
サステナビリティの開示に関するアップデート
資産運用業界はサステナブル・ファイナンス開示規制（SFDR）の
仲介者開示テストに合格したのか

2021年3月10日は、サステナブル・ファイナンス開示規制（SFDR）として知られるEU規制2019/2088の最初のマイルストーンに
なりました。SFDRには、金融市場参加者（FMP）と金融アドバイザー（FA）が開示する非財務情報の透明性を向上させる
ことによって、グリーンウォッシングを防止するとともに、サステナブル投資/責任投資に関連する戦略/商品を評価、比較する投
資家の作業を容易にする狙いがあります。

デロイトは過去数カ月間にわたって、SFDRへの対応を図るさまざまなお客様をサポートするとともに、FMP、FA、業界団体との
議論に数多く参加してきました。また、現在の慣行についてホリスティックな見解を形成して、規制に対する市場の反応を探る
ために、主要な市場参加者を対象に、「SFDRへの対応：それぞれの見解、アプローチ、課題」と称したベンチマーク分析/サーベ
イを実施しました。

SFDRの詳細は明確でなく、最終版の技術的細目（RTS、レベル2の開示規制）の公表に遅れが生じたため、2021年３月の
期限を前に、関連当事者は不透明な規制環境への対応を迫られることになりました。その結果、FMPとFAはSFDRに対して異
なるアプローチを採用することになりました。各当事者が策定すべき指針や手続について市場標準が存在しないことも、規制対
応の分断化に拍車をかける結果となりました。

本稿では、サステナビリティの情報開示に関してこれまでに確認された主な市場慣行についてご紹介し、適切な慣行にフォーカ
スした上で、SFDR対応に関する今後の指針を提示します。
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本稿で取り上げるSFDRのベンチマーク分析/サーベイは、欧州市場の一部のみを対象としていることにご留意ください。
したがって、特定した市場慣行に関する評価は、規制に関する当社の理解・解釈に基づくものです。



サステナビリティの情報開示に対するアプローチ

SFDRの主要な目的は、サステナビリティ・リスク
と悪影響に関する考え方について、FMP/FAが
最大限の透明性を最終投資家に提供するこ
とです。そのためには、ウェブサイト上において、
開示情報の特定、アクセスが容易にできなけ
ればなりません。もっとも、これは定着した慣行
ではなく、当社のベンチマーク分析においては、
必要な情報は提供されているものの、SFDR関
連の情報開示として明示されていないケースが
あることも確認されています。
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規制に対する理解に基づいて、ウェブサイト上におけるサステナビリティ関連の情報開示
として、以下の慣行が適切であると考えています。

SFDRの主要な目的
は 、 サ ス テ ナ ビ リ
ティ・リスクと悪影響
に関する考え方につ
いて、 FMP/FAが最
大限の透明性を最
終投資家に提供す
ることです。

SFDRに基づく情報開示であると明示すること
最終投資家が求める情報が容易に識別可能となります。

ウェブサイト上のSFDR関連の情報開示を一箇所にまとめること
ウェブサイト上の単一のセクション、タブ、ファイルに集約して、明確化と完
全性の確保を図ります。

SFDRの用語を用いること
「サステナビリティ・リスク」、「サステナビリティの主要な悪影響」、「サステナビ
リティ・ファクター」等の用語を用いることで、開示義務の識別をさらに容易
にするとともに、規制の定義を採用します。

SFDRの条項に具体的に言及すること
開示に適用される条項に言及し、場合によって各条項の要件を詳述します。
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現状の整理

SFDRの当初施行日において、FMPとFAはエン
ティティ・レベルと商品レベルの情報開示を、ウェ
ブサイト上に掲載するよう求められました。該当す
る場合、契約締結前文書を修正して、サステナ
ビリティ・リスクについての考察、サステナビリティの
主要な悪影響（PASI）、そして更に野心的な
サステナビリティの目標を掲げる商品については
目標の達成方法を記載する必要があります。

大方の当事者は、これらの情報開示要件を満
たすため、サステナビリティ導入にコミットした新し
い指針や手続を策定する必要に迫られました。
実際、デロイトのSFDRサーベイの回答者の過半
数が、規制によって投資戦略の修正や新しいサ
ステナブル投資戦略の立ち上げを迫られたと回
答しています。



サステナビリティ・リスクの開示
2021年3月10日時点では、エンティ
ティ・レベルで詳細なサステナビリティ・
リスクの指針を策定していたのは、一
部の参加者に限定されていました。こ
のため、指針に関する市場慣行は確
立されていませんでした。規制上は指
針に反映すべきポイントが詳細に規定
されていないため、サステナビリティ・リ
スクの考慮に関する透明性について、
情報開示の慣行にはばらつきが見受
けられます。

当社の分析ではさまざまなアプローチが
確認されていますが、サステナビリティ・
リスクの情報開示指針として、以下の
ポイントが適切な慣行であると考えて
います。
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キーワードを定義すること
SFDRの定義に従って、「サステナビリティ・リスク」等のキーワードを定
義付けします。

ガバナンス構造について表記すること
責任ある利害関係者とその役割を特定し、防衛線（”Lines of
Defense”）に関する情報を開示し、リスク管理指針に言及するこ
とによって、サステナビリティ・リスク指針の運用状況を継続的にモニ
タリングするガバナンス構造を導入します。

サステナビリティ・リスクのさまざまな種類の事例を定義付け、提供
すること
投資家に影響しうる環境、社会、ガバナンス（ESG）のファクターに
起因するリスク（物理的リスク、移行に伴うリスク、風評リスク
等）の例を定義付け、提供します。

サステナビリティ・リスクの識別、優先順位付けのプロセスについて
説明すること
既存のサステナビリティ・リスクの種類、商品の運用スタイル（アク
ティブ、オープン・アーキテクチャ、インデックス・トラッキング等）、投
資の戦略およびセクターについて考慮します（GRESBやSASB等の
国際的に認知された枠組みのセクター・マテリアリティ・マトリクスへ
の言及等）。

サステナビリティ・リスク評価の限界に関する情報を提供すること
予想される可能性や影響に関する評価に主観が入るという点。

サステナビリティ・リスクのモニタリング方法を開示すること
除外リスト、問題のスクリーニング、国際基準の尊重等が考えられ
ます。
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当社の分析では、商品レベルの
サステナビリティ・リスクに関連して、
市場トレンドが形成される状況が
確認されています。調査対象の
FMPには、ライト・グリーンの商品
（第8条）とダーク・グリーンの商
品（第9条）のサステナビリティ・
リスクについて常に検討する傾向
が存在しますが、ESGニュートラル
な商品（第6条）の多くについ
ては無関係と考えてリスクは検
討されていませんでした。ライト・グ
リーン/ダーク・グリーンの商品は、
相対的に精巧なサステナビリティ
投資戦略によってESGファクターの
評価とモニタリングが適切に行な
われている結果、ESGニュートラル
な商品ほど重大なサステナビリ
ティ・リスクを伴わないケースも多
いため、この状況は矛盾とも考え
られます。

背景要因として、商品レベルのサ
ステナビリティ・リスクの情報開示
について規制当局が意図するア
プローチに関して、一部の市場参
加者は誤解している可能性があ
ります。SFDRの下で、FMPとFAは
サステナビリティ・リスクが関係し
ないと判断することが可能ですが、
「オプトイン」か「オプトアウト」かと
いう選択ではありません。そうでは
なく、SFDRの下では、サステナビリ
ティ・リスクが関連しないと判断す
る前に、同リスクを分析すること
が求められています。

サステナビリティの主要な悪影響
（PASI）の開示
RTS最終版の公表の遅れを受け
て、市場参加者は2021年3月10
日時点でPASIを考慮するかどう
か、判断に迷うことになりました。
サーベイ回答者の大多数は、そ
の時点ではPASIを考慮しなくても
よいというSFDRのオプションを選
択しています。一部の回答者は、
2022年1月時点でモニタリングす
べき重要業績評価指標（KPI）
の詳細規定を柱とする、レベル2
要件の導入を待つ方針を示して
います。

SFDRでは、PASIの表明に関して
比較的詳細な規定が盛り込ま
れているため、FMPとFAのアプロー
チは概ね整合的です。PASIの指
針に関連して、以下のような適
切な慣行が追加的に見受けられ
ます。

投資プロセスのどの時点
でPASIを考慮するかを特
定すること

定量的・定性的な措置
を定義付け、リストを作
成すること
RTSの最終リストを待つ間
に、PASIの評価に用いら
れます。
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商品の分類
モーニングスター社がルクセンブルグ籍
ファンドを対象に暫定的な調査を行
なったところ、欧州のファンドの約18%
がライト・グリーン（第8条）、約3.6%
がダーク・グリーン（第9条）に分類さ
れることがわかりました。両者を合わ
せて、欧州ファンドの資産全体の25%
程度に相当します。したがって、残り
のファンドは全てESGニュートラル（第
6条）となります。商品の分類比率
を尋ねたSFDRサーベイにおいても、同
様の傾向が確認されています。ダー
ク・グリーンの商品は比較的珍しいよ
うですが、市場における「インパクト・
ファンド」の比率の低さが影響している
とみられます。

SFDRでは、金融商品をライト・グリー
ンやダーク・グリーンと分類するための
明確な基準や閾値が規定されてい
ないため、商品の分類に際して対応
の違いが顕在化しています。一例を
挙げると、グリーンボンドへの投資がサ
ステナブル投資の目的を自動的に満
たすかどうかに関して、議論が続いて
います。また、フランスのサステナビリ
ティ・ディスクロージャーAMFドクトリン
2020-03の下でライト・グリーンに該当
する商品には、非財務の分析比率
の最低水準である90%が適用される
一方で、ドクトリン対象外のライト・グ
リーンの商品には67%といった低い閾
値が設定されています。

市場が商品の分類に二の足を踏ん
でいる背景には、事前に定義された
分類基準が存在しないこと、RTS最
終版が存在しないこと、一部のEU加
盟国が表面的な態度を示しているこ
とがあるようです。当社はお客様と作
業を進める過程で、2つの重要な懸
念事項を確認しました。一点目とし
て、一部のFMPは、自社の商品をラ
イト・グリーンやダーク・グリーンに分類
しても差し支えないほど野心的なESG
の目標を掲げているかどうか、判断が
難しいと考えています。二点目として、
2022年1月までにレベル2の商品開
示要件を満たすことが可能かどうかに
ついて、懐疑的な向きもあります。こ
のような不透明感を背景に、自社の
金融商品を「格下げ」するなど、保守
的なアプローチを採用するFMPが数
多く存在することも、サーベイでは確
認されています。

契約締結前文書における情報開示
一部のFMPは、レベル1の情報開示
要件を適用するため、契約締結前
文書の本文中の幅広いセクションに
おいて、SFDR関連の開示を記載する
方針を掲げています。他方では、
SFDR関連の商品レベルの情報開示
を別紙に集約させる方針も見受けら
れます。当社では、開示内容が明確
かつ簡潔である限り、いずれの選択
肢も妥当であると考えています。

契約締結前文書では、以下のような
明確かつ簡潔な情報開示の慣行が
確認されています。
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相違点を明確にすること
ESG統合型商品（ESGニュートラル）と野心的なサステナビリ
ティの目標を掲げる商品（ライト・グリーン/ダーク・グリーン）
の相違点を明確にします。

商品分類に名称を付すこと
SFDRに明示的に言及しつつ、SFDRの用語を用いることによっ
て、「投資目的」や「投資方針」のセクションにおいて商品分
類に名称を加えます。

金融商品の分類一覧を作成すること
最終投資家に全商品の一覧を提供します。
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2021年3月時点ではRTSは義務ではなかっ
たため、当社の分析対象の当事者の中で、
ライト・グリーン/ダーク・グリーンの商品に対し
て契約締結前文書のテンプレートを採用す
る動きは皆無でした。
2021年2月に公表されたRTSの草案では、契約締結前文書の別紙を
用いる形のテンプレートが提供されていますが、2021年3月時点では
RTSは義務ではなかったため、当社の分析対象の当事者の中で、ライ
ト・グリーン/ダーク・グリーンの商品に対して契約締結前文書のテンプ
レートを採用する動きは皆無でした。
もっとも、一部の回答者は、投資プロセスの各ステップの説明、ESG基
準の採用・モニタリングの方法に関する説明、環境や社会の特性を
推進しない純資産やサステナブル投資の目標を掲げない純資産の開
示など、レベル2要件にリンクした追加情報を提供しています。



結論
SFDRのレベル1要件には解釈の余地が
大きく、本稿の執筆時点においてレベ
ル2要件は最終決定されていませんが、
当社の分析対象のFMPとFAは、新型
コロナウイルスの感染が拡大する中でも、
2021年3月という野心的な期限を例
外なく順守しています。

その結果、足元では市場慣行に大き
なばらつきが見受けられますが、規制
当局が規制の意図について詳細な追
加情報を提供し、市場参加者間の学
習が進む過程で、収斂に向かうと予想
しています。

とは言え、この先、最も困難な実施期
間が待ち受けています。今後に関して
は、（公表後に）RTS最終版の期限
（2022年1月）に間に合わせることと、
ESG関連のデータへのアクセスおよびデー
タ・クオリティが、サーベイ回答者にとって
の最大の課題となっています。

2021年3月から2022年1月までの暫定
実施期間における対応を尋ねたところ、
「わかならい」という回答が比較的多く
見受けられました。もっとも、その時点ま
でには、回答者の大半はRTSの草案に
対応済みであるとみられ、必要に応じ
て順守可能な状態にあります。RTS最
終版の公表を待ってから2022年1月の
期限に向けて対応する方針の回答者
は、ごく一部に限定されています。

次のSFDRの期限にどのように対応する
のかという問いに対して、「正解」は存
在しません。規制当局の意向が不透
明な環境ではありますが、「利用可能
なESGデータの情報源」と「予想される
データの必要性」の間のギャップを見極
めるよう、お客様に対して勧めています。
ギャップを評価した上で、どの程度の必
要データが入手可能であるのかを明確
にし、新しいベンダーと契約することで
ギャップへの対応は可能かどうかを判断
するために、現在のESGのデータベンダー
との対話に速やかに取り組むべきでしょ
う。

サーベイでは、SFDRとEUタクソノミー規
制の整合性を適切に図ることについて、
一部のFMPは懸念を示していました。
EUタクソノミー規制はSFDRを修正する
ものであり、2022年1月1日に施行され
る予定です。したがって、契約締結前
の情報開示と、全てのライト・グリーン/
ダーク・グリーンの金融商品に関する定
期的な報告において、EUタクソノミー規

制の開示要件を満たす必要も生じるこ
とになります。ESGニュートラルな商品に
ついては、文書内に既定の表明を記
載するだけで事足りる見通しです。

最後に、継続的なデータ収集と報告要
件を満たすために必要な取り組みにつ
いて、過小評価するべきでないことを、
FMPに対して強調したいと思います。市
場参加者は、商品の定期報告とエン
ティティ・レベルでのPASIの表明を用意
するために、既に担当者を割り当ててい
るべきです。また、情報開示要件を充
足し、必要に応じて是正措置を講じる
ために、現在の社内リソースだけで十分
かどうかも評価するべきでしょう。
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要点

• 2021年3月10日はSFDRの最初のマ
イルストーンになりました。資産運用
業界の反応を探るために、デロイトは
SFDRベンチマーク分析/サーベイを実
施しました。

• サーベイでは、金融市場参加者/金
融アドバイザーがサステナビリティの新
しい開示規制に対応するために、幅
広いアプローチを採用している状況が
確認されました。開示される情報の
種類と詳細は、エンティティごと、商
品ごとに著しく異なりました。

• 本稿では、現在のSFDR関連の市場
慣行についてホリスティックな見解を
提供するとともに、規制対象のエン
ティティが今後直面する課題について
考察を試みました。
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