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アセットマネジメントにおける 
グリーンウォッシュのリスク 
常に一歩先を行く 
 

 

 

 

 

要点 
 グリーンウォッシュは規制上の重要な懸念事項であり、資産運用

会社は積極的にこのリスクを管理するべきです。 

 グリーンウォッシュは「コンダクトリスク」、つまり商品の環境面の特
性を故意に偽って表示したり販売したりする行為とみなされている
一方、標準化されていないサステナビリティデータや、サステナブル
投資に関する馴染みの薄い用語が要因となり、意図せず発生す
る可能性もあります。 

 当面はサステナビリティデータの不完全性が主な課題として残ると

考えられるため、そうしたデータによる制約とその対応措置を明確

に開示することが、最終投資家にとっての透明性の向上につなが

ります。 

 グリーンウォッシュリスクへの対応責任は、コンプライアンス部門やリ

スク部門の責任範囲を大きく超えるものであり、資産運用会社お

よびファンド評議会が、全社戦略とファンド固有の戦略を策定す

ることが必要です。 
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グリーンウォッシュとは、企業や投資ファンドが自社の商品や活動の

「環境パフォーマンスについて、誤解を招く、あるいは根拠がない主

張をすること」とイギリス政府が説明しています。特にサステナブルな

金融商品に対する投資家の需要が高まっていることから、イギリス、

EU、そして世界で、グリーンウォッシュを巡る規制問題がますます深

刻化しています。規制当局は、この高い利益を生む成長市場での

競争を後押しすることが資産運用会社のプレッシャーとなり、サステ

ナブル商品の環境的特性の誇張につながることを懸念しています。 

一方で、標準化されていない不完全なサステナビリティデータに基

づいて投資判断が成された場合や、資産運用会社が、適用方法

が曖昧なサステナビリティ関連用語を会社やファンドに用いてコミュ

ニケーションを行った場合にも、グリーンウォッシュが生じる可能性が

あります。また、継続的報告で非財務パフォーマンス（炭素排出

量の削減など）の説明に専門用語を過度に使用すると、最終投

資家が新しい用語や指標に馴染みのない場合に、実際に述べら

れているよりも優れた環境的効果をもたらしていると捉えるケースが

生じる可能性もあります。 

EUタクソノミーとサステナブルファイナンス開示規制（SFDR）は、グ

リーンウォッシュリスクの軽減を主要目的の一つとしています。資産

運用会社は、監督的介入により、重大な風評リスクにつながりか

ねないファンドの分類見直しを迫られることを大いに懸念しています。

業界では、2023年1月に予定されているSFDRレベル2の発効に伴

い、SFDR実施に関する欧州委員会からの追加のガイダンスやEU

各国規制当局による監督事例が得られることが期待されています。

分類が実際的にどのように機能するかについての監督事例と規制

事例が十分に集まれば、不適切な分類も規制による罰則の対象

となる可能性があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
*この記事はDavid Strachan、Natasha De Soysa、Felix Bungay、Isha Gupta、James Staight.による報告書をTiffany Tianjiao Yuan, Ph.D., CFA, FRMが要約し
たものです。 
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グリーンウォッシュはいつ起こるのか？ 
グリーンウォッシュは、ファンドや金融商品のライフサイクルのどの時点でも起こり得ます。ライフサイクルは次の3つの段階に分けられます。 

1. 契約前の段階 

2. 投資後、継続的報告の段階 

3. 苦情対応の段階 

次の表は、グリーンウォッシュリスクの軽減に向けた、資産運用会社の各段階での主な課題、関連規制要件および実行可能なアクションを
示しています。 

ファンド/ 
商品のライフサイクル 規制要件/ガイダンス 主な課題への対応措置 

契約前の段階 

英国金融行為監督機構（FCA）： 

 ファンドの名称、目的、投資戦略文書、組入銘柄が一貫
している。 

 戦略と管理方針に関する包括的な情報が提供されている。 

SFDR： 

 資産運用会社のウェブサイトで、サステナビリティ・デューデリ
ジェンス、サステナビリティリスク、報酬方針を開示する。 

 第8条、第9条に該当するファンドについては、投資戦略、
目的、組入上位銘柄、デューデリジェンス、データソース、方
法とデータの制約について、会社のウェブサイトおよび契約締
結前交付書面で開示する。 

 サステナビリティデータが不完全な場合や安
定的に入手できないことがあるものの、投
資判断の際にはそれらを入手、分析、使
用する。 

 ファンド説明文書と会社の全社方針の中
で、サステナブル商品の目的と戦略、データ
の制約の有無とその対処方法に関する明
確で具体的な情報を、専門用語を多用せ
ずに一般的な表現で述べる。 

投資後、 

継続的報告の段階 

FCA： 

 ファンドが掲げる目的の進捗を報告する継続的なパフォーマ
ンスレポートと、投資判断で使用した関連情報の提供を提
言。 

 ファンドの組入銘柄の特性が、開示されているファンドの目
的と常に一致すること。 

SFDR： 

 環境的・社会的特性の促進状況（第8条）、サステナブ
ル目的の達成状況（第9条）、特定のサステナブル目的
の達成に向けて重大な障害が生じていないという宣言（第
9条）、ファンドの組入上位銘柄、および目的達成のために
実施された行動についての定期的な情報開示を行う。 

 投資先企業のサステナビリティデータについ
て、ファンドの目的に影響しかねない予期せ
ぬ新データが諸情報源から提供された場
合に備え、戦略を策定しておく。 

苦情対応の 

段階 

FCA の 「 Dispute Resolution: Complaints Sourcebook 」
（DISP、論争の解決：苦情に関する情報源）の要件： 

 苦情の内容を公平に、一貫した基準で、迅速に評価す 

 苦情の妥当性、補償の必要性、補償内容を検討する 

 回答期限を遵守して、公平、明確で誤解を招かない回答
を提供する 

 苦情対応方針を設ける 

 コンプライアンス部門や関連部門がグリーン
ウォッシュに関する苦情を適切に調査でき
るように、方針と手順を確立する。これに
は、FCAの苦情対処規則に対応した評価
と、補償の必要性の判断を含むこと。 
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グリーンウォッシュリスクを軽減するには？ 
グリーンウォッシュリスクへの対応責任は、会社のコンプライアンス部
門やリスク部門の責任範囲を超えるものです。取締役会および
ファンド評議会は、全社的戦略とファンド固有の戦略を策定する
際のリスクを考慮する必要があります。最近の規制関連のイニシア

チブから、FCAとEUの規制当局は、資産運用会社がグリーンウォッ
シュの軽減に向けた包括的なアプローチ、つまり、商品開発から継
続的報告に至る事業活動の各段階でリスクを管理し、全関連部
門を関与させた取り組みを行うことに期待していることは明らかです。

 取締役会とファンド評議会の 
役割 

ポートフォリオマネージャーの 
役割 

コンプライアンス/リスク部門の 
役割 

契約前の段階： 

1.サステナビリティ 
  会社全体としてのサステナビリ

ティデータ方針を策定する。 

 データを入手、分析、検証する
社内の能力を強化する。 

 単一のデータ提供者に依存する
ことを避け、多様な情報源の
データを比較して矛盾を識別し、
解決する。 

 データの制約を識別し、統制部
門に開示する。 

 ポートフォリオマネージャーと連携
し、第三者から提供されるサステ
ナビリティデータや格付け事業者
に適切なデューデリジェンスを実
施する。 

 サステナビリティデータ方針を定
期的にレビューし、入手データの
更新に伴い、最新のデータが開
示されていることを確認する。 

 ファンド説明文書を定期的にレ
ビューし、データの制約について明
確に述べられているかを評価す
る。 

2.明確なコミュニケーション 

a.会社全体の情報  取締役会は、サステナビリティと
エンゲージメントの全社方針を決
定する。そのためには、論調、サ
ステナブルファンドを提供するため
に活用可能なリソース、サステナ
ビリティに対する全社的なスタン
スについて、慎重に検討する必
要がある。 

  

b.ファンド固有文書
と開示 

 ファンド評議会はファンドの戦略
が全社戦略と整合していること
を確認する。 

 スタッフが、FCAのラベル毎に定
められた技術的基準値（最終
決定される予定）についての研
修を修了していることを確認する。 

 知識の有無にかかわらず全ての
投資家に理解しやすい内容で、
サステナビリティ関連の情報開示
を行う。 

 目的と戦略が平易な言葉で記
されていることを確認する。 

 データの制約についての但し書き

 文書が専門用語を多用せず一
般的な言葉で書かれているこ
と、ファンドの非財務目的および
関連する金銭的利益についての
主張を裏付ける確かな証拠が
あることを確認する。 

 誇張表現や、サステナビリティに
対する全社的な姿勢やアプロー
チと一致しない表現に伴うリスク
を識別する。 

 目論見書の情報が会社のウェ
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と、ファンドが環境インパクトの約
束を果たす妨げになり得る問題
の説明を含める。 

ブサイトおよび全社方針と整合
することを確認するために、目論
見書を無作為に抽出して検査
する。 

3.投資戦略 
  サステナブル投資に対する全社

戦略を検討する。この戦略は、
全社方針の中で明確化されて
いる必要がある。 

 会社の全社戦略が、ファンド固
有の戦略に組み込まれているこ
とを確認する。 

除外/ネガティブスクリーニング 

 除外が投資先企業自体の活
動のみに基づくのか、サプライ
チェーン内の他の事業体の活動
も含むのかを明確にする。 

ベスト・イン・クラス投資 

 投資判断にESGレーティングを利
用することの限界を明確にする。 

テーマ投資とインパクト投資 

 ファンドの目的とその達成期間、
およびそれらに影響を与える事
象を具体的に示す。 

 ファンドの組入銘柄と配分がファ
ンドの目的に整合しているかを
監視する。 

 ファンドの組入れ銘柄と戦略
が、取締役会が決定した会社
全体のサステナブル投資戦略と
整合しているかを監視する。 

4.第三者デを介した販売 
  第三者ディストリビューターと連

携する方法についての全社戦略
と枠組みを承認する。 

 デューデリジェンスのレベルなど、
第三者との連携に関する全体
的なリスク選好度を設定する。 

 新しいタイプの投資戦略が関係
する場合や、非財務パフォーマン
ス、サステナブル投資の新用語
における不明点を解消するため
に、独立系ファイナンシャルアド
バイザー（IFA）を対象に追加
的な研修を行う。 

 第三者に最新のファンド固有文
書が提供されているかを定期的
に確認する。 

投資後、継続的報告の段階： 

1.サステナビリティデータ 
  ファンドの目的に影響を及ぼし

得る新しいサステナビリティデータ
が予期せず提供される可能性
に対し、第三者の保証によって
備える計画の是非を検討する。 

 投資先企業に関する諸情報源
からの情報を精査・特定し、そ
れらを迅速に更新できるデータ
提供者と必要に応じて関係を
構築する。 

 ファンドのサステナブル目的の達
成に影響する新しいサステナビリ
ティデータが現れた場合には、売
却やエンゲージメントの必要性を
積極的に検証する。 

 組入銘柄の変更情報が迅速に
投資家に届くよう、コミュニケー
ションを再確認する。 

 投資内容変更の決定について
明確に説明されているか、また、
これらの変更に関して誇張した
主張が成されていないかを確認
する。 

 新データの提供元にデューデリ
ジェンスを実施する。 

2.継続的報告    

  使用する非財務指標と提示方
法に関する一貫した戦略がある
ことを確認する。 

 非財務パフォーマンスを正しく測
定でき、理解しやすい指標を選
定する。 

 サステナブルファンドの戦略と目
的の変更について、仲介業者や

 定期的に正式レビューを実施
し、継続的報告文書がパフォー
マンスを正確に報告しているかど
うかを評価する。 

 継続的報告文書を無作為に検
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最終投資家に積極的に情報を
提供する。 

 非財務パフォーマンスが、期待
値や特定のサステナビリティ目的
を満たさない場合の理由、およ
び実施している改善措置を説
明する。 

査し、文書に含まれるパフォーマ
ンスデータの精度を、社内のパ
フォーマンスデータと比較し確認
する。 

 ファンドの主張、戦略、継続的
報告の一貫性を評価する。 

苦情対応の段階： 
  取締役会とファンド評議会は、

か な ら ず 経 営 報 告 （ MI: 

Management Information）の
グリーンウォッシュに関連する苦
情件数を確認する。 

 根本原因を分析し、必要に応
じてサステナブル投資に関する現
在の会社方針をレビューする。 

 グリーンウォッシュに関する苦情を
これ以上増やさないために、アプ
ローチや投資戦略の修正が可
能か、特定のサステナビリティ目
的の達成期間を修正する必要
があるかを検討する。 

 コンプライアンス、リスク、その他
の関連部門は、サステナブル投
資、サステナビリティデータ、関連
用語と分析の研修を受けてお
り、グリーンウォッシュが発生した
かどうかを判断できること。 

 ファンド説明文書とウェブサイト
のコミュニケーションが明確、適
切で、誇張されていなかったか、
また、投資判断の根拠となった
サステナビリティデータに重大な
欠陥がなかったか、それらのデー
タは開示されたかを調査する。 

 状況がFCAの苦情の定義（金
銭的損失、重大な苦痛、重大
な不便）に該当するか、またそ
の根拠と金銭的補償の必要性
を分析する確かな方法が確立さ
れているかを確認する。 

 故意のグリーンウォッシュを、他の
重大な不正行為と同様に取り
扱う。 

強力なガバナンス態勢と取締役会、シニアマネージャー、統制部門による監督の下、競争力の確保と最終投資家への正確な情報提供の

間に生じる軋轢を特定し管理することが、資産運用会社の利益につながります。また、消費者を中心に据える企業文化がグリーンウォッ

シュリスクを軽減させることからも、最終投資家の立場に立ち、主張が明確かつ公正で、誤解を招いていないかに十分配慮することが資産

運用会社にとって重要です。 
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結論 

 

 

注意事項：本資料はDeloitte Globalが2022年6月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ グループが翻訳・加筆したものです。
和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。 

 グリーンウォッシュは意図的な不正行為とみなされている一
方、不完全なデータや新しく馴染みのない用語が要因となり
意図せず生じる可能性もあります。資産運用会社は、グリー
ンウォッシュに対する統制を全体的なリスクマネジメントの枠
組みに組み込む必要があります。 

 グリーンウォッシュリスクの軽減には、ファンドの名称、目的、
戦略を明確に関連付け、正確に記述された会社の包括的
方針と整合するファンド説明文書が不可欠です。 

 また、目的と戦略の不整合や混乱・誇張の可能性を迅速に
識別し対応するために、ポートフォリオマネージャー、マーケティ
ング＆セールス部門、コンプライアンス／リスク部門の連携が
非常に重要です。 

 取締役会はグリーンウォッシュリスクを考慮しつつ、サステナブ
ル投資に関連する全社的方針を定める必要があります。 
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