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• ステークホルダーからの環境・社会・ガバナンス（ESG）問題の開示と対応に対する要求の高まりを受けて、チーフサ
ステナビリティオフィサー（CSO）またはそれに相当する役職を任命する保険会社が増えている。

• 保険会社のCSOの多くは、リソース不足、不明確なガバナンス構造、個人の説明責任の欠如といった、効果的なサ
ステナビリティ目標を遂行するうえでよく見られる組織上のハードルを克服するのに苦労している。

• サステナビリティを良き企業市民としての枠を超えたものにするため、保険会社のCSOはより具体的な指標、特に投
資に対するリターンに関する指標を必要としうるであろう。そのような指標は、CSOが、ビジネスラインや部門のリーダー
の支持を得る助けとなる。

• こうしたハードルを乗り越えるために、ESGリーダーに権限を与え、機能を整備することができない企業は、より積極的
な競合他社に後れを取り、規制当局からより厳しい監督を受ける可能性がある。また、今後ますます社会的意識
が高くなる顧客や投資家、従業員を失いかねない。

• 保険会社は、保険の引受者や機関投資家として、ESGの課題に取り組むうえで、保険契約者や政策立案者に対
して影響力を及ぼすことができるというユニークな立場にある。保険会社は、フォーカスをシフトさせ、利益と同じように
地球や人々に重きを置く「ボトムラインの向上」を受け入れることができる。

キーメッセージ

注意事項：本資料はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2021年8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。 
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保険会社は、CSOの役割を高め、また、気候変動リスク、ダイバーシティ、社会的公平性などESGの変革
を推し進める権限をサステナビリティ担当リーダーに与えるべき時が来ている。

保険会社は、サステナビリティの推進を行
動で示すという、高まるプレッシャーに直面
している

保険会社はサステナビリティに関する懸念に無縁ではない。保険会
社は、経済における金融のファーストレスポンダーとして、ESG事象に
関連する損害に対して保険金を支払い、また、支払い請求に応じ
ることを求められることが多々ある。実際、2020年の気候変動関
連の暴風、山火事、洪水では、810億米ドルの損害填補が生じた1。 

同時に、雇用慣行賠償責任保険を取り扱う保険会社は、年齢、
人種、性別、その他の個人的属性による労働者差別の請求に関
連する費用の多くを長年にわたって支払ってきた。また、保険会社
の取締役および役員は、ESGにかかる争議を取り巻く、ガバナンスに
関連した請求2を目にすることが増えている。

しかし、保険会社は、様々なステークホルダーから、こうしたESGのリ
スクや機会に対応するために、社内でも社会全体としても、より一
層努力するよう求められている。多くの顧客、投資家、立法者、規
制当局、格付機関、第三者評価機関、さらには社会的意識の高
い従業員やビジネスパートナーの間において、精査や期待が高まって
いる。

より多くの保険会社の役員や取締役は、気候変動リスク3やその
他のESG課題への対応において、企業が直面しうる信用失墜や競
争力低下、財務的な影響を認識しているようである4。その結果、
（特に米国の）多くの保険会社において、保険のサステナビリティ
に関する動きが活発化している。例えば、米国の保険会社はこれ

まで、気候変動の緩和や適応に取り組んできたが、気候変動リス
クの根本的な原因への対応においては、欧州の保険会社にしばし
ば後れを取ってきた5。

CSOの任命―重要な最初のステップ

保険会社では、「サステナビリティ」という大きなカテゴリーの下に分
類されることが多いESGへの取組みを担当する人材を採用したり、
配置換えをするケースが増えてきている6。中には、CSOとして経営幹
部に登用された者もいる。このような動きは、ESGへの取組みとその
成果の可視化や説明責任の明確化につながっている。

このような人事が実を結んでいるか、また、保険会社が盤石なサス
テナビリティプログラムの枠組みを定めているかを把握するため、米
国を拠点とする大手生命保険会社や損害保険会社（グローバル
に事業展開する企業を含む。）においてESGへの取組みのリーダー
に最近指名されたCSOなどを対象にインタビューを行った。ほとんどの
者は、その職務をフルタイムで担当していたものの、一部の者は兼
務であった。

先駆者であるこれらのエグゼクティブたちは、概して熱心で、前向き
で、非常に意欲的であった。他方で、彼らの取組みの推進を阻
み、成功の可能性を損なう恐れのある、共通する組織上の障害も
明らかになった。重要なステップとして、保険会社は、取組みを管
理するため、責務を明確にし、部門横断型のガバナンス体制を確
立する必要がある。さらに言えば、ESGは、保険会社のコアビジネス
戦略、企業文化、最終的には社内のリーダーの思考に組み込まれ
る必要がある。
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サステナビリティを企業のDNAの不可欠な部分とするため、保険業
界は、どのような形でより体系的なアプローチを取ることができるだろ
うか。

盤石なサステナビリティプログラムの実務的
な課題

調査の結果、より大きく、より大胆で、より影響力のある成果の実
現を妨げかねない一般的な障害を解決するいくつかの機会が明ら
かになった。（図1）

図1 

保険会社のサステナビリティ推進を阻む障害をクリアする5つの機会

出所：デロイト金融サービスセンターによる分析 

定義と戦略を明確にする
保険会社にとって「サステナビリティ」とは具体的にどういう意味なのだろ
うか。サステナビリティ担当リーダーはどのようにそのミッションを達成するこ
とが期待されているのか。 

「善良な行い」のフェーズを超える
多くの人は、サステナビリティを、ボランティア活動や慈善活動、良き 企
業市民としてふるまうこととしか考えていない。CSOは、どうしたらESGをコ
アビジネス戦略の一部として扱うよう、ビジネスリーダーを説得できる だろ
うか。

より明確な指標を定める
ESGの進捗状況や成功を判断するために、どのような基準が用いられて
いるか。どのようなパフォーマンスベンチマークを使えば、ESGと、トップライ
ンとボトムラインのROIと関連づけられるのか。 

CSOのリソースを増強する
ほとんどの保険会社では、サステナビリティは、小さなチームに任された大
きな仕事である。もし、サステナビリティ担当リーダーにより多くのリソース
があれば、商品、サービス、投資、事業モデルを変えるために、より影響
力のある社内の取組みを推進することができ、また、保険契約者や政
策立案者に対する影響力を拡大することができるであろう。 

報告よりも変革に時間をかける
ほとんどの保険会社で、CSOは、会社のESG年次報告書のための情報
収集、第三者評価機関やアナリストへの対応、主要投資家への説明
などに、ほぼ全ての時間を費やしている。その結果、変革への取組みで
はなく、コンプライアンスやコミュニケーションに注力することとなっていること
が多い。 
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第1の機会：サステナビリティの定義と
戦略を明確にする

保険会社は「サステナビリティ」をどの程度明確に定義すべきだろう
か。また、そのような取組みを先導する保険会社は、その実現に向
けて、どのように戦略的に、また日常的に取り組んでいけば良いのだ
ろうか。

インタビューを行ったESG担当リーダーの多くが、サステナビリティとは
何か、また、それが会社の事業計画や戦略とどう関係するのかにつ
いて、上級幹部や取締役会メンバーから一貫したメッセージが発信
されていないと回答した。示された定義は、広義で希望的なものが
多く、時には非常にあいまいなものもあった。

ある回答者は、この取組みを「人々が誇りと自信を持って働き、ビ
ジネスを行い、そして長期的に投資できる会社になるように位置付
けてくれるもの」と表現した。別の回答者は、サステナビリティを「私
たちがどういう会社で、何のために存在し、理想やビジョンという観
点から何を意味するのかを定義するもの」と回答した。

しかし、ほとんどの回答者は、サステナビリティへの取組みについて、
明確なビジネス上の視点やその根拠を有することも期待されている
と認識している。ある損害保険会社のCSOは、「ESGは、本質的に
価値であり、価値観ではない」と述べた。

何人かの回答者は、ESGにおける自社の進捗状況を把握し、ま
た、透明性を高めることで取組みを進めてきていると答えた。しか
し、ほとんどのCSOは、情報収集やステークホルダーへの情報の伝達
の枠を超える以上のことをするため、より長期的な戦略や実行計
画を検討している段階である。

サステナビリティ担当リーダーが実行可能な変革戦略を策定し、経
営陣から一般従業員まで広く賛同やコミットメントを得るためには、
企業はESGの各要素を具体的に定義する必要がある。保険業界
では、例年、気候関連の巨大災害において、数十億ドルの保険
金請求が発生し、また、規制当局や権利擁護団体からデータや説
明責任を求める声が高まっていることから、「環境」面が注目される
傾向にある。

しかし、サステナビリティのミッションステートメントでは、保険会社の
「社会」面の目標も定義する必要がある。例えば、十分なサービス
が提供されていない地域における保険の補償範囲の拡大や購入
し易さの向上を叶える方法を見つけることで、経済的な公平性を
高めることが考えられる。 「ガバナンス」面は、透明性だけでなく、
会社が経営陣、上級幹部および取締役会におけるダイバーシティと
インクルージョンをいかに効果的に強化しているかによって定義される
必要がある。

明確なサステナビリティ戦略と実行計画を定めて開示することで、
懐疑的な社内外のステークホルダーに対して、保険会社が影響力
の高いESG目標を達成させるべく着実に取り組んでいることを納得
させうる。デロイトの最近のレポート「 Building credible climate

commitments（信頼できる気候変動対策の構築）」では、少な
くとも環境対策に関して、企業がステークホルダーの信頼を得るため
のロードマップの一案を提示している7。

第2の機会：「善良な行い」のフェーズを超える

インタビュー回答者の中には、ESGへの取組みの必要性に疑問を呈
したり、実施を阻止したり遅らせたりしようとさえする同僚に不満を
感じている者もいた。このような懐疑論をそのままにしておくと、信頼
ギャップが生じ、変革管理の取組みが損なわれる恐れがあると指
摘している。
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ある個人保険を扱う会社のCSOによると、保険会社のサステナビリ
ティプログラムの多くは「善良な行い」のフェーズに留まっている可能
性があることが課題の一つだという。

ある団体保険を取り扱う会社のCSOは「私たちは、どうしたら世の
中のためになるかという決まり文句を超えて、金銭的な観点だけで
はなく、全てのステークホルダーの長期的な利益にとって何が最善か
という観点からサステナブルである企業を作ろうと試みているところ
だ」と述べた。

あるマルチライン保険会社のサステナビリティ担当役員は、「私たち
の取組みは、良き企業市民としての活動とよく混同される。良き企
業市民とは株主価値の最大化以外の目標を意味するものだが、
実際には、その二つをいかに調和させるかが重要だ」と回答してい
る。したがって、CSOは、上級幹部や部門長を巻き込むため、サステ
ナビリティと顧客体験の向上、ステークホルダーエンゲージメント、そし
て、究極的にはROIと株主価値の向上との間に明確な相関関係
があることを示し、それを伝えなければならない。

インタビューを受けた多くのサステナビリティ担当リーダーは、共通の目
標として、「ESGの様々な観点から社会的に責任のあるビジネスプラ
クティスに従うこと」を挙げている。例えば、保険会社の中には保険

契約や投資のポートフォリオを削減するか、あるいは「脱炭素」を検
討しているところまである。

また、保険契約者や投資先企業に対して、太陽光や風⼒等の持
続可能なエネルギー源への移行を働きかけている保険会社もある。

インタビューしたCSOの中にはダイバーシティ＆インクルージョンを直接
担当している人はいなかったが、全員が人事部門と、場合によって
は、比較的新しい役職であるチーフダイバーシティオフィサーと定期的
に協議していると回答した。彼らは、また、より多様な人材やリーダ
ーシップチームを採用し、定着させ、促進することは、体裁を整えるた
めではなく、イノベーションを推進し8、生産性を向上させ9、収益性
を高める10ためであるというメッセージを強化しようとしている。

何人かのインタビュー回答者は、CSOはボトムラインの観点からその
ような取組みがどう正当化されるかを伝えるべきだと強調した。「世
界全体に変化をもたらすことはCSOの役割ではない。私たちにはそ
んな能力はない」と、あるマルチライン保険会社のESG担当者は述
べている。「私の仕事は、サステナビリティの観点から株主価値を定
義し、株主に対する経営陣の責務に沿った形で会社を導くことだ。
私たちの責務は、従業員や顧客などステークホルダー全員を大切に
することだが、それは、ビジネスの枠組み内での話だ」。
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第3の機会：より明確な指標を定める

保険会社の中には、特に気候変動リスクの管理において、例え
ば、自社の二酸化炭素排出量を削減する方法を検討することによ
り、大局的なサステナビリティ目標を策定し始めているところもある。

しかしながら、インタビュー回答者の大半は、アニュアルレポートの発
行、部門横断型のサステナビリティ委員会の設置や活動、ESG責
任を共有する同僚との社内パートナーシップの構築等、より基本的
で定性的な目標の達成に努めている。また、経営陣が目標を設定
しても、期待値の管理、進捗状況の定量化、他社との比較のため
のベンチマークが提供されていない、と述べるCSOもいた。

世界経済フォーラム（WEF）は、デロイトや他組織との共同プロジ
ェクトにより作成した2020年9月のレポートにおいて、ベンチマークの
明確化を推奨している11。同レポートは、相互依存的な4つの原則
（地球、人、ガバナンスの原則、繁栄）に分類した、21の中核指
標と34の拡大指標と開示を提示している。

例えば、気候変動リスクとその地球への影響の観点から、WEFは
企業に対し、完全実施まで最大3年の猶予を与えたうえで、気候
関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言を採択するよう
求めた。WEFはさらに、企業がパリ協定の目標に沿って事業を行う
よう、温室効果ガス排出目標を設定しているか、または、設定を約
束したかを開示するよう提言した12。

人的資本の観点からは、WEFは人材ベンチマークの中でも、年齢
層、民族、性別、その他のダイバーシティ指標の各カテゴリーの従業
員数の割合について報告することを提言した13。

多くの保険会社は、既にこれらの方針に沿って検討を開始してい
る。インタビューしたある生命保険会社は、企業目標に沿ってバリュ
ーチェーン全体が稼働していることを確保するため、サステナビリティに
関するベンダーの行動規範を作成した。ほかには、国連の持続可
能な開発目標（SDGs）に従って、炭素排出量の削減やクリーン
エネルギー使用の促進、性別や経済の公平性を実現するための取
組みの支援等を行っている保険会社もあった14。

第4の機会：CSOのリソースを増強する

インタビューした保険会社の多くでは、比較的小さなチームが結成さ
れているが、彼らにとってサステナビリティは大きな仕事である。ESG

への取組みやコストは保険会社内で分散されているものの、インタ
ビューした保険会社のほとんどが、まだ専任の人員や専用の資金を
投入していない。インタビュー回答企業の中で最大のスタッフ数は9

名だった。他の多くは、2、3名の専任スタッフでやりくりしている。

インタビュー回答企業は、いずれ時とともにリソースが追加されると
予測しているが、現時点では予算やスタッフの大きな流入はないだ
ろうと考えている。ほとんどの企業は、他のESGプレーヤーとの協働を
強化し、その権限や領域を拡大することで、その埋め合わせをしよう
としている。保険会社は、事業ユニットやビジネスライン全体でESG

の責務を分担したり、サステナビリティ連絡担当者を任命したりする
ことで、サステナビリティ支援ネットワークを促進することができる。こ
れは、説明責任の評価基準を含む、明確なガバナンス体制に支え
られるべきである。
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実際に、ある個人向け保険会社のCSOは、独立した運営を行い、
また、サイロ化したアプローチを取ることについて警鐘を鳴らした。同
CSOは、こうした体制によって部門外の人々が積極的に関与した
り、ESGミッションを自ら持ったりする意欲が削がれる恐れがあると示
唆した。そうではなく、サステナビリティは全ての事業部門とビジネス
ラインの責務であるべきである。したがって、少なくとも短期的には、
ESGが社内全体で広く提示され、ビジネスリーダーたちの目に留まるよ
うに、CSOが活動の幅を広げることが最善であると考えられる。

ある保険会社のサステナビリティ担当のシニアマネジャーは、「そうし
た意識的な選択の考え方を従業員に浸透させたい。ESGを日常業
務の有機的な構成要素にする必要がある」と述べた。

ある企業保険を取り扱う会社のCSOは、情報の拡散を従業員の
関与に頼っている。同社は、従業員を「サステナビリティチャンピオ
ン」に任命し、顧客と投資家のESGへの期待により応える方法につ
いて深掘りするブレインストーミングセッションに参加させている。同
社はまた、アイデアや成功事例を会社のイントラネットやソーシャルメ
ディアプラットホーム上で共有している。別のマルチライン保険会社で
は、サステナビリティの「タウンホール」を設けて意識の啓蒙を図っている。

インタビュー回答者の中には、集団的な経験から恩恵を受け、ま
た、ESGへの取組みを強化するために、業界全体での協働を求める
声もあった。ある保険会社は、開示の課題やネットゼロカーボンプロ
グラムを推進する方法について話し合うために、同業他社との非公
式な意見交換会を設けた。同社のサステナビリティ担当のリーダー
は、独立した保険サステナビリティ協会などの公式の場を設けること
を願っている。そのような団体は、設立されれば、サステナビリティ担
当のリーダーにネットワーキングの機会や中立的な立場のフォーラムを
提供し、そこでは、お互いの苦労話や教訓となる話、ベストプラクテ
ィスなどを定期的に共有することができるであろう。

第5の機会：報告よりも変革に時間をかける

ほとんどの保険会社では、CSOは主に情報センターの役割を果たし
ており、既存のESG関連の活動に関する詳細な情報を収集し社内
外に発信することに大半の時間を費やしている。

あるインタビュー回答者は、サステナビリティに関する年次開示資料
を発行するだけでも「途轍もない大仕事」になり得ると語った。同社
の報告書には、社内の領域専門家150名の協力が必要であった。
昨年は調査への回答や情報の精査のため、第三者であるESG評
価機関からの問合わせ55件に対応した、と同リーダーは述べている。
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例えば、投資家にとって特に重要な回答には、30名で45日相当を
費やした。また、ESGが世界各国の立法者や規制当局の間で注目
を集めていることを考えると、報告書の需要は高まる可能性がある。

一方で、ESG評価機関は、現在、保険会社のダイバーシティやイン
クルージョンへの取組みを評価しているが、一部の権利擁護団体
は、規制当局に対し、保険引受の際に経済的な公平性を考慮す
ることを求めている。例えば、十分なサービス提供を受けていないセ
グメントに対して差別的な影響を与える恐れがある場合、信用スコア
を許容される価格設定の要素とすべきかどうかを検討している。

このような報告機能は、主要なステークホルダー間で保険会社の競
争力を維持・強化するために非常に重要な要素である。また、イン
タビュー回答者は、投資家、規制当局、顧客が保険会社に対して
サステナビリティへの取組みを文書化するよう要請を高めている中
で、彼らにとって危険信号になりうる低評価を避けるためには、ESG

を監視する機関と関与することが特に重要であると述べた。

実際、ESG評価機関からの高い評価は、保険会社の取組みが単
なる「グリーンウォッシュ」（企業のパブリックイメージを維持するため
に問題に取り組んでいるように見せかけること）ではなく、大幅な前
進を実現させるような有意義な活動であることを客観的に確認す
るのに役立つ。

インタビュー回答者は、このような格付がどう決定されるかには論点
があるとする一方、大半の者は、評価プロセスが有益で競争力の
ある情報や保険会社がどのように取組みを強化できるのかに関して
鋭いインサイトを提供しうることを認めている。ある生命保険会社
は、自社の格付を競合他社の格付と比較するリーダークラスの委

員会を設置した。「ESGへの取組みが理由でビジネスを失ったり、新
規ビジネスの模索段階で除外されたりすることは許されない」とこの
インタビュー回答者は述べた。

また、こうした格付を経営陣や取締役会と共有するための物差しと
して使用し、解決すべき欠陥を特定している企業もある。例えば、
ある生命保険会社は、自社の事業目的に合致した慈善活動を
行っていないことを理由にESG評価機関から格下げされた後、本社
のコミュニティでフィナンシャルウェルネス（金銭面での健康度）に
関するプログラムを立ち上げた。

一方で、報告の責務が大きくなるにつれて、その量の多さに小規模
のサステナビリティチームは圧倒され、ほかの仕事に時間やリソースを
割けなくなる可能性がある。このような状況下では、CSOはその専
門知識や影響力を効果的に発揮できず、商品開発、引受、投資
方針、広報活動において変革を推進する戦略的な役割を果たす
ことができなくなるだろう。

市場に存在する多くのサステナビリティ評価テンプレートを統合・標
準化することで、CSOの報告の負担を軽減することができる。ある
CSOは、ESG機関や政府機関がほぼ同じ情報を違う方法で求めて
くるので、その耳障りな要求を「バベルの塔」のようだと表現した。

貴重な時間を確保するために、企業はデータ収集やレポーティング
の効率を高めるテクノロジーツールを導入することができる。ある保険
サービス会社のCSOは、包括的なサステナビリティ管理システムを開
発または購入することにより、情報収集、モニタリング、レポーティン
グなど多くの日常的な業務を自動化したいと考えている。
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ESGの変革を推進するためのCSOの
権限強化
保険会社は、リスクを軽減し、ESG関連の被害に遭った人々に補
償することにおいて顧客に最前線で対応する役割を担っており、サ
ステナビリティ面において保険契約者や政策立案者に対して影響
力の強い、ユニークな立場にある。しかし、多くの保険会社は、社
内のESGへの取組みの強化を強く求める声への対応に加え、顧
客、投資先、立法者、そして社会全体に対してサステナビリティの
目標をより積極的に推し進めることに苦戦している。

既にCSOまたはCSOに相当する役職を任命している保険会社は、
順調なスタートを切っている。まだ担当者を指名していない企業は、
真剣に検討する必要があるだろう。

しかし、ESG担当役員を任命している保険会社でも、基本的な報
告業務やコミュニケーションの責務以上の権限を与えていない企業
が多い。サステナビリティ担当リーダーの力を高めるため、保険会社
は、CSOが全体的な戦略や日常的なビジネス上の意思決定、業
務へのESGの統合を推進できるようにすべきである。（図2）

図2

保険会社はどのようにサステナビリティ担当リーダーに権限を与えられるか

出所：デロイト金融サービスセンターによる分析 

スタッフ増員と予算増加
によりCSOの力を増強する 

全社のサステナビリティイン
フラを構築するより多くの
権限を与えることでCSOの

認知度を向上する

全サステナビリティアンバサダーや
チャンピオンとしての活動を評価
し報奨することで、一般社員の

動機づけを行う 

ESGを戦略的計画や予算編成
に組み込むことで、サステナビリテ
ィを後回しにすることなく最優先

で考えられるようにする 

サステナビリティを業績評価に取り
入れることで、事業やビジネスライ
ンのリーダーにESG目標を達成する

必要性を認識させる 
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一方、サステナビリティ担当リーダーは、少ない労力で多くのことを行
う方法を模索し、チームの能力を増強し、保険会社のESG目標を
推進するうえでの影響力を高めるために新しい方法を取り入れる
必要がある。（図3）保険会社はまた、経営陣の報酬プランに
ESG指標を組み込むことを検討すべきである15。

CSOは、会社全体でサステナビリティの目標を推進することで、より
包括的な取組みの基盤を構築することができる。最終的に、ESG

は、全ての人の担当業務に含まれるようにならなければならない。

図3 

サステナビリティ担当リーダーが自らの影響力を高め得る5つの方法

出所：デロイト金融サービスセンターによる分析 

ESGに焦点を当てた商品、引受、投資戦略のサポートのため、より先を見
越した業務に時間を割けるように、報告業務の標準化と自動化を進める

進捗状況を確認し、成功のイメージを描くため、マイルストーン型計画を
策定する

目に見えないESGの利益を定量化し、ボトムラインへの効果を測定するため
の指標を定める

中心的役割を果たす経営幹部や取締役会メンバーと顔を合わせる機会を
増やし、影響力を広める

事業部門やビジネスライン全体でサステナビリティチャンピオンへの参加を
求めることにより、影響力が及ぶ範囲を拡大する
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サステナビリティの最終段階： 

「ボトムラインの向上」を目指す 

ESG目標への抵抗に直面しているCSOは、最近発刊されたデロイト
のレポートを引用することで自らの正当性を裏付けることができるか
もしれない。同レポートは、金融サービス企業がサステナビリティの課
題を従来の成長や利益目標と同等に位置づけて「ボトムラインの
向上」を目指して尽力することを提唱している16。 

「ボトムラインの向上は、地球や人々の未来を利益と同等に評価
する。不平等が減り、富の共有が増えるまでは、尽力する企業と
成功している企業の区別ははっきりと表れない。（不平等が減り、
富の共有が増えるということは）教育が進み、公平でサステナブル

な世界から得られる財務的利益と人的利益の両方を意味する17」
と同レポートは述べている。 

ある生命保険会社のCSOはそのメッセージに共感し、保険会社は
「最初は必要に迫られて始めたことだとしても、（ESGへの対応は）
そうしなければならないからやるべきことではない。サステナビリティは
企業の必須事項に進化する必要がある。説明責任が必要であ
る」と語った。 

同CSOは、保険業界が最終的に勝利すると楽観的に考えている。
「リスクは私たちのビジネスであるため、ESGリスクをどのように評価し
管理するかを理解しなければならない。これは大きなチャレンジだ
が、それを実行するのが私たちの責務だ」 
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日本のコンサルタントの見解 

サステナビリティの経営への統合： 
サステナビリティを社内のあらゆる側面に 
浸透させる 

サステナブルな社会・経済の実現に向けた取り組みがグローバルで
大きく進展しており、そのスピード感は日に日に増してきている。
2021年11月に英国グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条
約第26回締約国会合（COP26）では、地球の平均気温の上昇
を2℃より十分低く抑えるとともに、1.5℃に向けて努力することがあ
らためて確認された1ことは記憶に新しい。COP26の会期中には、民
間金融セクターが主導するイニシアティブである「ネット・ゼロに向け
たグラスゴー金融アライアンス（GFANZ）」が、ネット・ゼロへの移行
に金融セクターの資金を向かわせる意思があることを表明した2こと
も注目に値する動きの一つである。 

社会・経済におけるサステナビリティやESGにかかる取り組みを推進
していくうえで、金融セクターは非常に重要な役割を果たし得る。特
に、保険会社はユニークな立場にある。保険会社は、資産サイドで
は巨額の資金を運用する機関投資家としてその投融資先に対し、
また、負債サイドでは、社会のリスクの引受け手としてその保険の
引受先に対し、例えば、温室効果ガスの排出量の削減に向けたア
ドバイスを提供することなどを通じて、サステナブルな社会・経済の実
現に向けて行動を起こし、また、それを加速させることを促し得る。 

保険会社として、こうした「全社的な」行動を起こすためには、強力
なリーダーシップが不可欠となることが多い。経営陣が、まずは、サス
テナビリティやESGを「自分事」として認識し、組織内でその責任と
役割を担う者を明確にするとともに、その者に対して必要な権限を
付与することが、最初のステップとなろう。本レポートは、その役割を
担う者がチーフサステナブルオフィサー（CSO）などの「ESGリーダー」で
あり、ESGリーダーを任命することが重要であると指摘している。 

ESGリーダー、あるいは、サステナビリティリーダーの任命と同等に重要
であるのは、ESGあるいはサステナビリティの経営への統合である。こ
こで言う「経営」とは、TCFD提言を例にとれば、開示の中核要素で
あるガバナンスや戦略、リスク管理、さらには、測定指標とターゲット
を、すなわち、企業活動のあらゆる側面を意味する。このことは、例

えば、TCFD提言が、気候関連のリスクが企業全体のリスク管理の
枠組みにどのように取り込まれているかを開示することを求めている3

ことや、欧州銀行監督機構（EBA）が、そのガイドラインにおいて、
「事業戦略の決定や実践に際し、銀行は、あらゆる時間軸におい
て自社の事業環境に影響を及ぼす、気候・環境リスクを取り込む
ことが期待される」と述べている4ことからも明らかであろう。 

保険会社は、経営陣のリーダーシップにより、サステナビリティの経営
への統合を進めることを通じて、役職員など社内のステークホルダー
から「バイイン（buy-in）」を獲得することができよう。本レポートが参
照しているデロイトの別のレポート「信頼できる気候変動対策の構
築（Building credible climate commitments）」5も、「企業の気
候変動への対応における多様なステークホルダーとの信頼を構築す
ることは、究極的には、気候変動の要素を、ガバナンス、測定指標
とターゲットなど、組織の全ての側面に取り込んでいくことである。」
と述べている通り、「サステナビリティを社内のあらゆる側面に浸透さ
せる」ことで、会社全体を巻き込んでいくことが重要となる。 

サステナビリティの経営への統合を支える重要な要素の1つに内部
統制が挙げられる。COSOの「内部統制の統合的フレームワーク」
は、内部統制を、「事業体の取締役会、経営者およびその他の構
成員によって実行され、業務、報告およびコンプライアンスに関連す
る目的の達成に関して合理的な保証を提供するために整備された
１つのプロセスである。」と定義している。経営者の意思決定から
従業員による日々のオペレーションまで企業の事業活動を支える内
部統制にサステナビリティの視点を組み込むことで、サステナビリティ
を社内のあらゆる側面に「根付かせる」ことが可能となるだろう。 

サステナビリティとボトムラインとの関係について、本レポートは、サス
テナビリティの最終段階として「ボトムラインの向上を目指す」として
いる。この点について、サステナビリティやESGにかかる取り組みが、
最終的には財務的なボトムラインの向上につながることは望ましく、
また、それを企業の究極的な目標の一つとして位置付けることは重
要であると考えられる。他方で、「サステナビリティに積極的に取り
組んでいる企業である」という「無形の価値」は消費者に十分にア
ピールし得るものであり、また、そうした無形の価値は、消費者が保
険会社や保険商品を選択する際の一つの要素となることも十分に
考えられる。したがって、サステナビリティにかかる取り組みの（潜在
的な）効果は、財務、非財務の両面で捉えることも重要ではなか
ろうか。 

以下は、前掲のデロイト金融サービスセンター（US）の記事に対する、デロイトトーマツ（JP）のコンサルタントのインサイトを
提供するものです。 



よりサステナブルな保険業界の構築 
 

19 

現在、企業情報開示において、無形資産に関するより有意義な
情報を提供するための方法がグローバルで議論されており6、また、
財務情報と非財務情報の結合性の重要性が提言されている7。こ
うしたことから、今後、上述の「無形の価値」や財務、非財務の
「（潜在的な）効果」に関する開示が拡充される余地は大いにあ
る。これらの価値や効果を企業の実態に基づいて戦略的に開示
し、多様なステークホルダーとの対話につなげていくためにも、サステ
ナビリティにかかる取り組みをボトムラインに関連付けることなど、財
務情報と非財務情報を上手く結合させていくことが重要と考えら
れる。 

保険会社を含む金融機関における取り組みの進展と並行して、あ
るいは、それを促すドライバーとして、特に、気候関連の分野におい
て、規制・監督サイドも大きな動きを見せている。例えば、英国健
全性監督機構（PRA）は、2021年10月に公表した報告書「気
候関連の財務リスクの管理と資本要件の役割」において、「2022

年以降、気候関連の監督上の期待に関するアプローチを、取り組
みの「評価」から「監督」へとシフトさせる。」と明言している8。また、

欧州委員会は、ソルベンシーII指令の改正最終案において、同指
令に「気候変動のシナリオ分析」の条項を追加し、保険会社に対
して、気候変動リスクに対する重大なエクスポージャーの有無を評
価することなどを求めている9。さらに、金融庁も、2021事務年度の
金融⾏政方針において、「気候変動リスク管理に関するモニタリン
グ上の着眼点を明確化する」との方針を示した10ところである。 

上述の英国PRAの報告書は、「気候変動は企業の社会責任
（Corporate Social Responsibility）を超えるものであるとの認識は
高まっている。気候変動は、金融機関の事業やオペレーションに実
際の財務上のリスクを生じさせ得る。したがって、金融機関には、
戦略的な対応が求められる。」と述べている。このことは、本レポート
が「『善良な行い』のフェーズを超える」と指摘していることと共通する
ものであると考えられる。 

今後、保険会社においてサステナビリティの経営への統合がより図
られ、サステナビリティにかかる取り組みが一層進展することが期待
される。 
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