
                                                    2018 年 12 月 26 日 

©公益財団法人国際金融情報センター 1  

 

要旨 

 

持続可能な低炭素経済への移行を目指す様々な動きが広がりを見せるなかで、中央銀行や

金融監督当局も、気候変動に伴う金融リスクへの対応方法をめぐる議論を本格化させてい

る。そうしたなかで、英中銀 BOE 傘下の健全性機構(PRA)は、18 年 10 月 15 日、銀行や保

険会社等による気候変動がもたらす金融リスクの管理手法をめぐって、監督上の指針

(supervisory statement)案に関するコンサルテーション・ペーパーを公表した。気候変

動に伴う金融リスクが一旦顕在化すると想定を超えた甚大な影響が広範囲に及ぶ可能性が

高い点、気候関連リスクの不可逆的な性質やヘッジが困難な性質等に鑑みると、金融監督

当局はこうした金融リスクに対して難しいかじ取りを迫られることが想定される。PRA の

指針案は、金融当局が気候関連リスクへの対応策を検討する最初の試みであり、世界の金

融監督当局の注目を集めよう。 

 

１.はじめに 

 
 温暖化ガスの排出量削減等を規定した気候変動対策の枠組みであるパリ協定が 2016 年

11 月 4 日に発効してから 2 年あまりが経過した今日、持続可能な低炭素経済への移行を目

指す様々な取り組みがグローバルレベルで広がりを見せている。そのなかで、金融セクター

における取り組みに目を向けると、たとえば調達資金の使途を地球温暖化対策に限定した

グリーンボンドや、エネルギー効率の良い不動産を対象とした通常金利よりも低い金利が

適用されるグリーン・住宅ローン 1の活用、温室効果ガスの削減をはじめとした気候変動対

策の幅広いプロジェクトを対象としたグリーン・ローン、化石燃料企業への投融資から引き

揚げる（引き揚げようとする）動きなどが目立ちつつある。 
こうした潮流のなかで、金融監督当局も気候変動リスクへの対応方法をめぐる議論を本格

化させつつある。 
たとえば、欧州中央銀行（European Central Bank(ECB)）は 2018 年 11 月、2019 年の銀行監

督におけるリスク評価 2の中に、初めて「気候関連リスク(Climate-related risks)」を盛り込ん

だ点は注目に値する（図表 1）。今回のリスク評価では、気候関連リスクは、リスクの影響

度合い、リスク確率のいずれにおいてもユーロ圏における金融の安定性にとって低リスク

に位置づけられてはいるものの、異常気象或いは低炭素経済への移行が銀行に間接的に及

ぼす影響は著しいという認識が併せて示されていた。また、低炭素経済への移行が、化石燃

                                                   
1 例えば、英国の大手金融機関であるバークレイズが、2018 年 4 月、英国で初めてグリーン住宅向

けローンの販売を開始した。融資対象となるのは、英国の住宅エネルギーパフォーマンス認証

(Energy Performance Certificate(EPC))制度で A 或いは B、同レーティングで 81 以上を取得した

住宅(EPC の有効期間は 10 年間)である。バークレイズの提携先不動産会社(①Berkeley Group、②

Crest Nicholson、③Countryside Properties、④Redrow Homes、⑤Barratt Homes))を通じた購

入が必要。バークレイズのグリーン住宅向けローンでは、2 年ないしは 5 年の固定金利ローンから

選択することとされている(2018 年 11 月 30 日現在)。 
2ECB,”ECB Banking Supervision: Risk Assessment for 

2019”(https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ra/ssm.ra2019.en.pdf?903c5b3

f7122b3daa7b999716251beba) 
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料企業、エネル

ギ ー 集 中 セ ク

ター、公益事業、

輸送および建設

会社といった特

定 の 経 済 セ ク

ターに影響を及

ぼす点にも目が

向けられている。 
英国中央銀行で

あるイングラン

ド銀行（Bank of 
England、BOE）の
傘下にある健全

性機構（PRA）も、

18 年 10 月 15 日、

銀行や保険会社

等による気候変

動がもたらす金融リスクの管理手法をめぐって、監督上の指針(supervisory statement(ss))案に

関するコンサルテーション・ペーパー(“Enhancing banks’ and insurers’ approaches to managing 
the financial risks from climate change”）(以下 CP)3を公表した。金融監督当局が気候関連リス

クを金融リスクとして捉えた包括的なガイダンスを公表したのは、今回の PRA が初のケー

スと見られ、注目されている。 
以下では、英国の銀行セクターや保険セクターの気候変動リスクへの対応方法、PRA によ

る指針案の概要を紹介し、気候変動リスクを金融監督に組み込む際の課題などを浮き彫り

にしたい。 
 

２．気候変動リスクへの対応―銀行セクターおよび保険セクターの実情― 
１）銀行セクター 

PRA は、今回の CP 公表に先立って 2018 年 9 月に発出した「移行リスクを考える～英国

銀行セクターにおける気候変動の影響～(“Transition in thinking: The impact of climate change 
on the UK banking sector”)」と題する報告書 4において、銀行を対象として実施した調査の結

果、銀行による気候変動の対応を大きく 3 つのグループに分類した。すなわち、全体の 59％
の銀行は、気候変動を金融リスクとして捉えるアプローチを採用しているものの、その視点

が相対的に狭くかつ短期的なものにとどまっていた。気候変動リスクへの対応を取締役会

レベルの業務と位置づけ、現在および将来のリスクの両者をカバーする、長期的な視点で見

た金融リスクとして包括的アプローチを採用しているのは全体の 11％に過ぎなかった。ま

た、企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility、CSR）方針に従い風評被害リスクへ

の対応に焦点を当てるアプローチにとどまっている銀行も 30％存在していた。 
 

① 風評被害リスクに焦点を当てたアプローチ（”Being responsible”：30％の銀行） 
この区分に分類された銀行では、環境および持続可能性の問題をカバーする CSR 方針を

                                                   
3 Consultation Paper 20/18, Prudential Regulation Authority, Bank of England, October 2018 
4 報告書は、https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-
regulation/report/transition-in-thinking-the-impact-of-climate-change-on-the-uk-banking-
sector.pdf?la=en&hash=A0C99529978C94AC8E1C6B4CE1EECD8C05CBF40D を参照。 
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図表1　2019年におけるECBのリスク評価
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https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/report/transition-in-thinking-the-impact-of-climate-change-on-the-uk-banking-sector.pdf?la=en&hash=A0C99529978C94AC8E1C6B4CE1EECD8C05CBF40D
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/report/transition-in-thinking-the-impact-of-climate-change-on-the-uk-banking-sector.pdf?la=en&hash=A0C99529978C94AC8E1C6B4CE1EECD8C05CBF40D
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/report/transition-in-thinking-the-impact-of-climate-change-on-the-uk-banking-sector.pdf?la=en&hash=A0C99529978C94AC8E1C6B4CE1EECD8C05CBF40D
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導入してからある程度の時間が経過している。当該分類の銀行は、気候関連ファクターを

CSR の観点から捉えるアプローチを取っており、コアとなる金融リスクというよりもむし

ろ風評被害リスクに焦点を当てる傾向が強い。リスク管理の観点で見ると、石炭産業をはじ

めとしたハイリスクな経済セクターの借り手或いはカウンターパーティに対する信用リス

ク・エクスポージャーを減らすことに焦点を当てる傾向が強い。 
つまり、当該グループに属する銀行は、リスク管理においても、風評被害リスクや企業の

CSR 方針に照らした対応を行っている。 
 

② 3～ 5 年の事業計画期間の中で重要な金融リスクと捉えるアプローチ（”Being 
responsive”:59％の銀行が該当） 

この区分に該当する銀行は、事業継続計画（BCP）の範囲内の金融リスクとして、或いは

CSR 主導アプローチに呼応した風評被害リスクとして、気候変動リスクに焦点を当ててい

る。そして、3～5 年という銀行の事業計画期間内で、気候変動がもたらすある特定の金融

リスクを認識し、計測するプロセスも進化させている。また、取締役会傘下のリスク委員会

が監視し、チーフ・リスク・オフィサー（CRO）が気候関連の金融リスクに関する報告を行

うことが期待されている。言い換えれば、当該分類に属する銀行は、気候変動がもたらす短

期的な金融リスク管理に対して、会社として一貫したアプローチを採用できるよう、部門を

超えた幅広い事業の調整を既に行っている。 
また、この区分に該当する銀行の大半は、気候変動がもたらす金融リスクの分析を、既

存の銀行全体のリスク管理の枠組みへ統合させる動きを進めている。一部の銀行では、信用

リスクに加えて、市場リスク、すなわち気候関連リスクに対する金融市場での価格に突然修

正が入るトリガーとなる可能性の検討に着手しているところもある。ただし、市場リスクの

評価に用いられるアプローチは、信用リスクのそれに比べると未発達である。 
 

③ 戦略的に捉えるアプローチ(“Being strategic”:11%の銀行が該当) 
本区分に属する銀行では、取締役会が気候変動に伴う金融リスクへの戦略的な対応を

行っており、その対応は銀行の事業計画期間を超えた長期的な視点に立っている。当該区分

に含まれる銀行は、短期的な問題に焦点を当てやすい傾向に陥らないよう、戦略上のリスク

と捉える際の知識不足問題等に対する解決方法を積極的に追求したり、こうした問題に対

処する銀行の能力を強化したりする動きを進めている。その際には、気候変動に伴う金融リ

スクの専門家の活用、大学や研究機関、コンサルタントなどとの提携も視野に入れている。 
なかには、銀行の信用リスクの枠組みにおいて、低炭素社会への移行に伴う金融リスク

に対する個別顧客の感応度のスコアリングによって、自行のポートフォリオ、或いは個別の

カウンターパーティレベルで、気候変動がもたらす金融リスクの評価ならびに低減を積極

的に行う銀行も見られる。また、自己資本評価プロセスにおいて、気候変動の影響を内部ス

トレステストの枠組み内の経済リスクファクターに統合している銀行も見受けられる。 
 

２）保険セクター 
保険セクターにおける気候変動への適応状況についても、銀行セクターに関する報告書が

出る 3 年前に当たる 2015 年 9 月、PRA が「英国保険セクターにおける気候変動の影響―

PRA による気候変動への適合報告書―(“The impact of climate change on the UK insurance 
sector-A climate Change Adaptation Report by the Prudential Regulation Authority”」と題する報告

書を公表していた 5。当該報告書では、気候変動が保険会社にもたらすリスクを、①洪水や

                                                   
5 報告書は、https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-
regulation/publication/impact-of-climate-change-on-the-uk-insurance-sector.pdf を参照 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/publication/impact-of-climate-change-on-the-uk-insurance-sector.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/publication/impact-of-climate-change-on-the-uk-insurance-sector.pdf
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暴風雨による資産の被害等を意味する「物理リスク」、②低炭素経済への移行に向けた政策

変更に伴う財務リスクなどを意味する「移行リスク」、③責任リスクに分けて記している。 
 
① 物理リスク 

気候変動に伴う物理リスクは、現時点では、損害保険会社のバランスシートの負債に対

して最も大きな影響を及ぼしている。損害保険会社は、代替的なリスク移転の手法を有して

いる点、保険契約が短期である点などによって、現行水準の物理リスクに対して比較的うま

く対応している。しかしながら、長期的に見ると、物理リスクの増加が、リスク移転の市場

メカニズムに対して重要な影響を及ぼす公算が大きい。物理リスクは、今後、不動産投資を

中心に、保険会社のビジネスモデルの資産サイドへの影響度を高めることが想定される。な

お、投資家センチメントおよび気候リスクに関連する市場期待の急激な変化に伴って、短期

的な影響が響く可能性もある。気候変動の体系的な性質が、どの程度ヘッジ不可能なリスク

をもたらすかについても疑問が残されている。 
 
② 移行リスク 
 当局が低炭素経済への移行に向けて従来の政策を変更すると、保険会社が保有している

二酸化炭素排出量の高い資産の価値が減価することなどを通じて、保険会社の財務基盤な

どに悪影響を及ぼす可能性がある。加えて、二酸化炭素排出量が高いセクターからの保険

料収入が減少する可能性もある。PRA は、その影響度合いは移行スピードに依存するとこ

ろも大きいとして、移行リスクはさらなる評価を行うべき重要な分野と位置付けている。 
 
③ 賠償責任リスク 

損害保険会社は、気候変動に伴って損害保険会社の第三者賠償責任保険請求が増えるこ

とが想定される。賠償責任リスクは想定が難しく、投機的な性質を有しているうえ、過去

の実績では、保険請求額が時間の経過とともに想定外に拡大し、保険業界にとって破壊的

な影響を及ぼすことになり得ることが示された。ちなみに、保険のカバー範囲の設定が、

保険会社の将来のエクスポージャーを決定づける上で重要である。 
 

３．PRA が示した監督上の指針案の概要 
PRA は、気候変動がもたらす金融リスクに対する金融機関の対応が、金融機関が従事する

事業の性質や規模、複雑さのレベルに比例したものとなるべきである、とする見解に立ち、

監督上の指針(ss)案を作成した。今回 PRA が発出したコンサルテーション・ペーパーは、銀

行や住宅金融組合（Building Societies）、PRA 認可の投資会社に加えて、英国の保険会社およ

独立機関

金融政策委員会
(Monetary Policy Committee)

金融安定政策委員会
(Financial Policy Committee)

FPC

健全性監督機構
(Prudential Regulation Authority)

PRA

金融行為規制機構
(Financial Conduct Authority)

FCA
組織の種類 政策決定機関 政策決定機関 監督機関、規制当局 監督機関、規制当局

主な根拠法
1998年イングランド銀行法
(Bank of England Act 1998)

2012年金融サービス法
(Financial Services Act 2012)

2012年金融サービス法
(Financial Services Act 2012)

2012年金融サービス法
(Financial Services Act 2012)

マンデート

【金融政策】

物価の安定を維持する。
上記を踏まえたうえで、政府の経済政策
をサポートする。

【マクロプルーデンス規制】

金融の安定性の目的に貢献。当該目的を
遵守したうえで、英国政府機関による経
済政策をサポートする（とりわけシステ
ミック・リスクを排除する動きの認識や
モニタリングなど。）

【ミクロプルーデンス規制】

PRAの監督下に置かれている認可業者の
安全性と健全性(safety and soundness)
を確保し、英国金融システムの安定性に
対するマイナスの影響を回避すること

【ミクロプルーデンス規制】

すべての金融機関に対する金融行為規制
に責任を持っている。PRAの監督対象で
はない金融機関に対する健全性規制も担
う。

政策ツール
基準金利
資産買入プログラム
フォワードガイダンス

PRA或いはFCAに対してマクロプルデン
シャル手法の行使を指示。金融機関を直
接監督する権限はない。

報告、監督、ストレステスト、ペナル
ティ、問責決議、業務の一時停止

消費者保護をはじめとした金融業務
行為の規制および監督

備考 メンバーは、BOE総裁、副総裁3人（金融
政策、金融安定政策、健全性規制兼PRA
の最高責任者)、FCA最高責任者などの計
13委員で構成

監督対象は、銀行やビルディング・ソサ
イエティといった預金受入機関、保険会
社、投資会社の一部

(出所)BOE、FCA等よりJCIF作成。

財務省（HM Treasury)

組織名

イングランド銀行（BOE)

図表2　BOEおよびその構成組織の概要
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び再保険会社（ロイズ保険組合を含む）を対象としている(図表 2)6。PRA のアプローチは、

①気候変動により生じる金融リスクを監督し、銀行や保険会社など PRA 監督下にある金融

機関の安全性および健全性を確固たるものにすること、②低炭素経済への秩序だった移行

を支援することで、英国金融システムのレジリエンスを高めることに焦点が当てられてい

る。 
PRA は、銀行や保険会社等が当初からこうした金融リスクへの対応を完璧に行う状況は想

定しておらず、銀行や保険会社等の当該リスクへの対応策は時間とともに成熟化していく

と想定している。最終的には、既存の PRA の監督枠組みの中に、気候変動に伴う金融リス

クに対応するためのモニタリングを組み込むことが想定されている。 
PRA は、気候変動によって生じる金融リスクを、金融機関のガバナンスの枠組みに完全

に組み込むことを勧告している（図表 3）。とりわけ、当該金融機関の事業戦略およびリス

ク許容度を十分に把握、注視する状況を確実にするため、PRA は当該リスクに対する取締

役会のエンゲージメントおよび説明責任を重視している。そして、PRA は、関連する既存

の上級管理者機能（Senior Management Function(SMF)）を有する者の個人的責任を含み、取

締役会および傘下の小委員会が、気候変動によって生じる金融リスクの管理を行う明確な

責任を有する状況を想定している。 
BOE は、2016 年 3 月より、いわゆる上級管理者規則（Senior Managers Regime(SMR)）を導

入しており、サイバーアタックをはじめとした、銀行が直面するその他のリスクについて、

監督責任を有するシニア・マネージャーの任命が義務付けられているが、この SMR の枠組

みを気候変動に伴う金融リスクに対しても適用させる流れを視野に入れている。PRA や金

融行為規制機構（Financial Conduct Authority, FCA）は、技術的には規制対象には入らない分

野を含み、金融機関の経営者の責務を広範囲に捉えることが出来るようになっている。 
 
 

図表 3 英国 PRA の監督上の指針(supervisory statement)案の概要 
【１】 ガバナンス 
l 金融機関の取締役会は、気候変動がもたらす金融リスクを理解し評価することを求

められる。取締役会は、当該金融機関の事業戦略およびリスク許容度の範囲内で、

気候変動がもたらす金融リスクに対応できるようにし、それを監督する。なお、生

じうる金融リスクについて、標準的な事業計画期間を超えた、十分に長期的な視点

で捉えなければならない。 
l 金融機関は、リスク許容度に関するステートメントに基づき、気候変動がもたらす

金融リスクをモニタリング、管理する方法が明確にエビデンスとして出せるように

する。リスク許容度に関するステートメントには、リスク・エクスポージャーの上

限、金融機関が抱える金融リスクの基準を含める必要がある。また、①金融機関の

長期的な視点に立つ金銭的利害、今日のリスク判断が将来の金融リスクに与える流

れ、②（短期、長期を含む）ストレステストやシナリオテストの結果、③気候変動

がもたらす金融リスクが具現化するまでのタイミングや具現化する過程で通る

チャンネルを取り巻く不透明性、④鍵となるリスク誘因および外部環境の変化に対

するバランスシートの脆弱性、といった要素も考慮に入れるべきである。 
l 金融機関は、気候変動がもたらす金融リスク管理の観点で、取締役会および関連小

委員会の役割と責任を明確化すべきである。とりわけ、取締役会および上級管理職

は、気候変動に伴う金融リスクを認知・管理する責任を、組織的構造およびリスク

                                                   
6 報告書は、https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-
regulation/publication/impact-of-climate-change-on-the-uk-insurance-sector.pdf を参照。 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/publication/impact-of-climate-change-on-the-uk-insurance-sector.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/publication/impact-of-climate-change-on-the-uk-insurance-sector.pdf
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プロフィールの範囲内で、関連する既存の上級管理者機能（SMF(s)）に配分するこ

とが求められる。なお、責任の所在については、SMF の責任ステートメントに含め

ることが求められる。 
 

【２】 リスク管理 
l 取締役会が承認しているリスク許容度の範囲内で、気候変動がもたらす金融リスク

を既存のリスク管理の枠組みで対処することが求められる。 
l 金融機関は、事業内容に応じて、気候変動がもたらす金融リスクへのエクスポー

ジャーを認識、計測、管理し、報告することが求められる。なお、金融機関は、文

書化されたリスク管理に関する会社の方針、経営情報、取締役会リスク報告書にお

いて、こうした点を証拠として示すことが求められる。 
l 金融機関はシナリオ分析およびストレステストを用いて、リスク認識過程を明らか

にし、ビジネスモデルに対して気候変動がもたらす短期・長期の金融リスクを理解

する必要がある。 
l 金融機関が、気候変動がもたらす金融リスクへのエクスポージャーをモニタリング

するために、幅広い量的・質的ツールや測定基準を用いられるようにする。たとえ

ば、金融機関の投融資ポートフォリオにおける集中度の変化、外部委託契約やサプ

ライチェーンにおける物理的リスクの潜在的な影響、などが挙げられる。 
l 金融機関は、前項の測定基準を、会社全体の事業戦略やリスク許容度に対する進捗

度合いを見るのに用いることもできる。なお、測定基準は、会社の取締役会や関連

する小委員会の判断を支援するべく、定期的にアップデートされることが想定され

ている。 
l 金融機関は、顧客やカウンターパーティ、自社が投資している（或いは投資しよう

としている）組織に対する、物理リスク、移行リスクの現在および将来の潜在的な

影響を把握する必要がある。 
 

【３】 シナリオ分析 
l 金融機関は、シナリオ分析の実施によって、自社の戦略上の計画を認識し、当該金

融機関全体のリスク特性および事業戦略において、気候変動がもたらす金融リスク

の影響を判断する必要がある。加えて、シナリオ分析は、幅広い結果に対して、当

該金融機関の事業モデルのレジリエンス、脆弱性を調査するのに用いられるべきで

ある。なお、シナリオ分析のアプローチは時間を経て発展させていく。 
l シナリオ分析には、適宜以下の項目をふくむ。①既存の事業計画期間内において、

気候変動がもたらす金融リスクに対する当該金融機関のエクスポージャーを決定

づける短期の評価（適宜当該リスクの数量化も含む）、②様々な気候関連シナリオ

における、既存の事業モデルを基本とした当該金融機関のエクスポージャーに対す

る長期的な評価。 
l 金融機関は、シナリオ分析を用いて、気候変動によって生じる金融リスクのソルベ

ンシーおよび流動性への影響、保険契約者への支払い能力に対する影響（保険会社

のみ）を把握すべきである。 
l 金融機関は、取り得べきいかなる行動も、予防的措置として講ずるべきなのかどう

かも検討すべきである。 
 

【４】 情報開示 
l 銀行及び保険会社には、ピラー3 ディスクロージャー（銀行の自己資本比率規制

（CRR）および保険会社に適用されるソルベンシーⅡ）における重大なリスクに関
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する情報、戦略報告書（英国会社法で規定されている）における主要なリスクおよ

び不確実性に関する情報の開示を規定する既存の規制が存在する。 
l 金融機関は、気候関連の金融リスクをガバナンスおよびリスク管理プロセスに統合

させる方法（気候関連の金融リスクが重大な、或いは主要なリスクであると捉える

かどうかの評価をするプロセスを含む）を開示することの妥当性を検討すべきであ

る。 
 (出所)PRA より JCIF 作成 

 
 

4． 今後の展望 
PRA が今回発出した CP に対するパブリック・コメントは 2019 年 1 月 15 日まで受け付け

られる予定である。このように、気候変動がもたらす金融リスクへの対応をめぐって、金融

監督当局の立場として監督上のガイダンス案を公表したのは、PRA が世界初と見られる。

PRA はパブリック・コメントを受けて監督上の指針を最終化してから 12～18 か月後にベス

トプラクティスをまとめたガイダンスを公表し、銀行による対応の具体的なイメージを示

す方針である。また、PRA と FCA は、気候変動に関する専門性の構築、ベストプラクティ

ス共有を目的として、気候金融リスクフォーラム（Climate Financial Risk Forum）を設立す

る方針である 7。 
気候変動がもたらす金融リスクに対して、金融監督当局による監督上のガイドライン案

が示されたことで、他の国々においても、金融監督の枠組みに気候変動リスクをどのように

組み込んでいくのかをめぐる議論が活発化し、監督体制への組み入れが進んでいくことが

想定される、金融監督当局による、気候変動がもたらす金融リスクへの対処が整備されてい

くことは、低炭素経済へのスムーズな移行を進めることに一役買うこととなり、その貢献も

大いに期待される。 
もっとも、気候変動にともなう金融リスクは、影響度の数量化が依然として困難な分野

のリスクであり、金融監督機関が迅速に規制を課すことに伴う弊害を懸念する声も聞かれ

るなど、拙速な対応はかえって混乱をもたらしかねない点にも留意する必要がある。 
いずれにしても、気候変動に伴う金融リスクがひとたび顕在化した際には、想定を上回

る甚大な影響を広範囲に及ぼす可能性が高いと見られる点、さらには気候関連リスクの最

大の特徴の一つである不可逆的な性質などに鑑みると、金融監督当局は難しいかじ取りを

迫られることが想定される。PRA が発出した指針案は、金融当局が気候関連リスクへの対応

策を検討する最初の試みであり、わが国を含む世界各国の金融監督当局が気候関連リスクへの

対応策を検討するうえで、注目に値しよう。 
 
 

以上 
■お願い■ 

本レポートに関するご質問やご意見は以下へお寄せください。ご連絡先のメールアドレス等へお答えしま

                                                   
7 気候金融リスクフォーラは、メンバーを確定し、2019 年に入った後早い段階で、第一回の会合を

開催する方針である。なお、FCA は、2018 年 10 月、PRA とは別に、「気候変動とグリーンファイ

ナンス(“Climate Change and Green Finance”)」と題するディスカッション・ペーパー（DP18/8）
を公表し、2019 年 1 月 31 日までパブリック・コメントを受け付ける方針である（報告書は

https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp18-08.pdf)。 
当該ディスカッション・ペーパーでは、グリーン金融サービスの発展を阻害する最大の障壁、気候

変動に関する最大の懸念事項や商業を行ううえでの優先事項が何かをはじめ、金融機関による気候

リスクに関する報告義務付けの価値の是非など、幅広い問いかけがなされている。 

https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp18-08.pdf
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す。  

research@jcif.or.jp  
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