投資額気温上昇を2度以下に押さえるためのエネルギー産業への追加投資額
＝ 毎年5,000億ドル(現行の3倍)

Eliasch Review による試算
森林減少によるCO2排出を半分に減らすための投資額
＝ 毎年170~330億ドル＝ 毎年170~330億ドル



REDD+に毎年必要な投資額試算と公的資金毎年必要な投資額試算 公 資

(青色の部分が試算額の最低ライン、水色の部分が最高ライン)



現在のお金の流れ現在のお金の流れ

「Green Economy Report 」試算：
毎年1.3兆ドル

2010年の世界の
ファンドマネジメント業界

国際エネルギー機関(IEA)の試算:
毎年5 000億ドル(現行の3倍)

ファンドマネジメント業界
の資産総額：
117兆ドル

毎年5,000億ドル(現行の3倍)

Eliasch Review による試算:

兆

（内SRIは 兆ド ）
Eliasch Review による試算:

毎年170~330億ドルの投資
（内SRIは５兆ドル）



少ない公的資金で大きな民間資金を生む
例 生 能 ネ ギ 融投資を拡大する は例：再生可能エネルギーの融投資を拡大するには

国内再生可能エネルギー供給量の目標設置

化石燃料への補助金の廃止

再生可能 ネルギ の財政補助再生可能エネルギーへの財政補助
固定価格買い取り制度など

電力自由化
市場参入規制を緩和し、市場競争を導入

（発展途上国融投資の）貿易保険制度

• カントリーリスクの緩和カントリ リスクの緩和

• 既存の国際制度※をモデルとする

※世銀グループの多国間投資保証協会(MIGA)、Currency Exchange Fund (TCX)など



タイ東北部稲作農業従事者向け
『天候インデ クス保険』『天候インデックス保険』

途上国における天候インデックス保険の課題途上国における天候インデックス保険の課題
・天候データの整備と採算性

損保ジャパンは国際協力銀行およびタイ農業協同組合銀行の協力損保ジャ ンは国際協力銀行およびタイ農業協同組合銀行の協力
を得て2010年から商品化

公的資金・技術支援公的資金・技術支援
1. 商品開発には高度な技術と多額の初期投資が必要
2. 拡販に向けた支援（保険料抑制など）

• 規模の確保（開発費の低減、リスク分散）
• 税制面の優遇や保険料補助給付など公的資金の後押し



少ない公的資金で大きな民間資金を生む少な 公的資金で大きな民間資金を生む

公的資金を必要とする分野 一般的な公的資金の形

後払い型

固定価格買い取り制度• 固定価格買い取り制度

• 省エネ効果保証

債務保証

• 環境テクノロジー・商品の開発

• 債務保証

• 優遇税制

先払い型 資金提供

• 大型プロジェクト開発
（プロジェクトファイナンス）

先払い型：資金提供

• 補助金・助成金

利子補給

• 環境ビジネス（中小企業）の支援

• 利子補給

• メザニン債務（劣後債）

ファ ストロス証券化ポジション

• エンドユーザー普及

• ファーストロス証券化ポジション



少ない公的資金で大きな民間資金を生む
新 イ 方法新しいファイナンス方法

公的な持続可能な開発の債券保証会社

• 悪名高いサブプライムローンを債券化した債券保証会社の環境版

• プロジェクト・ローンを環境債券として機関投資家に販売

• 証券がデフォルト（債務不履行）になった場合、投資家を保護する

• 現時点ではアイディアのみ。実例なし。

番外編：公的開発銀行による資本市場からの資金調達番外編：公的開発銀行による資本市場からの資金調達
債券を民間の証券会社を通じ販売
例）欧州投資銀行(EIB)の「エコロジー・ボンド」
再生可能 ネ ギ 及び省 ネ融資プ ジ クト専用の債券再生可能エネルギー及び省エネ融資プロジェクト専用の債券



Changing Finance
金融界の穿 たインセンテ ブの矯正金融界の穿ったインセンティブの矯正

短期至上主義

報酬設定の見直しの必要

過度なリスクテイク行動

一方外部不経済 (negative externalities) を無視一方外部不経済 (negative externalities) を無視

• 環境・社会・ガバナンス(ESG)情報の不足

• その情報を活用するツールや人材の不足その情報を活用するツ ルや人材の不足

受託責任の誤った解釈

政策・規制

持続可能な発展に対し 市場に充分なインセンテ ブを与えていない持続可能な発展に対し、市場に充分なインセンティブを与えていない



機関投資家のバリュー・チェーン（価値連鎖)



ＥＳＧのマティリアリティと受託責任に関するリサーチ受 責 関す

Th t i lit i Th fid i d t iThe materiality series
一般の證券マンが環境・社会・ガ
バナンス(ESG)が株価に重要な影

The fiduciary duty series:
•受託責任に新解釈

バナンス(ESG)が株価に重要な影
響を及ぼすことを確認

•重要なESG情報を除外することは
受託責任に反する

20092004 2006 2005 2009



責任投資原則 (PRI)
April 2006, New York Stock Exchange



署名機関数1000＋、50カ国以上
合計資産運用残高（AUM) 30兆米ドル合計資産運用残高（AUM) 30兆米ドル



金融界での自主的なESGスタンダード金融界での自主的なESGスタンダ ド



国連環境計画金融イニシアティブ
持続可能な保険原則 (PSI)持続可能な保険原則 (PSI)

原則１ 保険事業に関連する環境 社会 ガ ゙ナンス(ESG)問題原則１： 保険事業に関連する環境・社会・ガバナンス(ESG)問題

を意思決定に組み込む

原則２： 顧客やビジネス・パートナーと協働して、ESG問題に対

する関心を高め リスクを管理し 解決策を生み出すする関心を高め、リスクを管理し、解決策を生み出す

原則 政府や規制当局 他 主要な クホ ダ と協働し原則３： 政府や規制当局、他の主要なステークホルダーと協働し
て、ESG問題について社会全体での幅広い行動を促す

原則４： 本原則実施の進捗状況を定期的に一般に開示して、説明責
任を果たし透明性を確保していることを示す任を果たし透明性を確保していることを示す



持続可能な銀行業持続可能な銀行業

Guide to Banking & Sustainability

銀行業のサステナビリティとは？• 銀行業のサステナビリティとは？

• ベストプラクティスは？

• 融資のESGリスクの把握と管理

例）融資の環境社会リスクのアセスメント
の研修



UNEP FIの
サステナブルファイナンス研修

Environmental and Social Risk Analysis 
(ESRA) Training Programme: ( ) g g

• Online Course
• Introductory Training Workshop (ITW)
• Advanced Training Workshop (ATW)Advanced Training Workshop (ATW)

Corporate Eco-efficiency in Financial 
Institutions (CEFI) Online CourseInstitutions (CEFI) Online Course

Energy Efficiency Financing in Buildings 
(FEEE) Online Course(FEEE) Online Course

Climate Change: Risks and Opportunities 
f th Fi S t O li Cfor the Finance Sector Online Course



持続可能な金融を取り入れた金融政策の確立へ

持続可能な開発なファイナンシングには国
際金融システムの健全性・安定性が必要

しかし、バーゼルⅢなど金融規制は長期しかし、 ル など金融規制は長期
融投資を困難に

一方、サステナブルファイナンスのルール方、サステナブルファイナンスのル ル
は金融システムの安定にも有効

↓↓

金融政策・規制は持続可能な開発への資
金調達という目標と擦り合わせが必要金調達という目標と擦り合わせが必要


