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1．イントロダクション 

気候関連情報の開示が進んでいる。気候関連財務情報タスクフ

ォ ー ス （ Task Force on Climate-related Financial Disclosures: 

TCFD）は、2019 年に公表したステータス・レポートにおいて、多くの

企業がいくつかの気候関連の情報を開示している、と述べている。

他方で、同レポートは、開示されている情報は不十分であり、さらな

る取組みが必要である、とも指摘している。図 1 は、全調査対象、

保険会社、銀行それぞれが開示している気候関連情報の TCFD

勧告との整合性をあらわしている。同レポートによると、TCFD 勧告

における 11 の推奨される開示項目（recommended disclosure）

のうち、5 つ以上の項目について整合的な開示を行っている者は 4

社中 1 社であり、また、少なくとも 10 以上の項目について整合的

な開示を行っている者は全体のわずか 4%であった。

図 1. TCFD 勧告に沿った気候関連情報の開示の状況 

（出所）TCFD（2019）をもとに筆者作成。 
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保 険 セ ク タ ー に つ い て み る と 、 保 険 監 督 者 国 際 機 構

（International Association of Insurance Supervisors: IAIS）と持

続可能な保険フォーラム（Sustainable Insurance Forum: SIF）は、

2020 年に公表した論点ペーパーにおいて、SIF が実施した調査の結

果に言及し、「気候変動がもたらすリスクに対する保険会社の認

識は比較的高い。他方で、国によってばらつきはあるものの、TCFD

勧告に対する認識や理解は依然として低く、また、TCFD 勧告に沿

った開示を行っている、あるいは、行うことを計画している保険会社

は全体の 20%程度である。」などと述べている。 

今後、各保険会社が、気候関連情報の開示を開始する、あるい

は、拡充していくに際し、他社の取組みを参考にすることは非常に

有用であると考えられる。本稿では、気候関連情報の開示に関し

て先進的な取組みを行っていると思われる保険会社のプラクティス

を紹介する。具体的には、定量的な情報の開示にフォーカスし、フ

ランスのアクサ・グループ、英国のアヴィヴァ・グループとリーガル＆ジェ

ネラル・グループが、それぞれどのような情報を開示しているのかを見

ていくこととする。図 2 の枠内の情報に相当する定量的な情報の

開示にフォーカスすることは、「気候関連のリスクと機会が企業の財

務に与える影響を開示することは主要な目標である」と述べている

TCFD 勧告1と整合的な開示が行われているかどうかを理解するた

めの一つのアプローチであると考えられる。 

本稿における意見は、執筆者の私見であり、執筆者が所属する組

織の公式な見解を示すものではない。また、本稿は、上記 3 社の

事例を、グローバルなグッド・プラクティス、あるいは、ベスト・プラクテ

ィスとして紹介することは意図していない。それぞれの保険会社が開

示する情報に対する評価は、第一義的には、開示される情報の

利用者である各ステークホルダーによって行われるものであると考え

られる。 

 

図 2. 気候関連のリスクと機会その財務への影響 

（出所）TCFD（2017）をもとに筆者作成。 

 

 

 

  

                                                             

1 本稿では、TCFD の「Final Report: Recommendations of the Task Force 

on Climate-related Financial Disclosures」（2017 年 6 月）の日本語訳

に際して、必要に応じて、サステナビリティ日本フォーラムによる私訳（2018

年 10 月）を参照した。 
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2．各保険会社による気候関連情報の開示の概要 

本セクションでは、アクサ・グループ、アヴィヴァ・グループ、リーガル＆

ジェネラル・グループの気候関連情報の開示の概要を紹介する。な

お、これら 3 グループの CDP2の気候変動プログラムにおける評価は

図 3 のとおりである。なお、CDP の評価枠組みについては、「（参

考）CDP のスコアリング・メソドロジー」を参照されたい。 

図 3. CDP の気候変動プログラムにおける各社のスコアの推移 

年 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

スコア 

アクサ B A A A A- B B A- A- A- 

アヴィヴァ B B B B A B B B C C 

L&G C C C C C C C B- B B 

（出所）CDP 

（参考）CDP のスコアリング・メソドロジー 

 

 CDP のスコアリングは、持続可能な経済のための CDP の原則

と価値に焦点を当てている。スコアは、企業が環境問題に取

り組んできた歩みをあらわすとともに、リスクが管理されていな

い可能性がある場合にはそれをハイライトするためのツールで

ある。 

 ①情報開示レベル（情報をどの程度開示しているか）、②

認識レベル（環境問題やリスク、その影響をどの程度評価

しようとしているか）、③マネジメント・レベル（環境問題に対

する活動や方針、戦略をどの程度策定し実施しているか）、

④リーダーシップ・レベル（環境マネジメントにおけるベスト・プ

ラクティスと言える活動をどの程度行っているか）、の 4 つの

段階のスコアを用い、各企業の取組みの進捗状況を評価し

ている。 

（注 1）質問書の対象になっているにもかかわらず回答していない、もしくは

回答評価に十分な情報を提供していない場合、スコアは F となる。F のスコ

アは、環境スチュワードシップを達成していないことを示すものではない。 

（出所）CDP（2020）をもとに筆者作成。 

2.1. アクサ・グループ 

2.1.1. 出発点：最初の気候レポート 

アクサ・グループ（以下、「アクサ」もしくは「同グループ」）は、

2015 年 に 初 め て 「 AXA Group Carbon Footprint: 2015 

Disclosure」と題する全 4 ページの気候レポートを公表した。そこで

は、同グループの一般勘定資産 5,450 億ユーロのうち、その約

74%に相当する、すべての国債、社債、および株式の合計 4,020

                                                             

2 CDP は、2000 年に発足した、英国の慈善団体が管理する非政府組織

（NGO）。投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影響を管理

億ユーロについて、Trucost 社および自社のデータベースを用い、以

下の算式により炭素強度（carbon intensity）を計算している。 

アクサの炭素強度3

=  ∑ （
炭素排出量𝑖

収入𝑖𝑖

）𝑋（
エクスポージャー𝑖

資産クラスのエクスポージャー
） 

するためのグローバルな情報開示システムを運営している。 

3 国債の場合、右辺の炭素排出量は GDP で除する。 
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図 4 はその結果である。横軸は収入百万米ドル当たりの二酸化

炭素の排出量をあらわしており、対象資産全体では収入百万

米ドル当たり 284 CO2 トン、資産クラス別では、国債が同 216 

CO2 トン、社債が同 387 CO2 トン、株式が同 322 CO2 トンであ

った。 

図 4. アクサの資産クラス別の炭素強度 

（出所）AXA（2015） 

図 5 は図 4 の結果を、社債および株式についてはセクター別に

（左図）、国債については国別（右図）にそれぞれ分解したも

のである。セクター別では、公益事業が 55%、素材関連が 12%、

資本財が 11%、エネルギーが 10%などとなっている。また、国別で

は、欧州が 66%、アジアが 18%、北米が 15%をそれぞれ占めてい

る。アクサは、同レポートにおいて、こうしたフットプリント分析は現

状のスナップショットでしかなくフォーワード・ルッキングなものではな

い、と述べるとともに、フットプリント分析を越えた取組みとして、

石炭のダイベストメント、グリーン投資、株主としてのエンゲージメ

ント、投資の意思決定における ESG 指標の勘案などにも取り組

んでいくことを表明している。 

図 5. セクター別および国別の炭素強度 

（出所）AXA（2015）

2.1.2. 2020 年気候レポートの構成 

アクサは、その後も毎年気候レポートを公表している。年によって

その構成や内容は区々であったが、2019 年、2020 年と、図 6 に

示す TCFD 勧告の 4 つの中核要素（ガバナンス、戦略、リスク管

理、測定基準とターゲット）に沿った形でレポートを構成している。 
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図 6. TCFD 勧告における 4 つの中核要素 

（出所）TCFD（2017）をもとに筆者作成。 

アクサの 2020 年気候レポート（「2020 Climate report: renewed 

action in a time of crisis」）における主な開示項目は図 7 のとお

りである。同レポートは、その冒頭（第 2 章）で、2019 年に策定

された新たな気候戦略を紹介した後、第 3～5 章で 4 つの中核

要素それぞれにかかる情報を開示している。アクサは、同レポート

が、フランスのエネルギー移行法第 173 条（※「（参考）フラン

スのエネルギー移行法の概要」を参照。）に基づく強制的な開

示の要件を満たしつつ、自主的な開示のための TCFD 勧告にも

沿ったものとなるよう企図している。

図 7．2020 年気候レポートの構成 

（出所）AXA（2020）をもとに筆者作成。 

 

 

 

 

 

 

 ガバナンス：気候関連のリスクと機会にかかる組織のカバナンス 

 戦略：気候関連のリスクと機会が組織のビジネス、戦略、財務

計画に与える実際の、また、潜在的な影響 

 リスク管理：気候関連のリスクを特定し、評価し、管理するため

に組織によって用いられるプロセス 

 測定基準とターゲット：関連する気候関連のリスクと機会を評

価し、管理するために用いられる測定基準とターゲット 

”社会における役割”運営委員会 責任投資戦略 内部統制とリスク管理

ESGの投資へのインテグレーション

気候シナリオ分析とストレス・テスト

気候関連の影響度評価：ポートフォリオ・アラインメントとWarming Potential
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投資関連の気候指標：グリーン・シェア

不動産投資における気候変動の物理的リスクの考慮

ダイベストメントと引受けの制限
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移行債券
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新たなフェーズに入ったアクサの気候戦略（第2章）

ガバナンス（第3章） 戦略、測定基準、ターゲット（第4章） リスク管理（第5章）

その他の情報（第6章）

ガバナンス

戦略

リスク管理

測定基準と

ターゲット
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（参考）フランスのエネルギー移行法の概要 

 フランスのグリーンな成長のためのエネルギー移行法（Act 

on Energy Transition for Green Growth）は、2015 年 8

月に採択された。同年 12 月には、同法の施行令が公表

された。 

 同法は、国のエネルギー生産および消費にかかる中長期の

目標を定めている。それには以下のものを含む。 

 2030 年までに 1990 年対比で温室効果ガスの排出

量を 40%削減。 

 2030 年までに 2012 年対比で化石燃料の消費を

30%削減。 

 2025 年までに原子力エネルギーのシェアを電力生産

の 50%に抑制。 

 2030 年までに再生可能エネルギーのシェアを最終エ

ネルギー消費の 32%に増加。 

 2050 年までに 2012 年対比で最終エネルギー消費を

50%削減。 

 2025 年までに廃棄物を 50%削減。 

 同法第 173 条は、以下の事項などをアニュアル・レポートに

おいて開示することを求めている。 

 上場企業：①気候変動に関連する財務リスク、

②それを緩和するために採択した施策、③気候変

動が自身の活動および自社製品やサービスの利用

に与える影響。 

 銀行：過度なレバレッジのリスクや定期的なストレ

ス・テストによって明らかにされるリスク。 

 機関投資家：①ESG 基準が投資の意思決定にお

いてどのように検討されているか、②自社の方針が、

エネルギーおよび生態学的な移行のための国の戦略

とどのように整合しているか。 

 また、同法施行令では、機関投資家を対象に、以下のよ

うな規定を設けている。 

 ESG 基準の投資意思決定への統合に関する報告に

は、(a)投資方針およびリスク管理における ESG 関連

事項の検討にかかる一般的なアプローチ、(b)資産運

用会社については、ESG 基準を組み込んでいるファン

ドのリストとそのシェア、(c)基準の分析とそのアプロー

チの決定に用いたメソドロジー、(d)分析の結果と採ら

れた行動に関する情報を含む。 

 気候変動に関連するリスクの統合に関する報告には、

(a)物理的リスクと移行リスク、(b)地球温暖化を抑

制する国際的なターゲットおよび自国の低炭素戦略

の目的の達成にどのように貢献しているかにかかる評

価。 

 自主的な脱炭素ターゲットと自国および国際的な目

標との整合性に関する報告には、(a)自国および国

際的な気候目標を達成するための貢献を評価する

ためのターゲット、ならびに、それらのターゲットが EU の

目標と 自国の 低炭素戦 略 が 定める炭 素予算

（carbon budget）とどのように整合しているか、(b)

それらのターゲットを達成するための施策（機関投

資家は、定量的なセクター・ターゲットを設けることが

推奨される。）を含む。 

（出所）Principles for Responsible Investment（2016）、IEA および

Gouvernment をもとに筆者作成。 

 

2.1.3. アクサの新たな気候戦略 

アクサは 2019 年 11 月、自身のビジネスをパリ協定とより整合さ

せることを基本的なコンセプトとする新たな気候戦略を公表し、

その中で、以下の 4 つの目標を掲げた4。 

① アクサの投資の Warming Potential（℃で表示される

温暖化への寄与度。詳細は後述。）を、パリ協定と

整合的な 1.5℃以下にする。 

② グリーン投資のターゲットを 2023 年までに今の 2 倍の

240 億ユーロにする。 

③ 低炭素集約型（less carbon intensive）のビジネス・

モデルへの移行に向けた取組みを行っている企業に対

                                                             

4 AXA (2019)も参照している。  

して資金を供給するため、移行債券 （ transition 

bond）の資産区分を設ける。 

④ EU および OECD 諸国においては 2030 年まで、その他

の国においては 2040 年までに石炭産業（への投資）

から完全に撤退する。 

2.1.4. 気候変動に関連するリスクと機会の定量化 

気候変動に関連するリスクと機会の定量的な評価と分析に関

し、アクサは、社債および株式については、Carbon Delta 社の統

合評価モデル（IAMs）を用い、3℃、2℃、1.5℃の 3 つのシナリ

オがそれぞれ投資価値に与える影響を評価している。図 8 のとお

り、同グループは、資産クラスごとに異なる測定基準を用いている。 
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図 8. 資産クラスごとの測定基準 

（出所）AXA（2020）をもとに筆者作成。

 

アクサは、気候関連の影響度の評価と開示について、以下のよ

うに述べている。 

 TCFD 勧告は、アセット・オーナーが、自身のポートフォリオの

ポジショニングを低炭素経済への移行との関係でどのよう

に考えているかについて説明することを期待している。また、

フランスのエネルギー移行法第 173 条は、アセット・オーナー

やアセット・マネージャーが、地球温暖化を抑制するという目

標にどのように貢献しているかを説明することを求めるととも

に、その目標に関連するターゲットを設定し、また、それらの

ターゲットが地球温暖化の抑制にかかる国際合意とどのよ

うに関係するかについても説明することを奨励している。ステ

ークホルダーからの期待も高い。 

 このような規制や期待に対して、現状、様々な形で回答が

示されている。例えば、カーボン・フットプリントやダイベストメ

ント、グリーン投資、もしくは株主としてのエンゲージメントな

どが挙げられる。他方で、カーボン・フットプリントはフォーワー

ド・ルッキングではない、ダイベストメントがフォーカスするのは

最もカーボン・インテンシブなセクターに限定される、グリーン

投資には規模の面で課題があるほか、移行セクターを見落

としがちである、また、株主としてのエンゲージメントは計測

が困難、などといった面もある。 

2.1.4.1. 移行リスク 

こうしたことから、同グループは、現在、移行リスクについては、

Carbon Delta 社のモデルによって提供される「Warming Potential

（WP）5」を指標として用いている。なお、その特徴の一つとして、

（グローバル・レベルでの二酸化炭素排出量や吸収源を示す）

マクロ・レベルの「炭素予算」を（個々の排出者である）企業と

関連付けることができる点を挙げている。 

図 9 は、アクサの主要な KPIs である Warming Potential、企業

およびポートフォリオのコスト、機会およびグリーン収入の一覧であ

る。これによると、「株式＋社債」の WP は、2018 年の 2.96℃か

ら 2.83℃に低下（ベンチマークのそれは 3.05℃から 3.07℃に上

昇）している。これは、株式と社債への投資を通じた温暖化への

寄与の度合いは前年比では低下しているものの、2℃目標の達

成にはほど遠い、ということを示している。なお、国債を含めた場

合、WP は 2.81℃と、ベンチマークの 3.62℃を大きく下回るほか、

2030 年までに無条件で NDCs（自国が決定する貢献）が達成

されるシナリオである 3.2℃も下回る水準となる。他方で、パリ協

定の 2℃や 1.5℃目標と比べると、依然として高い水準にある。 

 

                                                             

5 AXA（2020）ではモデルの説明は限定的であることなどから、本稿で

はモデルの詳細には言及しない。他のモデルについても同様。なお、

Carbon Delta 社のメソドロジーについては、UNEP FI（2019）でその概要

が紹介されている。 

データ・パートナー 資産クラス 測定基準 測定するもの 表示単位

Beyond Ratings 国債 炭素強度 カーボン・フットプリント GDP当たりCO2換算トン

Warming Potential 地球温暖化への寄与 気温（℃）

Carbon Delta 社債および株式 Warming Potential 地球温暖化への寄与 気温（℃）

物理的リスクのコスト
異常な気象イベントの影響（資産の損傷

や事業中断）
影響を受ける収入のx%

移行リスクのコスト 二酸化炭素排出量の削減の影響 影響を受ける収入のx%

グリーン収入 将来のグリーン収入 収入のx%

AXA Group Risk

Management
実物資産 物理的リスクのコスト

異常な気象イベントの建物レベルでの影

響
百万ユーロ

Trucost (S&P Global)
社債、株式、国債、

実物資産
炭素強度

アクサのポートフォリオのカーボン・フットプリ

ント

収入百万ドル当たりCO2換

算トン
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図 9. アクサの気候ダッシュボード（2019 年末） 

（出所）AXA（2020）をもとに筆者作成。

 

株式および社債については、Carbon Delta 社のモデルを用いて

Warming Potential をセクター別に計算している（図 10、11）。

ここからは、例えば、エネルギーや素材、公益事業への投資につい

ては、アクサの Warming Potential はベンチマーク対比では低いこ

とが分かる。その理由として、同グループは、ダイベストメントの効

果が出ていると説明しているものの、他方で、ダイベストメントだけ

で十分な効果を得ることは難しいとも述べている。 

図 10. 株式のセクター別 Warming Potential（2019 年末） 

図 11. 社債のセクター別 Warming Potential（2019 年末） 

（出所）図 10、11 ともに AXA（2020）

アクサ ベンチマーク アクサ ベンチマーク アクサ ベンチマーク アクサ ベンチマーク アクサ ベンチマーク

Warming potential (℃) 3.21 3.03 2.79 3.07 2.83 3.07 2.80 4.04 2.81 3.62

1.5℃シナリオにおける企業のコストと機会* -7.09 -11.96 -10.86 -19.51 -10.45 -18.67 n.a. n.a. -10.45 -18.67

物理的リスクによるコスト** -9.33 -9.61 -7.84 -10.15 -8.00 -10.09 n.a. n.a. -8.00 -10.09

移行リスクによるコスト -8.67 -12.38 -10.37 -16.84 -10.18 -16.35 n.a. n.a. -10.18 -16.35

グリーン収入 10.91 10.04 7.34 7.48 7.74 7.76 n.a. n.a. 7.74 7.76

1.5℃シナリオにおけるポートフォリオのコストと機会*** -1.79 -6.35 -3.52 -3.84 -3.33 -4.12 n.a. n.a. -3.33 -4.12

物理的リスクによるコスト（CVaR）** -3.76 -4.17 -0.06 -0.19 -0.47 -0.63 n.a. n.a. -0.47 -0.63

移行リスクによるコスト（CVaR） -5.49 -9.47 -3.50 -3.80 -3.72 -4.43 n.a. n.a. -3.72 -4.43

グリーン収入（CVaR） 7.47 7.29 0.04 0.15 0.86 0.94 n.a. n.a. 0.86 0.94

（注*）収入のx%として表示。

（注**）平均シナリオ。

（注***）投資価値のx%として表示。

全体

（注****）ベンチマークは、MSCI World ACWI (all country world index)（株式）、BofAML (Bank of America Merrill Lynch) Global Aggregate Corporate（社債）、JPM GBI

Global（国債）。

株式＋社債 国債株式 社債



11 

国債については、Beyond Ratings 社のモデルを用いて Warming 

Potential を計算している。図 12 は、同グループが保有する国債

の WP とベンチマークのそれとを示したものである。国債全体では、

アクサの WP は 2.8℃（前年は 3.0℃）と、ベンチマークの 4.0℃

と比べると十分に低い。その理由として、同グループは、国債の

23％がフランス（WP=1.9℃）の国債であるなど、自身のエクス

ポージャーの 60%超が、エネルギー・ミックスの観点から炭素強度

が比較的低い EU 向けのものであることなどを挙げている。他方

で、WP が高いオーストラリアや米国、カナダを“最も気温が高い”

国債投資であると述べ、それらの国へのエクスポージャーの削減を

検討する可能性に言及しているほか、大規模な石炭発電所を

有するドイツやイタリアへの投資の再検討にも触れている。 

図 12. 国債の Warming Potential（2019 年末） 

（出所）AXA（2020）をもとに筆者作成。 

アクサは、Carbon Delta 社のモデルを用い、気候変動が投資リタ

ーンに与える影響も評価している。具体的には、図 9 のとおり、①

移行（あるいは規制）リスクのコスト、②物理的リスクのコスト、

③グリーン収入、の 3 つの指標を計算している。移行リスクのコス

トは 2030 年までに CO2 排出量を減少させることによって生じるコ

スト、物理的コストは 2030 年までに異常気象イベントによって生

じるコストで、いずれも、負の影響を受ける収入の割合として表

示される。グリーン収入は 2030 年までのグリーン・テクノロジーの開

発がもたらす収入で、収入に対する割合で表示される。それぞれ

について計算されたコストと機会（収入）を合算すると「気候コ

スト」となる。 

図 9 のとおり、1.5℃シナリオの下では、アクサが投資する企業は

移行コストとして総収入の 10.2%を、物理的コストとして同 8%を

失う可能性がある。他方で、これらは、総収入の 7.8%に相当す

るグリーン収入によって部分的に相殺される。結果、アクサのネッ

トの「気候コスト」は、投資先企業の総収入の平均 10.5%に相

当するものとなる。これは、アクサの投資価値の 3.3%の減少に相

当し、これは「気候のポートフォリオ・コスト」と言えるものである。た

だし、現状、アクサは「気候コスト」を投資の意思決定における

KPI として使用していない。 

2.1.4.2.物理的リスク 

アクサは、物理的リスクの不動産への影響についても分析してお

り、その対象は 350 億ユーロの直接投資不動産にまで拡大して

いる。同グループは、洪水と暴風が与える財務的な影響を、ポー

トフォリオの 90%近くを占める 9 か国に所在する不動産について

評価している。図 13 が示すように、年間平均損失は総資産価

値対比で限定的である。 

 

図 13. 物理的リスクの不動産への影響 

（出所）AXA（2020） 

洪水による年間平均損失（国別）（約430万ユーロ） 暴風による年間平均損失（国別）（約260万ユーロ）

ウェイト（%） WP（℃） ウェイト（%） WP（℃）

オーストラリア 0.5 6.2 1.5 6.2

米国 4.3 5.5 42.4 5.5

カナダ 0.3 5.0 1.3 5.0

日本 14.2 3.5 20.2 3.5

オランダ 2.4 3.3 1.4 3.3

ベルギー 8.0 3.1 1.8 3.1

デンマーク 0.0 3.0 0.4 3.0

ドイツ 6.3 3.0 4.9 3.0

その他 17.4 2.6 n.a. n.a.

スペイン 5.8 2.5 4.4 2.5

イタリア 8.9 2.5 6.9 2.5

英国 2.3 2.2 6.8 2.2

フランス 23.4 1.9 7.6 1.9

スウェーデン 0.0 -0.1 0.2 -0.1

未計測 6.0 n.a. n.a. n.a.

合計 100.0 2.8 100.0 4.0

ベンチマークアクサ
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2.2. アヴィヴァ・グループ 

2.2.1. 気候戦略 

アヴィヴァ・グループ（以下「アヴィヴァ」もしくは「同グループ」）の

気候戦略の概要は図 14 のようにまとめられる。 

 

図 14. アヴィヴァの気候戦略の概要 

投資 保険 オペレーション 影響 

ビジネスをパリ協定の 1.5℃目

標と整合させる 

2050 年までにネット・ゼロのアセ

ット・オーナーとなる 

投資の意思決定に ESG 要素

を組み込む 

気候に配慮した、革新的な保

険商品を開発・提供する 

2025 年までに、100%再生可

能電力を利用する 

2030 年までに、2010 年対比

で二酸化炭素の排出量を

70%削減する 

気候変動にかかる金融規制の

分野において、ソート・リーダーで

あり続ける 

（出所）Aviva（2020a）、Aviva（2020b）をもとに筆者作成。 

2.2.2. 移行リスク 

リスク管理、測定基準とターゲットに関し、アヴィヴァが用いている

指標の一つが Climate VaR（CVaR）である。同グループは、この

指標を用い、IPCC の 4 つのシナリオ（1.5℃、2℃、3℃、4℃）

それぞれについて、将来の気候関連のリスクと機会のビジネスへ

の潜在的な影響を評価している。 

図 15 は 2019 年 11 月末時点における株主に帰属する資産

（shareholder funds）の CVaR を示しており、図 16 はそれを物

理的リスクと移行リスクに分解したものである。図 15 のグレーのバ

ーは 5 パーセンタイル値から 50 パーセンタイル値のリスク量を、オレ

ンジのバーは 50 パーセンタイル値から 95 パーセンタイル値のリスク

量をそれぞれ示している。この結果から、アヴィヴァは、①1.5℃お

よび 2℃シナリオにおいてのみ（上方側 5 パーセンタイル値付近

で）潜在的なアップサイド（ポジティブな影響）が期待できる、

また、②1.5℃シナリオでは物理的リスクよりも移行リスクの方が

高い、などと分析している。 

なお、物理的リスクに関し、同グループは、「すべてのシナリオにお

いて、保険負債への影響は投資リターンへの影響よりも限定的

であるものの、物理的リスクや移行リスクが顕在化することによっ

て死亡率が変化する場合には、生保や年金ビジネスにいくらかの

潜在的な影響を与え得る。損保の保険負債への影響は、短期

ビジネスであることや料率改定の頻度が高いなどというそのビジネ

スの特徴から、比較的限定的であるものの、物理的リスクの影

響はある。」と述べている。 

図 15. 株主ファンドの CVaR（2019 年 11 月末） 図 16. 株主ファンドの CVaR の内訳（2019 年 11 月末） 

 

（出所）図 15、16 とも Aviva（2020b）  
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アヴィヴァは、また、株主に帰属する資産について、パリ協定にお

ける目標との整合性を評価するため、MSCI 社（Carbon Delta

社）のモデルを用い、その社債、株式、不動産の Warming 

Potential（WP）を計算している。ポートフォリオの WP は、個々

の発行者の WP の加重平均として計算される。2019 年より不動

産、国債、グリーン資産を対象に入れ、これによって、株主に帰

属する資産の 80%が同指標を用いた分析の対象となった。結果

は、株式の WP は 3.2℃（前年は 3.4℃）、社債は 3.0℃（同

3.2℃）、全体では 2.9℃（市場のベンチマークは 3.5℃）であっ

た。 

さらに、同グループは、今後 5 年間における自身の投資ポートフォ

リオと IEA の 2℃シナリオとの整合性を分析するため、最も炭素

集約型であるセクターにフォーカスして、 2 Degrees Investing 

Initiative が 開 発 し た PACTA （ Paris Agreement Capital 

Transition Assessment）モデルを用いた分析も行っている。その

結果は、投資戦略のレビューに活用している。図 17 は、株主に

帰属する資産および有配当保険に対応する資産における社債

と株式の公益事業セクターのエクスポージャーが、2023 年の時点

において 2℃の気温上昇の軌道とどの程度整合しているかを、エ

ネルギー源別に示したものである。2℃を示す破線以下であれば

整合的であることを示している。 

図 17. 2018 年末時点における PACTA 分析の結果（公益事業セクター） 

（出所）Aviva（2019） 

2.2.3. 物理的リスク 

物理的リスクについて、アヴィヴァは、ノートルダム大学の Notre 

Dame-Global Adaptation Index（ND-GAIN）を用いて、保有す

る国債の気候関連リスクへのエクスポージャーを測定している

（図 18）。ND-GAIN は、気候変動の物理的な影響に対する

国の脆弱性と全体的な準備の状況を測定するものであり、イン

デックスは 0-100 の数値で表示され、高い方が良い。アヴィヴァは

脆弱性が高い国の国債へのエクスポージャーはほぼないと述べて

いる。 

図 18. 国債の物理的リスク 

（出所）Aviva（2019） 
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2.3. リーガル＆ジェネラル・グループ 

リーガル＆ジェネラル・グループ（以下「L&G」もしくは「同グループ」）

内の資産運用会社である LGIM は、Baringa Partners 社と共同

して、今後 30 年のエネルギー・システムの変化とその投資家への

影響を分析するためのモデルである Destination モデルを開発し

た。それを用い、2℃シナリオ（「パリ・シナリオ」）と 3.75℃シナリ

オ（「BAU シナリオ」）それぞれにおけるエネルギー・ミックスの経

路を予測している（図 19）。右側の 4 つの棒グラフがパリ・シナ

リオにおけるエネルギー・ミックスの推移を、左側の棒グラフのうち

2015 年までは実績を、それ以降は BAU シナリオにおける推移を

示している。同グループは、これを出発点として、セクターへの影響、

さらには個社への影響を分析していくというアプローチを採っている。

物理的リスクについては、個々の物件をマッピングするボトムアッ

プで分析することとしている。最終的に、移行リスクと物理的リス

クそれぞれの影響を集約し、個々の企業への影響度を測り、同

社が保有する金融資産に与える影響をモデル化する。これに使

われるのが Destination@Risk モデルである。図 20 は、パリ・シナ

リオ、BAU シナリオそれぞれについて、2030 年、2050 年のポートフ

ォリオの価値への影響を示したものである。分析の対象は主に社

債と株式であり、国債や商業用不動産などは含まない。図 21

は、そのうち、株式ポートフォリオの価値への影響を取り出したも

のである。その他、同社はポートフォリオの Warming Potential な

ども開示している。 

 

図 19. エネルギー・ミックスの移行経路 

（出所）L&G（2020）

図 20. ポートフォリオ全体への影響 図 21. 株式ポートフォリオへの影響 

（出所）図 20、21 とも L&G（2020） 
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3．まとめ 

本稿では、特に気候関連のリスクと機会にかかる定量的な情報

にフォーカスし、アクサ、アヴィヴァ、L&G の 3 社がそれぞれ現状ど

のような情報を開示しているかを示した。本稿の冒頭で「気候関

連情報の開示が進んでいる」と述べた。上記の 3 社を含む他の

多くの保険会社の事例をみても、ガバナンスや戦略、リスク管理

などにかかる定性的な情報を開示している保険会社は比較的

多く認められた。他方で、定量的な情報を含めて開示している

保険会社の数は、現状、相対的に少ないように見受けられた。 

定量的な情報の開示が限定的である理由としては、気候変動

リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）のレポート「金融

機関による環境リスク分析の概観」も指摘している6ように、データ

の不足、メソドロジーの開発におけるリソースの制約、メソドロジー

やデータの質におけるギャップなどが考えられる。こうした課題に対

応すべく、本稿で紹介した 3 つの保険会社をはじめとするいくつか

の保険会社は、外部の企業と共同でモデルやツールの開発を進

めている。 

例えばアクサは、移行リスクのコスト、物理的リスクのコスト、グリ

ーン収入、の 3 つの指標をバランスシートと関連付けることができる

形で計算しているほか、参考指標としてではあるものの Climate 

VaR も算出している7。また、財務への影響としての直接的な定

量化ではないものの、Warming Potential も計測しており、同指

標は資産ポートフォリオの調整に利用が可能であると考えられる。

物理的リスクについては、自社の内部モデルを用い、不動産ポー

トフォリオへの金額的な影響も試算している。その他、アヴィヴァは、

移行リスク、物理的リスクそれぞれについて Climate VaR を計算

しているほか、L&G は、Destination@Risk モデルを用い、両リスク

の自身の資産価値への影響を計測している。なお、各社とも、

現在利用しているモデルやツールが完成形であるとは考えておら

ず、むしろ、日々それらを進化させているという点は特筆に値する。 

このように、気候関連のリスクと機会が財務に与える潜在的な

影響を定量化することができれば、保険会社は、自らの財務の

健全性を確保するために必要な施策を検討し、実施することが

可能となる。また、そうした定量的な情報は、監督当局によるマ

イクロプルデンシャル監督にも有用となり得る。他方で、気候関

                                                             

6 同レポートは、これらの課題を、気候関連リスクよりも広い概念である

環境リスクの評価にかかる課題として挙げている。 

7 一般的なリスク管理の文脈で使われる VaR ではなく、保険会社とパー

トナー会社が開発した独自の概念であることに留意する必要がある。後

述のアヴィヴァの Climate VaR についても同様。また、アクサとアヴィヴァは

同じ名称を用いているが、そのことは両者が完全に同一のものであること

連のリスクと機会を保険会社のソルベンシー規制とどのように関

連付けるかという点は、論点の一つとなり得る。概念的には、定

量化が可能なリスクや機会は、ソルベンシー規制の第 1 の柱

（資本規制）で取り扱うことが可能である。しかしながら、例え

ば、気候関連のリスクや機会を定量化するためのモデルやツール

が十分に発達していないこと、また、それらのリスクや機会が顕在

化する時間軸が超長期にわたることなど、第 1 の柱の規制として

取り込むには多くの解決すべき課題があると考えられる8。さらに、

モデルやツールにかかる透明性の確保も重要な論点であり、その

観点からは、例えば、ステークホルダーに開示する情報の内容や

監督当局によるモデルの承認の要否といった議論も必要となろう。 

こうしたことから、マイクロプルデンシャル監督の観点からは、気候

関連のリスクや機会は、まずは第 3 の柱（開示）や第 2 の柱で

取り扱うことが現実的であると考えられる。開示については、保

険会社による取組みは進展しつつあるものの、各保険会社が開

示している情報の内容には相応のギャップがあることなどを勘案

すると、開示のためのテンプレートを定める場合には、その粒度や

時期を含め、十分に検討する必要があるものと思料される。 

第 2 の柱については、例えば、ストレス・テストにおいて気候関連

のリスクや機会を勘案することが考えられる。保険会社は、自身

が行う気候変動関連のボトムアップのストレス・テストを ORSA の

プロセスに組み込むことが期待される。また、監督当局は、保険

会社から提出を受ける ORSA レポートなどをもとに、各保険会社

における気候変動への取組みの進展を理解し、気候変動が保

険会社に与え得る影響をモニタリングし、また、必要に応じて、一

層の取組みを慫慂することもできると考えられる。 

さらに、いくつかの国において行われているように（FSB, 2020）、

保険会社が行うボトムアップのストレス・テストとは別に、監督当

局がトップダウンのストレス・テストを行うことも有用であると考えら

れる。トップダウンのストレス・テストは、マイクロプルデンシャル監督

の一環、あるいは、それを補完する目的で行うことも可能であろう

し、また、マクロプルデンシャル監督の観点から、保険さらには金

融セクターへの影響を把握し、必要に応じて施策を講じるための

ツールとして用いることも考えられよう。 

は意味していないように思料される。 

8 この点に関し、例えば EIOPA（2019）は、「ソルベンシーII のようなリス

ク・ベースの枠組みにおいて資本規制に変更を加える場合には、証明さ

れたリスクの現状との差異に基づかなければならない。それゆえ、潜在的

なリスクを評価することは、サステナビリティに関連する資本規制にかかる

分析や意見形成のための出発点や指針となる。」と述べている。 
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その他、保険セクターにとっての重要な論点は、バランスシートの

負債側、すなわち、保険負債への影響をどのように計測するかと

いう点である。本稿で紹介した 3 つの保険会社が定量化の対象

としているのは主に資産ポートフォリオ（の一部）であり、保険負

債については、踏み込んだ情報の開示が行われていないように見

受けられる。例えば、アクサは、その気候レポートの中で、CRO フォ

ーラムが 2020 年 4 月に公表したレポート「保険ポートフォリオのた

めのカーボン・フットプリントのメソドロジー（Carbon footprinting 

methodology for underwriting portfolios）」に言及し、今後の

議論の参考となろうと述べているにとどまる。この分野の検討がさ

らに進めば、保険引受けの実務にも大きな影響があるものと考

えられることから、保険会社や監督当局は、国際的な議論の動

向を注視するとともに、それに参画していくことも重要であろう。 

最後に、本稿では定量的な情報の開示に焦点をあてたが、この

ことは、定量的な情報が定性的な情報よりも重要であるというこ

とを意味するものではない。むしろ、定量化とそのためのモデルや

ツールの開発は、気候変動リスクへの対応の一部である。また、

定量化のアプローチは多様にある。持続可能なビジネス・モデルの

構築およびその実践における出発点は、経営陣が明確なビジョ

ンを掲げることである。同様に、気候変動リスク、さらには、SDGs

にかかる取組みについても、まずは経営陣が目指すべき方向を定

め、それが社内で十分に共有され、理解されるところから始まるも

のと考えられる。その意味で、経営陣のリーダーシップが非常に重

要であり、同時に、具体的な戦略や方針の策定とその実施を確

保するための強固なガバナンスの構築が不可欠となろう。 

以上 
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Annex: Provisional translation of Section 3 ‘Summary’ 

An introduction to this Annex: Section 1 of this paper 

provides an introduction, in which it is explained that the 

objective of this paper is to explore what kind of climate-

related quantitative information is disclosed by selected 

three insurers, i.e. Axa, Aviva, and Legal & General, referring 

to the 2017 TCFD Recommendations and the 2019 TCFD 

Status Report. Nevertheless, the paper does not intend to 

present the three insurers’ practices as best or good 

practices, which can be judged by individual stakeholders 

instead. Section 2 then looks into climate reports of the three 

insurers, focusing mainly on quantitative information that 

relates to potential financial impacts on their balance 

sheets.9 

This paper looked into climate-related information that has 

been disclosed by three major, global insurers, i.e. Axa, Aviva, 

and L&G, focusing mainly on quantitative information. The 

paper described at its very beginning that ‘progress has been 

made with regard to disclosure of climate-related 

information,’ referring to the 2019 Status Report published 

by the TCFD. Looking through public disclosures made by 

insurers, including the aforementioned three, it appears that 

a number of insurers now disclose qualitative climate-related 

information on, for example, governance, strategies, and risk 

management. On the other hand, it seems that a limited 

number of insurers disclose quantitative information. 

The reasons for such limited disclosures of quantitative 

information would be, for example, lack of data, limited 

capacity to develop methodologies, and gaps in 

methodologies and data quality, as has been identified in an 

NGFS report (NGFS, 2020)10. To tackle (some of) these 

challenges, several insurers, including the aforementioned 

three, seem to have been developing models and tools in 

partnership with third party companies. 

With regard to quantification of climate-related risks and 

opportunities, Axa, for instance, has calculated transition risk 

                                                             
9 This paragraph is a brief summary of Sections 1 and 2 of this paper 
and therefore is not contained in Section 3 of the Japanese version. 
10 The NGFS report identified them as major barriers to wider 
adoptions of Environmental Risk Analysis, which is considered a 
wider concept than climate risk analysis. 
11 On this point EIOPA (2019), for example, states that: ‘EIOPA is of 
the opinion that within a risk-based framework like Solvency II any 

costs, physical risk costs, and green revenues in a manner 

that can relate them to its balance sheet as well as Climate 

VaR, although the latter seems to be used for reference 

purposes at this stage. Moreover, the insurer has measured 

‘Warming Potential’ figures that can be used for adjusting its 

asset portfolios. As to physical risks, Axa has measured 

financial impacts on its real estate portfolios, using its own 

internal models. Furthermore, Aviva has calculated Climate 

VaR for both transition and physical risks and L&G has 

measured those risks’ impacts on its asset values using its 

own Destinatio@Risk model. It would nevertheless be 

worthwhile noting that these insurers do not think that the 

models and tools they are using today are perfect. Rather, 

they are trying to evolve them. 

By quantifying climate-related risks and opportunities, 

insurers would be able to consider and implement measures 

necessary to ensure the soundness of their financial position. 

Such quantitative information could also be useful for 

supervisors for their micro-prudential supervision purposes. 

On the other hand, it can be argued how and whether 

climate-related risks and opportunities should be integrated 

into solvency regimes for insurers. Conceptually, it would be 

possible to address any quantifiable risks and opportunities 

under Pillar I (capital requirement). Nevertheless, there seem 

to be a number of issues that require further in-depth 

discussion before quantified climate-related risks and 

opportunities are integrated into the capital requirement11, 

given that, for instance, models and tools for the 

quantification are less developed and those risks and 

opportunities could materialise in a longer period of time 

beyond one year time horizon. It is also crucial for 

transparency to be ensured with regard to models and tools 

used. From that perspective, it would need to be discussed 

what information on models and tools should be disclosed to 

the public and whether or not ex-ante approval of models by 

supervisors is required. 

change to capital requirements must be based on a proven risk 
differential compared to the status quo. Assessment of the 
underlying risk is therefore also the starting point and guiding 
principle for the analysis and opinion on capital requirements related 
to sustainability.’ 
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Taking these issues into consideration, a practical approach 

to addressing climate-related risks and opportunities for 

supervisory purposes would be to deal with them under Pillar 

III (disclosure) and Pillar II (risk management) for the time 

being. With regard to disclosure, it would be necessary to 

consider carefully how a disclosure template, where 

necessary, should be designed in terms of, for instance, 

granularity of information to be disclosed. The timing of 

introducing such a template could also matter. 

With respect to Pillar II, climate-related risks and 

opportunities can be taken into account in stress testing. 

Insurers would be expected to integrate climate-related 

stress testing into their ORSA process. That may then help 

supervisors understand how proactively insurers are tackling 

climate-related issues, monitor potential impacts on 

individual insurers, and, as necessary, encourage insurers to 

take further action. 

It would also be worthwhile for supervisors to perform 

climate-related top-down stress testing, as has been 

performed in a couple of jurisdictions (FSB, 2020). Top-down 

stress testing can be conducted as part of micro-prudential 

supervision, for the purpose of complementing micro-

prudential supervision, and/or as a tool to analyse impacts on 

the insurance and, more broadly, financial sector and to 

consider necessary action to take from the perspective of 

macro-prudential supervision. 

Another critical issue for the insurance sector is how to 

measure impacts of climate-related risks and opportunities 

on the liability side, i.e. insurance liabilities. The current focus 

of quantification seems to be on (part of) the asset side of 

the balance sheet, as was observed in Section 2; it appears 

that information on the liability side is limited. For example, 

referring to a report released by the CRO Forum in April 2020 

‘Carbon footprinting methodology for underwriting 

portfolios’, Axa describes that it can help insurers work 

further. Quantification of impacts of climate-related risks and 

opportunities could have a significant impact on insurance 

underwriting. It is therefore important for insurers and 

supervisors to pay closer attention to and participate in 

international discussions on that subject matter. 

Lastly, this paper focused on disclosure of quantitative 

information, but that does not mean that disclosure of 

quantitative information is far more important than that of 

qualitative information. Rather, it would be fair to say that 

quantification of climate-related risks and opportunities as 

well as developing models and tools for the quantification is 

part of the whole. Moreover, there are a variety of 

approaches to quantification. A starting point of developing 

and implementing sustainable business models would be for 

the management to clarify the organisation’s vision. Likewise, 

it would be necessary for insurers to start with setting the 

clear direction to address climate-related and, more broadly, 

SDGs-related challenges, which then would need to be fully 

shared and understood within the organisation. In this 

context, strong leadership by the management is the key. It is 

also critical for concrete strategies and policies to be 

developed. All of them may be underpinned by robust 

governance.
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員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接また間接に発生したいかなる損失および損害に対

して責任を負いません。DTTL ならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体で

す。 
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