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地球環境への

コミットメント

TCFD
へのコミットメント

2020年7月に第1回目の

レポートを発行

CDP2

の開示および署名

2020年スコア：B

出張時の炭素排出量

をオフセット
ClimateCares社の

２つのプロジェクトを支援

Climate Action 100+
におけるリーダー

ネットゼロ・
アセットマネジャーズ・
イニシアチブ1

国際的な機関投資家団体「IIGCC」のネットゼロ・

フレームワークのワーキングメンバーであり、Climate Action 

100+やその他の気候変動イニシアチブに
積極的に参加しています。

CEOからのメッセージ

気候変動がもたらす影響は広範囲に及びます。 市場、
世界経済、社会、政府、そして私たちの生活のあらゆる面
に大きな影響を与えるでしょう。インベスコの顧客、従業員、
株主、地域社会にとって非常に重要な問題であることから、
気候変動は極めて重要な注力事項です。

環境・社会・ガバナンス（ESG）に特化した世界有数の
運用会社を目指すインベスコは、ネット・ゼロ・アセット・マ
ネージャー・イニシアチブ（NZAMI）に加盟しています。

弊社グループは、2050年またはそれ以前に温室効果ガス
（GHG）の排出量をネットゼロにするという世界的な目
標へのサポートに尽力しています。 NZAMIへの参加は、
「気候変動による悪影響を軽減する取り組みにおいて、
運用業界が果たすべき重要な役割である」というインベス
コの信念を明確にしています。

また、インベスコでは、Climate Action 100+やその他

様々なイニシアチブの主要な担い手として、世界中の企業と
協力して気候変動に取り組むとともに、その進捗状況につい
て適切に情報を開示しています。私たちは、持続可能なエ
ネルギー源への移行に資本を配分する企業に投資し、低
炭素経済とネットゼロ目標に向けたソリューションの開発に向

けて、多くの企業と積極的に連携しています。

インベスコは、ESG、責任投資、サステナビリティ、そして地球
と人類を守るための各種取り組みの中心にある「Greater 
Possibilities Together」という考えを信じています。2020
年3月から2021年3月までの期間をまとめた第2号目の気
候変動レポートは、気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）の勧告に沿って、気候変動に耐性のある未来に
向けて弊社グループの投資や取り組みが強化されていること
を表す内容となっています。

1 インベスコでは現在、資産運用残高におけるネットゼロへのコミットメント比率の
拡大を進めています。欧州・アジアにおける気候変動に関する機関投資家グ
ループ（IIGCC）のメンバーです。ネットゼロ投資フレームワークのワーキンググ
ループに参加し、世界経済フォーラム・イニシアチブのメンバーです。また、
Coalition for Climate Resilient Investment (CCRI) およびTransition to Net 

Zeroのメンバーです。
2 CDPは、投資家、企業、都市、州、地域が環境への影響を管理するグローバ
ル規模での情報開示システムを運営する非営利団体です。

導入

第一章では、気候変動による悪影響を軽減する取り組み支援を
目的とした、インベスコのコミットメントを説明します。

また、弊社グループの事業、ネットゼロ・アセットマネジャーズ・

イニシアチブへの加盟、当レポートに関する概要を説明しています。

Marty L. Flanagan

President and CEO, Invesco
画像提供:インベスコ



インベスコについて

インベスコは独立系資産運用会社であり、素晴らしい投資

体験を通じて人々の人生をより豊かなものにすることをパーパ
スとしています。2021年3月31日時点で世界中の投資家よ
り1兆4千億米ドルの運用資産を受託しています。

インベスコの特徴:

•専門性の高い運用チームが、資産クラス、投資
スタイル、地域を問わず多岐にわたる運用戦略

を提供しています。

• 8,000人以上の従業員が、世界中のお客様の
ニーズに対応しています。

• お客様との距離を重視し、世界28カ国に拠点を
置いています。

•投資適格級の格付けと良質なバランスシートを
維持し、強固な財務体質を有します。

インベスコでは機関投資家および個人投資家のニーズに合
わせて、多岐にわたる資産クラスの運用戦略を提供してい
ます。
株式、債券、実物資産に加え、マルチアセット戦略、負債
対応投資の運用を行っています。運用資産の多くは株式、

次いで債券とオルタナティブ（主に不動産）となっています。

資産の内訳

出所:インベスコ、2021年3月31日時点。

1兆4千億米ドル
2021年3月31日時点の資産運用残高

“気候変動は

非常に重要な問題であり

インベスコにおいても
最重要の取り組み事項です。”

(10億米ドル)

米国 997.2

アジア・パシフィック 189.0

EMEA除く英国 154.8

英国 63.1

合計 1,404.1

投資家属性

個人投資家 989.7

機関投資家 414.4

合計 1,404.1

資産クラス

株式 725.0

債券 301.6

オルタナティブ 176.6

短期資産 115.7

バランス型 85.2

合計 1,404.1

Imagesource:Invesco.

お客様、従業員、株主、地域社会にとって

地域（投資別）

(10億米ドル)

(10億米ドル)



インベスコの企業責任（CR）戦略では、

3つの柱に重点を置いています。

•多様な人材とアイディアが活躍する
企業文化の醸成

• お客様の長期的な利益に沿った
責任ある投資運用

•持続可能な運営と強固な
ガバナンスの確保

この1年間、インベスコでは従業員のケアとお客様
へのサービスを優先したのと同時に、私たちの生
活・労働の場となるコミュニティでの新型コロナウイ
ルス関連の救援・復興活動を支援してきました。

インベスコは、環境に与える影響を軽減することに
コミットしており、社員、事業所、業務それぞれが
弊社グループの目標に沿ったものとなるよう努めて
います。また、資産運用会社は、気候変動に対処
するための幅広い取り組みを支援する上で、重要

な役割を担っていると考えています

今後も、人と地球に配慮し、生活の質を高める
投資体験を提供し続けます。

インベスコの組織体制

Investments reporting into:

Grey McGreevey  

Andrew Schlossberg  

Doug Sharp

Andrew Lo

出所:インベスコ
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インベスコは、環境に与える影響を

軽減することにコミットしており、

社員、事業所、業務それぞれが

弊社グループの目標に沿ったものとなるよう
努めています。



当レポートの主要ポイントは以下のとおりです。

• インベスコは資産運用において、重要な気候関連のリスク

および機会をモニタリング・評価・管理するプロセスを強化し、
顕著な進展を遂げています。

• 株式や社債、不動産、ソブリン債に至るまで、より幅広い資産クラ
スにおける気候関連の影響に関して、より詳細な分析の提供が可

能になりました。

• 気候変動に関する情報開示のプロセス、指標、アウトプットに
おいて、より多くのデータを入手可能にし、分析対象を広範囲

の投資ソリューションに拡大することで今後も進化を続ける予

定です。

• 気候変動に配慮したソリューションを開発するインベスコのア

プローチは、グローバルESGチームによって先導され、弊社

グループ独自の広範なリサーチと活動を促しています。

• Vivid Economics社およびPlanetrics社との継続的な提

携によってカスタマイズ型のアプローチを定義し、弊社グルー
プ内全ての運用チームが、資産クラスや地域について横断

的な気候変動リスク・シナリオを適切に評価することが可能

になりました。中でも、PlanetViewプラットフォームの活用
よって、物理的な観点から気候変動に関する影響・機会の

予測能力が向上しました。

• サプライチェーン排出量の算出をScope2およびScope3に拡張し、

広範囲で利用されているNGFS（気候変動リスク等に係る金融当

局ネットワーク）によるシナリオを採用し、気候シナリオ分析を発展さ

せました。

• また、投資判断がより適切な情報に基づくよう、気候変動に関する
見解を運用担当者と共有する手法を開発しました。その結果、エン

ゲージメントと議決権行使が、効果的で的を射たものになりました。

ネットゼロ・アセットマネジャーズ・イニシアチブ：
インベスコの役割と戦略的動機

インベスコはネットゼロ・アセットマネジャーズ・イニシアチブ（NZAMI）の加盟企業です。

NZAMIの会員になることで、気候問題に対するリーダーシップを継続的に発揮し、投資先企業との関わりを深

め、顧客とのコンサルティング・パートナーシップを強化することができます。

当イニシアチブへの加盟を通じて、私たちは以下にコミットします。

• 2050年またはそれ以前にネットゼロ・エミッションを達成するという目標に沿い、

アセットオーナーである顧客と脱炭素に向けて協力します。

• ゼットネロに沿った運用資産の割合について、中間目標を設定します。

• 当目標を少なくとも5年ごとに見直します。

• 100％ネットゼロを達成するまで、当目標に沿った運用資産の比率を高めることを目指します。

NZAMIへの加盟を通じて、ネットゼロ・エミッションを達成するためにお客様やその他ステークホルダーと協働する機会を設け

ています。また、気候変動に関する機関投資家団体（IIGCC）に積極的に参加し、ベンチマーク基準の設定、運用手

法の開発、業界標準の策定を目指しています。

気候変動レポート第2弾は前回と同様に、TCFDの提言に

沿った内容となっています。
当レポートの内容は、ガバナンス、運用戦略、リスク管理、

指標と目標という4つの重要な柱によって構成されています。

以下の各セクションでは、現在の取り組み、次のステップ、
将来に向けた目標を記載しています。

当レポートでは資産運用ビジネスでの活動を中心に取

り上げつつ、企業活動についても別途記載しています。

ここで取り上げる資料は、弊社グループのウェブサイトか

ら入手可能である「企業責任報告書」の最新版の情
報を補完する内容となっています。3

3 インベスコの企業責任報告書はこちらからご覧いただけます。here.

インベスコの2020年気候変動レポートについて
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https://www.corporatereport.com/invesco/2020/crr/index.php


ガバナンス

本章では、気候変動に関連するリスク・投資機会に対
する取締役会での監督機能について概要を説明します。

次に、これらリスク・投資機会の評価・管理における
インベスコの経営陣の役割について、アプローチを3つの
側面に分けて説明します。

“インベスコのグローバルESGチームは、

この分野における全ての業務において

弊社グループの運用チームを先導し、
見解・情報を提供するセンター・オブ・エクセレンス

として機能しています。”



取締役会での監督機能

気候変動に対するインベスコのアプローチは、幅広いガバナンス体制よって統合されています。これは、経営

レベルでの企業責任（CR）と、投資レベルでの環境・社会・ガバナンス（ESG）の考慮が含まれていま
す。

インベスコ・リミテッドの取締役会は長期戦略計画を少なくとも年に1回見直します。取締役会は、弊社グ

ループのリスクへのエクスポージャーを管理するための方針やプロセスを設定・維持しながら、定期的に再評

価する責任を負っています。

経営陣の役割

広範な経営の観点から、インベスコの気候変動に関するガバナンスは
3つの段階によって構成されています。

1.

インベスコでは、気候変動に関連する事項を含む全てのCRおよび

ESG投資の取り組みにおいて、経営陣による監督とスポンサーシップ

が行われています。この活動は、同問題に対するインベスコのアプロー

チを統括するコーポレート レスポンシブル コミッティ（以下、CRC）と
グローバル インベストメント カウンシル（以下、GIC）によってサポー

トされています。

CRCでは、EMEAおよび各投資運用部門のシニア・マネージング・
ディレクターが共同議長を務め、CEOおよび主要部門の代表者が

参加しています。CRCは、弊社グループのグローバルなCR戦略を推

進し、スチュワードシップのプログラムと方針を監督し、気候変動への

対応の進捗状況など、CRの中核的なテーマについて方向性を示し
ます。 CRCは、各地域のマネージング・ディレクターを含むグローバル

および各地域の経営陣から報告を受け、CRCワーキンググループに

よってサポートされています。

GICは、弊社グループのグローバル投資運用部門と各アセットクラス

を代表するCIOとマネージング・ディレクターにて構成されています。

GIC の共同議長は、CEO と投資運用担当のシニア・マネージング・

ディレクターが務めています。GICはインベスコの専門的な運用チーム
を監督し、グローバルな専門知識、サポート、コネクションをバランスよ

く提供します。

GICはグローバルの各ビジネス部門と連携し、社内プログラムの戦
略とガバナンスを推進します。GIC ESG サブ・コミッティは、グローバ

ルESG責任者が委員長を務め、気候変動やソーシャル・エクイティ

などのESG投資の課題に重点的に取り組みます。

現在、一部の運用チームでは、ESGと気候変動リスクをCIOの正
式な監督プロセスに組み込んでいます。例えば、英国ヘンリーの運

用拠点では、ファンドマネージャーに対して気候変動関連の業績目

標が設定されています。各チームの運用戦略の一環の中で、気候

変動リスク指標のモニタリングや企業とのエンゲージメントの継続的
な実施に加えて、気候変動リスクに関する目標を設定しています。

2. グローバルESGチームは、インベスコ全体のESGケイパビリティについて

最善の方法を活用する責任を負っています。これには、ESG統合、議
決権行使、投資対象企業とのエンゲージメント、顧客エンゲージメント

に関する営業チームのサポート、プロダクト担当チームへのESGイノベー

ションに関する助言が含まれます。北米、アジア太平洋、EMEAの3地
域に配置されたメンバーで構成されるこのチームでは、この分野におけ

るすべての作業にいて運用チームを先導し、情報を提供するセンター・

オブ・エクセレンスとして機能しています。

また、ポリシー、営業、オペレーションなどに携わる各ファンクションを調整
するために、グローバルESGチームが各地域のワーキンググループの議長

を務めています。北米、アジア太平洋、EMEAの各地にESGワーキング

グループがあり、インドのハイデラバードを拠点とするプロキシー管理チーム

も当活動を支援しています。

3. インベスコでは、ESGの考慮は各運用チームで実施されています。この取り組
みをサポートするために、世界各地の運用拠点にESGの専門家を配置して

います。ESG専門家はグローバルESGチームと密接に連携し、GIC ESGサ

ブ・コミッティを介して正式に協働しています。

また、GIC ESGサブ・コミッティによって統括されている複数のESGグループ

を様々な部門に設置し、インパクトのあるアプローチやESGインテグレーショ

ンを実施しています。例としては、不動産サステナビリティ・フォーカス・グルー

プ、債券ESGフォーカス・グループ、ヘンリーESGフォーカス・グループ、ファク
ター投資ESGフォーカス・グループなどがあります。これらグループは、気候に

関連する課題や機会をモニタリングし、アクションを実行する責任を負って

います。

コーポレート レスポンシブル コミッティ
(CRC)

ESGおよびCRに関する企業の戦略的

ビジョンの定義

CRCでは、世界中の運用者やコーポレート・
スチュワードシップ・リーダーによる提言、政策、

コミュニティへの取り組みに対するサポートを

目的としています。

グローバル インベストメント カウンシル
(GIC)

GICでは、インベスコの専門的な運用
チームを監督し、グローバルな専門知識

サポート、コネクションのバランスを提供し

ます。その結果、長期的に一貫性のある

最良の成果をお客様に提供することが
可能となります。

出所：インベスコ
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ガバナンスおよびコーディネーション

各地域のワーキンググループ
地域のESG要件を定義し、それに従って活動を実施します。

CRC ワーキンググループ

(WG)

ESGまたはCSRに関連する政策事項の

特定、追跡、評価、制定
CRCワーキンググループは、インベスコにおける

ESGおよびCSR活動を特定、追跡、評価、

測定しています。これらの情報は、定期的に

CRC本部に報告されます。

GIC ESG サブ・コミッティ
GICでは、運用チームに幅広いガイダンス
やディスカッションの機会を提供していますが、

ESGサブコミッティでは、気候変動やソー

シャル・エクイティを含むESG投資の課題に

重点的に取り組みます。



運用戦略 – part 1:概要

本章では、気候変動やその他ESGの配慮を運
用戦略における長期投資アプローチに組み入れ
るインベスコのコミットメントについて概要を説明
します。

また、TCFD、NZAMI、その他イニシアチブの
観点から、運用哲学をさらに掘り下げます。

“インベスコは

金融市場、ビジネス、社会、環境の

複雑な相互作用について

深い理解を有しています。”

インベスコにおいて、アクティブ・オーナーシップの力がどのように使われているか
説明します。

エンゲージメントと議決権行使により、前向き且つ持続的な変化を
取り入れるよう投資先企業に対して働きかけます。

気候変動に配慮した革新的な運用ソリューションがどのように投資先企業の
変革の実現に役立っているのかを紹介します。



運用戦略の必須事項であるESG

インベスコは、ESG投資は運用戦略上の差別化

ポイントであると考えています。それにより、素晴ら
しい投資体験を通じて人々の人生をより豊かなも
のにするというインベスコのパーパスを達成し、持続
可能で長期的なパフォーマンスを実現することがで
きます。インベスコは、ESG原則を運用戦略およ

び事業全体に組み入れるよう取り組んでいます。

インベスコは世界最大級の資産運用会社として、
金融市場、ビジネス、社会、環境との複雑な相互
作用を深く理解しています。弊社グループの規模と
専門性から、企業への投資、エンゲージメント、対

話を通じて変化を促し、ポジティブなインパクトを与
えることができる立場にあると認識しています。ESG

によって、どのように投資の展望を変えるのか顧客が
決定する上で、インベスコが主導することを期待さ
れており、気候変動への対応はその究極の事例と
言えるでしょう。

インベスコのESG哲学は、ESG要素がリスク管

理のみならず持続可能な価値創造に影響を与
えるという信念に基づいています。インベスコのアプ
ローチは、ESGの投資機会およびリスク要因を投
資判断に組み入れることに重点を置いています。

インベスコは2020年に、ESGに対する弊社グ

ループの姿勢を「Statement of ESG Investing 

Beliefs」として発表しました。ESGを運用プロセ
スの中心に据えて、気候変動を主要な重点分
野とすることをCEOと運用部門のシニア・マネージ
ング・ディレクターの署名入りで表明しています⁴。

さらに、グローバルESGチームは、責任投資に対
する弊社グループのコミットメントと最近の成果に
ついて記載した「スチュワードシップ・レポート」を年
次でリリースしています⁵。

4 「StatementofESGInvestingBeliefs」はこちらからご覧ください。 here.
5 「2020年スチュワードシップ・レポート」はこちらからご覧ください。here.

インベスコにおける気候変動対策プログラムの4つの柱

NZAMIと TCFD

への取り組み

• ネットゼロ・アセット
マネジャーズ・

イニシアチブ

（NZAMI）への
コミットメント

• TCFDガイドラインに

準拠した年次気候
変動レポートの発行

• 気候変動解析データ

提供会社である
Vivid Economicsとの

共同シナリオ分析

• より多くのデータ提供会社を
選定

業界での

コミットメント

• CDP投資家メンバー
および開示者

• IIGCC –投資家組織で、

企業、政策立案者、
投資家が共に気候変動に

取り組んでいます。

• IIGCC NetZero  

フレームワーク

Phase 2  サポーター

• CCRI –Coalition for  

Climate Resilient  

Investment

• PRIタクソノミー
グループでの参加

および事例

• TPI–Transition

Pathway  Initiative

サポーター

• OnePlanet Asset  

Managers Initiative

企業分析および

エンゲージメント

• Climate Action 100+  

40兆ドル相当の

450以上の投資家から

支持

• 2020年に1社につい

てリード投資家として、

7社についてメンバーと
して協働エンゲージメ

ントに参加

• 気候変動に取り組む企
業との個別エンゲージメ

ント

運用ソリューションおよび

ソート・リーダーシップ

• 低炭素社会とパリ協定に基づく
運用ソリューション

• セルフインデックス

• IQS

• 債券

• ETF

• 株式アクティブ戦略

• 気候リスクリサーチペーパー
「思考から行動への移行」
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出所:インベスコ



TCFD、NZAMI、その他のイニシアチブが
インベスコをどのように導くのか

2050年までに温室効果ガスの排出をネットゼロにす

るために、やるべきことは山のようにあります。インベス
コは資産運用会社がこの目標を支援する特別な立
場にあると考えており、TCFDやNZAMIなどの取り組
みと歩調を合わせています。

NZAMIのメンバーは、世界的な平均気温上昇を産
業革命以前に比べて1.5℃に抑えるというパリ協定の

目標を支援することにコミットし、温室効果ガス排出
量のネットゼロを達成するために、資産運用残高にお
けるネットゼロ対応への比率を100％に到達するまで
段階的に増加させるという中間目標を設定していま
す。

また、インベスコは、国連の責任投資原則（PRI）、
IIGCC、CDPなどの団体と直接協力し、業界スタン

ダードの育成および資産クラスへのネットゼロ対応手
法の開発を行うワーキンググループのメンバーです。

ネットゼロへの取り組みは、地球が健全で持続可能であり

続けることに不可欠なだけでなく、資産を運用する中で気
候変動に最悪な影響を与えることを回避するために極めて
重要です。企業に信頼できる低炭素化戦略がない場合、
長期的なバリュエーションに影響を与える可能性があること
が更に明確になっていると考えています。インベスコは、調

査・分析・気候データ・各種ツールを駆使して、投資家の
お客様とパートナーシップを結び、ポートフォリオのネットゼロ
目標の策定と脱炭素化戦略の実行をサポートします。

インベスコの不動産、債券、クオンツ運用のポートフォリオ・
マネージャーは、NZAMIへのコミットメントに沿うかたちで顧
客のニーズに合わせた運用を開始できるよう、パリ協定に
準拠したソリューションを開発しています。この取り組みをサ

ポートするため、インベスコのグローバルESGチームは、
Vivid Economics社およびPlanetrics社との協働により、
低炭素/ゼロ炭素の進捗状況をモニタリングするネットゼロ・
ダッシュボードの開発を計画しています。

お客様のESGニーズに合わせたポートフォリオでは、

以下のツールや戦略を組み合わせて運用を実施します。

• カーボンフットプリント、脱炭素化の軌跡、シナリオ分析、
排出量基準値対比での進捗への見解を組み入れたポート
フォリオの設計

•特定の気候変動問題・オポチュニティや、既存のイニシアチブ
（CDP、Climate Action 100+ Index、Science-Based 

Targets；SBT、Transition Pathway Initiative ;TPIな

ど）の要件に沿った情報開示およびモニタリングに基づいたエ
ンゲージメントの実施。

•炭素排出量が多い企業活動への投資の廃止。

• EUの持続可能金融のタクソノミーに沿ったソリュー
ション

•気候変動に関連するオポチュニティへの投資

より多くのお客様がネットゼロに取り組むことで、インベスコ
における気候変動を考慮した運用資産残高も徐々に増

えていくと思われます。私たちはこの旅の始まりに立ち、ネッ
トゼロ目標をポートフォリオにより正確に適用するために、
お客様を確実にサポートするリソースを開発しています。

次の開発目標は、IIGCCの「ネットゼロ投資フレームワー

ク」の定量的な適用です。 2022年3月までに、運用資産
残高におけるネットゼロ指標を開示する予定です。

2 0 5 0年までの

ネットゼロ達成に向けて

多くのやるべきこと

企業が信頼できる低炭素化戦略を持たない場合、
長期的なバリュエーションに影響が出ることが
明らかになりつつあると考えます。
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3.3.2  議決権行使

インベスコのグローバル・コーポレート・ガバナンスおよび議
決権行使に関する方針・ステートメントでは、世界各地で
の議決権行使に関するアプローチの概要を示しています。
6弊社グループのガバナンス原則と議決権行使ガイドライ
ンでは、企業の説明責任、透明性に加えて、気候変動

を含む重要なリスクに対する堅固なモニタリングを推進して
います。

インベスコは、第三者による調査や格付けなど、議決権
行使の決定をサポートする様々なツールを活用しています。

弊社グループにおける議決権行使のアプローチでは、企
業に影響を与える固有の状況、各地域でのベストプラク
ティス、独自調査による洞察、そして投資先企業との対
話を考慮しています。

企業の環境リスクや投資機会に関する戦略的計画やビ
ジネス慣行を効果的に評価するためには、環境トピックに
関する明確かつ一貫性のある情報開示が必要不可欠と
なります。インベスコでは、重要な環境トピックに関して、
合理的で規定を遵守した情報開示・報告を求める株主

提案を支持しています。同時に、温室効果ガス排出量の
削減目標の設定など、気候変動リスクへのエクスポー
ジャーを軽減するための具体的な行動を求める株主提案
も支持しています。

インベスコでは議案を評価する際に、企業の気候関連リス

ク管理の実績と提案内容の有効性を考慮します。

環境・社会問題の管理・開示に大きなギャップがあることが
判明した場合、年次決算・報告書に関する採択や同様の
決議に対して反対票を投じることがあります。 重大なリスク
監督上の失敗（企業倫理、環境、社会に関するものを含
む）が発生した場合、取締役候補への反対票を投じること

を検討します。気候変動に関する議案がない場合において
も、当アプローチでは気候変動に関連するテーマをしっかりと
検討します。最終的な議決権行使の決定は、弊社グルー
プのグローバルESGチームとプロキシー管理部門からの情
報およびサポートを受け、ポートフォリオ・マネージャーとアナリ
ストによって実施されます。インベスコ独自の議決権行使プ

ラットフォームであるPROXYintelでは、グローバルの運用
チーム全体における投票・意思決定とその根拠が管理され
ています。弊社グループにおけるコーポレートガバナンスの原
則・構造・プロセスによって、顧客の利益にとって最善な議
決権行使が実施されていると信じています。

アクティブ・オーナーシップの力

3.3.1 エンゲージメント

私たちは投資家として、ESGへの適応や気候変動
対策に資本を配分し地球の未来を救う企業に対し
て、支援・指導する義務があると信じています。2020

年だけでも、ESGの「E」に焦点を当てた約870社を
含む2,000社以上の企業とESG関連のテーマで関

わり、年間で約10,000社の議決案に投票しています。
同期間において、弊社グループのグローバルESGチー
ムは120件のESGエンゲージメントを実施し、そのうち
の44％が気候変動に焦点を当てたものでした。

さらに、資産運用業界コミュニティと金融サービス業
界全体における弊社グループの幅広い役割を認
識し、持続的かつ前向きな変化をもたらすことを目
的とした投資家主導のイニシアチブに数多く参加し
ています。例えば、「Climate Action 100+」への

参加により、投資先企業が気候変動に関する情
報開示を開始することを後押ししています。

インベスコが主要投資家となる某大手エネル

ギー企業は、2050年またはそれ以前にネットゼ
ロエミッションを達成し、2025年までに炭素排出
強度を少なくとも30％削減し、2025年までに同
社プロダクトの大半を低炭素/ゼロカーボン製品
にすることを誓約しています。また、役員の長期

インセンティブプランにおける排出量の重要性を
高め、他の投資家と協力しながら第三者の
Scope3排出量に関する気候関連目標の策定
を進めています。

気候変動は多くの投資家にとって重要なテーマで

あり、インベスコにおける長期的なアクティブ運用
のアプローチによって成果を上げることができる分
野であると認識しています。その結果、顧客となる
投資家も気候変動問題に対するインベスコのア
プローチから利益を得ることができると考えます。

2020年のエンゲージメントの状況

ESG関連のトピックで

議論を実施した企業数

2 , 0 0 0 社以上

ESGの「E」に焦点を当てた

議論を実施した企業数

8 7 0社以上

議決案に投票した企業数

約 1 0 , 0 0 0社

グローバルESGチームが実施した

ESGエンゲージメントの件数

1 2 0件

ESGエンゲージメントのうち
気候変動に焦点を当てた案件の割合

4 4 %

投資家にとって、企業の環境リスクや投資機会に関する
戦略的計画やビジネス慣行を効果的に評価するためには、
環境トピックに関する明確かつ一貫した情報開示が
必要不可欠となります。

Imagesource:AdobeStock.

６ インベスコの企業責任報告書はこちらからご覧いただけます。here.

https://www.corporatereport.com/invesco/2020/crr/index.php


背景
この事例では世界最大級の商業銀行と協力し、

化石燃料への融資に関する問題に取り組みまし
た。私たちは、当銀行が気候変動政策に関する
情報開示を強化することができ、TCFDのフレー
ムワークに沿った情報開示や明確な目標設定が
可能であると判断しました。また、経営陣や取締

役会レベルにおけるコミットメントを示すことができ
ると考えました。当銀行のサステナビリティレポート
は、多くのCR活動を紹介していましたが、定量
的なリスク分析や詳細なKPI目標が欠けていま
した。また、環境に関する方針には、排出量や

カーボンニュートラルに関する目標が記載されて
いませんでした。

サマリー
当銀行とインベスコの現地運用チームの協議に
おいて、適切な措置を取るよう要請しました。当

銀行は、取締役会で決定される「カーボンニュー
トラル宣言」を正式に作成し、環境に関する方
針を改定しました。2050年までに融資ポート
フォリオ全体でネットゼロ・エミッションを達成する
ことを約束し、気候変動をめぐる物理的リスク・

移行リスクから生じる潜在的な財務への影響に
関するシナリオを開示しました。また、チーフ・サス
テナビリティ・オフィサーを任命し、邦銀として初め
て「Net-Zero Banking Alliance」に参加しまし
た。

しかし、私たちは取締役会レベルのコミットメント
を示す証拠がもっと必要であると感じました。ま
た、石炭、石油、ガスに関連する企業への融資
について、より多くの情報開示を要求し、特にパ

リ協定との整合性を念頭に新しいエネルギー技
術をどのように評価するのか、より具体的な説
明を求めました。

結果
当銀行は、カーボンニュートラルと気候関連の情報開示に

関する短期目標の必要性を認め、投資家と共有可能な短
期的なKPIを設定し、経営計画に組み入れていきたいと話
しています。また、取締役の賞与報酬制度を改定し、ESG

成果を反映することになりました。私たちは、当銀行に対し
てScience-Based Targets（SBT）の認証取得を推奨

しており、その他の課題についても議論を続けていく予定で
す。

背景
当事例は、某アクティビスト投資家が、世界的なエネル

ギー企業の再活性化計画の一環として議決権を行使
したことがきっかけで実現しました。当議案では、現職取
締役を、エネルギー移行戦略の経験豊富な人物に交
代することが提案されました。

サマリー
同社の経営陣は、既存役員の専門知識は炭素回
収・貯留に関する政策に適していると頑強に主張し
ました。彼らは、自社のエネルギーミックスにおいて自
然エネルギーへの転換の一翼を担えるという考えを
否定しつつ、洋上風力発電のインフラストラクチャー

では役割を果たす可能性があることを認めました。こ
のため、アクティビスト投資家と別途話し合いを持ち、
新役員候補4名の経験とスキルセットをより詳しく理
解するために電話会談を行いました。

結果
同社およびアクティビスト投資家双方との議論の結果、
グローバルESGチームは4人の新取締役全員の選任に
賛成するようインベスコ内の同社株主に提言しました。
私たちは、候補者の専門性が、規制に関する知識、
再生可能エネルギーの技術、石油/ガス会社の変革の
リーダーシップの経験など、これからの変革に必要となる

要素により合致していると判断しました。

最終的に、インベスコ内の同社株主の多くが4人の候
補者のうち3人の選出を支持しました。エネルギー移行
戦略の経験豊富な取締役が新たに加わったことは、

ファンド運用を通じた株主にとって好ましい結果であると
考えています。

3.3.3 事例

アジアの石油化学企業における
低炭素化への備え

背景
同社は、気候変動関連の経営面でのクオリティで海外の
同業他社に遅れをとっており、TPIの測定では2019年の
レベル2（能力構築）から2020年のレベル1（自覚・認

識）のステージに低下しており、ESG関連の報告・情報
開示も脆弱な状態です。インベスコはClimate Action 

100+のメンバーとして、投資家グループと協力し、同社へ
のエンゲージメントを行いました。

サマリー
経営陣は、再生可能エネルギー源によってカーボン排出
の削減が達成可能であることに合意しました。しかし、国
内にはそのようなエネルギー源は希少であるため、自社で
施設を建設する必要があります。そのため、ネットゼロ・エ
ミッションを達成することは難しいものの、経営陣は現在、
ソーラーパネルの設置を進め、風力発電の利用も検討し
ています。私たちは、同社が海外同業他社による削減の
取り組みを参考にできると考えています。

脆弱な情報開示について問われた経営陣は、CDPに

よる調査結果を利用することを主張しました。私たちは、
すべての投資家がCDPの情報にアクセスできるわけで
はなく、不十分な情報開示を続けることで評価が下が
る可能性があると指摘しました。その結果、同社はこの
課題について改善する意思を示しました。

結果
現在、経営陣は、各ビジネスユニットのエネルギー消費
量を3％削減する短期目標を掲げています。中長期的
には太陽光発電と風力発電の利用を拡大し、再生可
能エネルギーの利用を十分に増やすことが可能になった

場合、2050年までのネットゼロ・エミッションの達成を目
指します。また、ガバナンス強化のため、経営幹部への
ESG関連のKPIを設定しています。

グローバルなエネルギー企業での
エネルギー改革

日本の商業銀行におけるネットゼロへの取り組みを支援
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気候変動に配慮した運用ソリューション

インベスコは、より多くの気候変動に配慮した投

資機会を提供するため、プロダクトラインナップや
ソリューションを継続的に拡充しています。新た
なデータツールを追加して分析能力をさらに強
化することで、全ファンドの炭素排出量とシナリ
オ分析を総合的に評価・管理する能力の向上

に取り組んでいます。

気候関連指標は、インベスコのESG統合プロセ
スにおける重要な構成要素です。インベスコ独自
のESGintel格付けツールでは、CDP、
Science-Based Targets、TPIのデータをESG

インサイトシグナルに組み入れ、弊社グループ全
体の運用チームが利用しています。

ESGintelで利用可能な気候関連指標に加えて、

すべての運用拠点において補足的な気候データを
利用することができます。また、Vivid Economics

社およびPlanetrics社と提携し、PlanetViewなど
の分析ツールを強化することにより、炭素排出量の
指標だけでなく、シナリオ分析、気温照準、コストへ

の影響といった項目までリサーチを拡張できるように
なりました。

3.4.1 事例

不動産: サステナブルな未来を築く

世界中の建物から排出される二酸化炭素量は、

最大で世界全体の排出量の40%に達するという

調査結果も見られます。このことは明らかに、パリ

協定で想定されている未来のネットゼロ実現の大

きな障害となっています。つまり、地球が直面して

いる最大の問題は、建物によって生み出されてお

り、同時にその問題に対処するのも建物であると

言えます。

インベスコ・リアル・エステート（IRE）では、保有物
件における環境的な管理を継続的に改善するよう
取り組んでいます。この分野でのリスクと投資機会を

評価する上で、ESG+R（環境、社会、ガバナンス、
レジリエンス）と呼ばれるアプローチを開発しました。
私たちは、分析、取得、デューデリジェンス、管理と
いった不動産投資プロセスのすべてのステージにおい
て、ESG+Rの考え方を適用しています。

ESG+R Acquisition Assessmentsでは、新たに取得す
る各物件について、環境に関連するリスクと投資機会を検
証しています。 このアプローチによる評価は、インベスコの不
動産運用チームに提供されています。省エネルギー、水の有
効利用、リサイクル、廃棄物削減、テナントやコミュニティの
関与、その他の持続可能性に関する取り組みを奨励するた
めに必要なリソースに関する情報も各運用チームに提供さ
れます。インベスコでは、照明器具のアップグレード、換気シ
ステムの改善、健康・福祉に関する最新計画といった対策
を実施するために、定期的に物件を評価しています。

毎年、LEED、BREEAM、HQE、Green Star、

ENERGY STAR、CASBEE、IREMといったグリーンビル
ディング認証の候補物件を鑑定しています。2020年第2四
半期時点で、当ページ右の表に記載のとおり、世界各地
におけるインベスコの投資物件は250以上の認証を取得し
ています。

出所:インベスコ

インベスコの保有物件におけるグリーンビルディング認証

インベスコ・リアル・エステートでは、グリーンビルディング

認証の取得に重点を置いています。 下のグラフは、
アジア、ヨーロッパ、北米のコアプログラムにおける床
面積別の認証取得率を示しています。

アジア 欧州 北米

グリーンビルディング認証 認証指標

地域

BREEAM

CASBEE

欧州

LEED

その他

アジア

IREM

米国

合計

PlanetView –

インベスコの

主要な分析ツール

気候関連指標はインベスコの

ESG統合プロセスにおける重要な
構成要素です。

56%

29%

58%



インベスコは2019年に気候リスク分析の専門家

であるFour Twenty Seven社と契約し、保有
物件の物理的リスクスコアが100点中何点かと
いった情報の提供をスタートしました。今後20年
間の気候予測を用いて、海面上昇、洪水、ハリ
ケーン、台風、高温障害、水害、山火事などの

要因について現時点のスコアを算出しています。
このプロセスでは、気候変動に関する政府間パネ
ル（ICPP）の代表濃度経路シナリオ8.5

（2100年までに4℃の温暖化）を参照したモデ
ルを使用しています。スコアは、既存保有物件お

よび新規取得物件が直面する可能性のある潜
在的リスクの初期レビューに活用されています。

下表は、インベスコが現在再調査している物理的
リスクと、保有物件に適用可能な対応策をまとめ
たものです。また、ポートフォリオ・レベルでの指標を
開発し、気候変動リスク全体に対処するための追
跡、伝達、目標設定を行っています。

ネバダ州ラスベガスにあるクレイグ・ディストリビューション・

センターという2棟の建物では、節水への取り組みの効
果が発揮されています。この施設では、水の使用量が
各棟で17.6%、20.6%削減されました。厳格な散水プ
ログラムの一環として灌漑タイマーを使用することに加え
て、漏水を減らすための定期的なメンテナンスによって達

成され、後者のメンテナンスだけで2020年6月以来で約
836,300ガロンの節水に成功しました。

イギリスのピーターバラにあるクイーンズゲート・ショッピング
センターは、100以上の店舗が入り、年間約1500万人
が訪れるショッピングセンターです。ここでは、廃棄物の削

減と、埋立地に廃棄されない廃棄物の割合（ダイバー
ジョン率）の向上に力を注いでいます。インベスコの強固
なリサイクルプログラムと革新的なテクノロジーの活用によ
り、2019年から2020年にかけて、約99.6%の廃棄物が
埋立地ではない場所で処理されました。当保有物件は、
環境対策のベストプラクティスに与えられる権威ある国際

的なグリーンアップル賞を受賞し、資産運用業界で唯一
の同賞チャンピオンに選ばれています。

物理的リスクとその軽減策

物理的リスク 海面上昇 高温障害 水害

結果・影響 • 潮位が物件に到達した場合の長期的な資産価値の損失、建

物の損傷、水害など

• 産業革命以前より2℃の温暖化抑制を掲げるパリ協定の遵守

• 光熱費の増加、停電・電圧低下による損害の発生 • 光熱費の増加、水の使用制限

• 気候変動への取り組み（ Climate Action 100+ 、気候変動に関する
機関投資家グループ、世界経済フォーラムの「気候変動に強いインフラス
トラクチャーイニシアティブ」）

物件レベルでの軽減策
• 地下1階および地上1階での浸水防止対策

• 主要な機械設備の1階から高所への移動
• 高効率機器の導入、機械設備メンテナンス計画の実施

• バックアップ発電機または蓄電池の現地設置

• 低流量配管設備の導入

• 漏水検知計画の実施

• 伝統的庭園の自生植物・ゼリスケープへの置き換え

地域での軽減策
• 堤防や護岸などの物理的なバリア

• 1階の最低高を要求する建築基準法
• 電力のデマンドレスポンスおよび管理プログラム

• 建築基準法でのエネルギー効率基準の設定

• 都市や公共施設の水使用条件

• 建築基準法を遵守した水質

• 効率化基準

災害 ハリケーン 洪水 山火事

結果・影響 • 建物被害、水害 • 水害 • 建物被害

物件レベルでの軽減策
• 建物の正面部分と基礎分を補強し、現行の暴風雨規則に適合

• 緊急時対応計画

• 地下1階および地上1階での浸水防止対策

• 主要な機械設備の1階から高所への移動

• 雨水管理プログラムの導入

• 敷地内の瓦礫を取り除き、低く垂れ下がった低木や枝を取り除く

など管理計画の実施

• 緊急事態管理プログラムの実施、地域当局およびテナントとの

コミュニケーション

地域での軽減策 • 地域の緊急事態への備えとコミュニケーション計画

• 建築基準法の改正

• 堤防や護岸などの物理的なバリア

• 1階の最低高を要求する建築基準法

• 大規模な山火事の可能性を低減するための火の管理

• 建築基準法の改正

2021年の

BREEAM認証パフォーマンス (%)

認定取得 65

25

IREの全世界の資産運用残高における

GRESB評価の割合

Green Stars評価

5点満点中5点の

ポートフォリオ

インベスコ・リアル・エステート（IRE）のサステナビリティ認証取得状況

2020年のGRESBパフォーマンス

出所:インベスコ 出所:インベスコ

認定取得対象
Green Stars評価

5点満点中4点の

ポートフォリオ

出所:インベスコ



債券:年金基金の低炭素ポートフォリオ

確定給付年金は、低炭素経済への移行におい

て、リスクと機会の両方に直面しています。主なリ
スクは、このような変化がポートフォリオに十分に
組み込まれず、資産価値や規制の遵守に影響
を及ぼす可能性があることです。一方、機会はポ
ジティブかつ広範囲で持続的な変革に貢献する

こと、そして脱炭素やESG考慮と財務パフォーマ
ンスのバランスを考慮した方法でそれを実現する
ことが挙げられます。

英国の機関投資家向けコンサルタントより業界の
ガイダンスを求められたことから、インベスコは年金

基金が気候変動対策へのコミットメントを実施す
る際に直面しうるトレードオフの相互関係を調査し
たリサーチ資料を発表しました。私たちは、年金基
金がポートフォリオ内の炭素集約度を下げる努力
をすることで、利回り水準にどのような影響を与え

るかを検証したいと考えました。支払いが保険料を
超過して満期を迎える年金基金にとって中核的な
運用戦略となっているバイ＆メインテイン型のポー
トフォリオに焦点を当て、調査をしました。7

当分析には、インベスコの社内プラットフォームである
「Vision」を使用しました。Visionには、従来の財務・

投資指標に加え、ESGや気候変動に関するデータ
を網羅した数千のデータセットが収容されています。こ
れらデータはインベスコ・フィックスト・インカム (以下、
IFI) のグローバルクレジット調査チームと外部プロバイ
ダーの両方からインプットされたものです。Visionでは、

膨大なパラメータを用いた複雑なポートフォリオの最
適化が可能であり、炭素集約度と利回りの最適化
の課題解決に理想的なツールとなっています。

低炭素化の道を歩む企業とのエンゲージメントは重要で

あり、売却は最後の手段であるべきと考えているため、セ
クターの除外は実施しておりません。IFIと外部データプロ
バイダーによる評価を組み合わせて、低炭素への移行
準備が整っていると評価された企業については、再び積
極的に最適化を行いました。

まず、バイ＆メンテナンス型のグローバルクレジット
ポートフォリオの炭素強度を同インデックスの
30％未満に抑えた場合、炭素強度の最適化を
行わないポートフォリオと比較してスプレッド水準

が0.18％低くなることが明らかになりました。

7 リサーチ資料:GlobalBuyand Maintain: Moving towards alower-carbon 

future,8March 2021byLukeGreenwood, DerekSteeden and Maria

Lombardo

InvescoUKのウェブサイトにて公開。

クオンツ運用戦略:

サステナビリティを表す言葉

インベスコ・クオンツ・ストラテジー（以下、IQS）がローンチ
した当運用戦略は、欧州・中東・アフリカ地域で提供され
ている運用戦略の一つで、低炭素への移行に取り組む企
業への投資エクスポージャーを得るための革新的な手段を
投資家に提供することを目的としています。その投資運用
手法の核となるのが、高度な自然言語処理（NLP）技
術です。

まず、エネルギー移行に関する学術研究・出版物のテキスト
から、関連するキーワードを体系的に切り取り、蓄積します。
このプロセスにより、カスタムテーマ辞書が定義されます。そして、
4,500以上の情報ソースから集められた250万以上のニュー

ス記事を毎月選別し、カスタムテーマ辞書によって特定のテー
マへの露出度が高い企業を特定します。環境問題に焦点を
当て、論争の的となる分野を排除することで、ESG オーバー
レイはさらなる安全装置として機能します。

IQSでは、過去数十年間でのポートフォリオ構築の経験
をもとに、個別銘柄をクオリティ、価格モメンタム、最低流
動性などの財務基準でスクリーニングし、分散パラメータ
を適用しています。個別企業特有の要素を排除した上
で、希望するテーマに合致したエクスポージャーを持つポー

トフォリオを構築することが目的です。また、個別アカウン
トやミューチュアル・ファンドで幅広く使用されている、IQS

の「カーボン・コントロール」アプローチも導入しています。

しかし、この結果は現在の脱炭素化の一面を表したに

過ぎず、本来はフォワードルッキングに考慮すべきです。

気温上昇のデータを用いた分析を行った結果、「世界の気温
上昇2℃以内」に適応したポートフォリオを構築するためには、
ポートフォリオの利回りと分散という重要な観点において、大き
な譲歩が必要であることがわかりました。気温上昇1.9℃に対

応したバイ＆メンテナンス・ポートフォリオの利回りは1.74%であ
るのに対して、単純なESG統合型ポートフォリオでの利回りは
2.07%でした。IFIのグローバルクレジットの投資ユニバースに含
まれる企業の殆どが低炭素ビジネスモデルを調整する初期段
階にあることを考えれば、この利回り格差は当然の結果です。

この調査は、世界の将来を守るためにポートフォリオを最適化
することによって生じるリターンへの影響を投資家にお伝えし、
投資家がポートフォリオについて十分な情報を得た上での意
思決定をサポートすることを目的としています。

ポートフォリオ3
ポートフォリオ4

効率フロンティア

ポートフォリオ 2

気温上昇抑制 VS利回りの効率フロンティア

OASスプレッド (bps)  
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地球温暖化対策（°C）
出所:インベスコ。例示目的のみ。
ポートフォリオ1：バイ＆メンテナンス型のグローバルクレジットポートフォリオ。ファンダメンタルクレジット分析を通じて利回りの最大化およびESGの統合を目指します。
ポートフォリオ2：ポートフォリオ1における炭素強度の50％削減を目的としたポートフォリオ。
ポートフォリオ3：バイ＆メンテナンス型のグローバルクレジットポートフォリオで、ESG総合格付けが「C：ニュートラル」以上、かつ50％以上がAまたはB評価で、ESG格付けが付与されていない債
券は組み入れ不可。燃料炭、有害な化石燃料採掘から収益を得えている発行体、国連グローバル企業原則への違反がある企業、MSCIのグローバルコンパクト違反企業のウォッチリストに掲
載されている企業を除外。
ポートフォリオ4: ポートフォリオ3をベースに、定量的な「気候変動アライメント」のスコアを使用。例示目的のみ。

低炭素エネルギーへの移行における主要要素

代替エネルギー

• 太陽光

• 風力

• 水力

• その他の再生可能エネルギー

グリーンモビリティ

• 電気自動車

• 充電インフラ整備

エネルギー利用

• 管理および貯蔵

• グリーンビルディング・インフラ

• エネルギー移行

• エネルギー効率化

出所:インベスコ



資産運用業界におけるコミットメント

3.5.1 提唱

インベスコは、投資家とエンゲージメントが持つ力を
重要視しています。投資家との共同の取り組みは、
投資先企業との一対一の関係を補完し、気候変
動をめぐるリスクと機会を評価するための貴重な参
考情報の提供につながります。

インベスコは、投資家が低炭素の未来を提唱する
ためのパイプ役である欧州の投資家団体IIGCCの
メンバーです。IIGCCは、「Climate Action 

100+」の事務局を務めるグローバルネットワークの

一部であり、公共政策、投資手法、企業行動の
定義づけを支援しています。2020年、私たちの協
力関係はIIGCCのパリ協定投資向けイニシアチブ
に拡大し、ネットゼロ投資のフレームワークに関わる
コンサルティングや、指標開発および資産クラスの

定義を行うワーキンググループへの参加などを実施
しました。

また、インベスコは、気候リスクの投資判断への統

合により気候変動に強い経済への転換を目的とす
るワーキンググループ、Coalition of Climate 

Resilient Investment (CCRI) の創設メンバーで
もあります。 大手不動産投資家として、インフラの
既存保有資産および新規投資物件を評価する

際に、この協力関係を活用しています。

2020年には、英国の金融行動監視機構
（ FCA ）と プ ル デ ン シ ャ ル規制機構
（PRA）が議長を務める気候金融リスク
フォーラム（CFRF）にも参加し、金融実務

者向けの「気候リスクガイド」を発行しました。

フォーラムでリーダーシップを発揮することで 規制を先
取りし、資産運用業界におけるソリューションの形成
に一役買っています。

気候変動や持続可能な金融規制は、資産運用業

界における規制との関連性が高まるテーマであり、お
客様にとっても同様であることは言うまでもありません。
したがって、インベスコは、政策立案者への積極的な
関与、業界団体を通じた対話、正式なコメントレ
ター、協議への対応、その他の手段も用いて、現在

進行中の政策や規制の動向に引き続き密接に関
与していくことを目指しています。

欧州・中東・アフリカ地域の中でも特に欧州では、持続
可能な金融規制が急速に発展を続けています。ここで

は、欧州委員会、欧州議会議員、各国の財務省・規
制当局などの政策立案者と直接連携しながら、欧州
ファンド・アセットマネジメント協会（EFAMA）、アイル
ランドファンド・アセットマネジメント協会、英国社会的責
任投資フォーラム（UKSIF）などの業界団体を通じて

継続的に連携しています。2020年の優先分野は、気
候変動報告、持続可能性報告、EUの持続可能な金
融タクソノミーなどでした。

アジア太平洋地域では、主に協力団体を通じてのエ
ンゲージメントを目指しています。インベスコは、気候
変動に関するアジア投資家グループ（AIGCC、

Climate Action 100+イニシアティブの一部）およ
び日本のTCFDコンソーシアムに加盟しています。ま
た、中国証券投資基金業協会（AMAC）とは、よ
り広範なESG関連問題に対するインベスコのソート
リーダーシップを共有し、議論しています。

同様に、インベスコは米国の様々な業界団体に加盟
しています。この中には、米国投資会社協会（ICI）
も含まれており、ICIを通じてESG規制の問題に対す
る支援と関与を行っています。

3.5.2  ソートリーダーシップ

インベスコは、気候変動やその他のESG問題への取り
組みにおける投資家の役割において、ソートリーダーに
なることを目指しています。その一環として、リサーチレ
ポートや啓発ブログを作成しています。テーマ別セミナー
やその他情報提供は、IIGCC、TPI、投資家の畜産イ

ニシアチブ（FAIRR）などの外部パートナーとの共同
作業で実施することもあります。

2020年から2021年初頭にかけては、規制の枠組みの急

速な進化に特に注目が集まりました。私たちは、新たな基
準の動向、気候シナリオ分析の役割の増大、政策・技
術・消費者意識の変化を踏まえた物理的リスクと移行リ
スクの管理について、一連の資料をリリースしました。

気候に関連するその他のトピックとしては、植物工場、

食糧生産、生物多様性の損失、持続可能な都市、
地球および人間が直面するハイパーコネクティビティによ
る実存的脅威などを、最近では取り上げました。このよ
うなテーマは、すでに投資判断には欠かせないものとなっ
ており、今後ますます重要性が増すと思われます。

インベスコは

投資家との共同での

エンゲージメントが持つ力を

重要視しています。
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運用戦略 – part 2 :レジリエンス

この章でお示しする結果は、2021年3月31日時点でお客様に代わってインベスコが運用する総合ポートフォ

リオ（グローバル上場株式、グローバル社債、グローバルソブリン債）を分析したものです。前述のとおり、
NGFSが開発した気候シナリオを使用しています。理解を深めるためのベンチマークとして、MSCI ACWI

（株式）、Bloombergグローバル総合社債指数（社債）、FTSE世界国債インデックス（ソブリン債）の

公開情報を利用しています。総合ポートフォリオのベンチマークは、すべてのインデックスを加重平均したもので
す。

インベスコのポートフォリオを分析したところ

多くの重要な知見が得られました。”

本章では、運用戦略に関する2つ目のテーマとして
排出強度、気温上昇アライメント、気候変動シナ
リオ分析などの主要事項に着目し、気候変動に対
するインベスコのアプローチのレジリエンスを説明しま
す。
また、株式だけでなく、社債とソブリン債についても
今回初めて結果を報告しています。

“株式、社債、ソブリン債について

3つの気候変動シナリオをベースに



気温上昇アライメント

4.1.1 基本的なアプローチ

2019年の気候変動レポートでは、ベンチマークであ
るMSCI ACWIの産業革命対比で＋3.2℃の気

温上昇につながるという試算に対して、インベスコの
グローバル総合株式戦略は＋2.8℃の気温上昇と
試算しました。この試算は、保有株式銘柄の
Scope1排出量（企業が直接排出する排出量）
の強度を、世界全体の排出強度と世界の平均気

温上昇の関係から判断して、最も整合性の高い気
温経路にマッピングしたものです。

今年も同じ方法で試算したところ、インベスコのグ
ローバル総合株式戦略は＋2.0℃の気温上昇に

つながるとの結果となり、ベンチマークの＋2.3℃の
気温上昇より低い値でした。いくつかの排出集約
型企業の株式保有比率を減らして、Scope1排
出強度を減少させたことによって改善が見られまし
た。8

8 2020年内における企業の二酸化炭素排出強度の減少は、コロナウ

イルス感染拡大による経済への影響に一部起因します。経済活動が

回復するにつれて、将来的には部分的に反発する可能性があります。

4.1.2 アプローチの発展

ポートフォリオの気温上昇アライメントは、比較的新しい指標
です。この指標を推定する方法は複数あり、それぞれ異なる
利点があります。過去1年間では、私たちは気候変動への影
響に対する理解を深め、報告内容を改善するために、昨年と
は異なる計算方法を用いました。

新たな計算方法では、セクター内および地域内での
個別銘柄のパフォーマンスを考慮し、Scope1排出量
だけでなく、Scope2およびScope3排出量（企業の
エネルギーを供給する事業者から発生する排出量と、

企業の製品を使用する消費者から発生する排出
量）も考慮しました。また、社債を含めた分析にも拡
大しました。このアプローチを用いたところ、インベスコの
グローバル総合株式戦略は、＋3.9℃の気温上昇に
つながると試算されました。これはベンチマークと同水

準であり、パリ協定の目標である2℃抑制よりも高い
気温上昇幅になります。

この結果は、従来の手法で算出された気温上昇アラ
イメントを大幅に超過しているものの、新たな知見を

与えてくれる内容となりました。数値の差は、セクター
や地域によって異なる脱炭素化経路を考慮したこと
によって生じました。セクター内および地域内の同業
他社と比べてアウトパフォーム/アンダーパフォームして
いる企業を特定することで、気候変動問題に取り組
むための戦略に役立てることが可能になります。

インベスコの保有銘柄群の気温上昇アライメント –新たな計算方法により試算

出所: VividEconomics, 2021年3月31日時点。
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セクター内および地域内の同業他社と比べて
アウトパフォーム/アンダーパフォームしている
企業を特定することで、気候変動問題に
取り組むための戦略に役立てることが
可能になります。

インベスコグローバル総合株式戦略の気温上昇アライメント

2100年までの気温上昇幅 (°C)
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出所: VividEconomics, 2021年3月31日時点。

5

4

175 200

3

2

1

0

‘2050年ネットゼロ’
(＋1.5°C)

ポートフォリオ

‘パリ協定’
(2°C以内)

ポートフォリオ

2021

2021

2020

2020

インベスコグローバル総合株式戦略

MSCIACWI

総合ポートフォリオ

ベンチマーク

グローバル総合株式戦略

MSCIACWI

グローバル総合社債戦略

Bloombergグローバル総合

社債指数



カーボン排出強度

世界の炭素排出量への寄与度を定量化するため、

株式と社債の総合ポートフォリオの排出強度
（Scope1、Scope2、Scope3）と気温上昇アラ
イメントを分析しました⁹。これは、株式ポートフォリオ
のみに限定した分析を実施した2019年の気候変
動レポートから発展した内容となっています。10

ここで算出された排出強度は、株式ポートフォリオと
社債ポートフォリオで保有されている各企業の売上
高あたりの二酸化炭素排出量（ｔ/百万米ドル）
を加重平均したものです。Scope1、Scope2、
Scope3の排出量において、総合ポートフォリオはベ

ンチマークと同等の排出強度となっています。11

9 現段階ではソブリン債券は当分析に含まれておりません。
10 ポートフォリオ内の排出強度の計算方法も更新し、今回はポートフォリオ加

重平均により算出しています。この新たな計算方法は、ポートフォリオの1%を

占める企業の排出量に1%の重み付けをすることを意味します。従来の方法

では、インベスコがある企業の株式を1%保有している場合、その企業の排出

量と収益の1%がポートフォリオの排出強度に加味されていました。
11 スコープ3の排出強度は、2019年対比ですべてのセクターで増加してい

ます。主に、データプロバイダーの変更とそれに伴う入手データ精度の向

上に起因します。

インベスコのポートフォリオにおけるベンチマーク対比での排出強度

総合ポートフォリオ
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(CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル)

Scope1 Scope2 Scope3 Scope1 Scope2 Scope3 Scope1 Scope2 Scope3

総合ポートフォリオ 111.08 33.05 463.60 グローバル総合株式戦略 100.56 33.26 427.21 グローバル総合社債戦略 182.75 31.63 711.53

ベンチマーク 132.11 34.86 473.56 MSCI ACWI 122.57 35.19 442.93 Bloombergグローバル

総合社債指数

185.66 32.97 650.50

上記分析は株式ポートフォリオのみに

限定した分析を実施した2019年の

気候変動レポートから発展した内容となっています。

排出強度

(CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル)

排出強度

(CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル)

出所: VividEconomics, 2021年3月31日時点。



インベスコのポートフォリオにおける排出強度の要因をよ

り深く理解し、気候変動関連の意思決定や取り組みに
役立てるため、株式ポートフォリオと社債ポートフォリオに
おける、セクターレベルでの排出強度を個別に考察しま
した。結果としては、エネルギー、素材、公益のセクター
による数値が圧倒的に大きく、当該セクター合算の保有

比率はポートフォリオ総額の10%未満にも拘らず、排出
強度の寄与度はScope１で82％、Scope２で69％、
Scope 3では36％を占めています。
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セクターレベルでの排出強度を考察することで、
ポートフォリオの炭素排出の要因をより深く理
解することができます。

インベスコの株式ポートフォリオおよび債券ポートフォリオにおける
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出所: VividEconomics, 2021年3月31日時点。
データテーブルは次のページをご参照ください。
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グローバル総合株式戦略 Scope 1  排出強度 (CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル)

保有比率 (%)

2.25

10.31

16.73

14.08

31.20

5.59

12.00

22.64

634.42

2.82

3.10

10.05

23.13

9.50

83.54

8.92

583.64

3.27

26.63

3.11

1,728.67

2.26

グローバル総合社債戦略 Scope 1 排出強度 (CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル) 5.59 22.15 30.98 12.54 526.19 2.54 12.82 172.10 636.58 20.03 1,709.23

保有比率 (%) 8.38 9.19 5.90 4.79 8.06 26.58 6.45 7.67 3.93 6.12 5.06

Scope 2

グローバル総合株式戦略 Scope 2 排出強度 (CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル) 11.51 28.48 23.62 23.23 91.25 6.89 27.13 22.24 173.76 85.85 123.98

保有比率 (%) 10.31 14.08 5.59 22.64 2.82 10.05 9.50 8.92 3.27 3.11 2.26

グローバル総合社債戦略 Scope 2 排出強度 (CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル) 22.93 24.56 19.53 21.90 110.25 4.53 13.66 25.47 149.56 51.98 62.11

保有比率 (%) 8.38 9.19 5.90 4.79 8.06 26.58 6.45 7.67 3.93 6.12 5.06

Scope 3

グローバル総合株式戦略 Scope 3 排出強度 (CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル) 28.91 251.83 149.55 90.87 6,438.24 39.81 118.13 282.15 1,051.30 448.21 2,517.36

保有比率 (%) 10.31 14.08 5.59 22.64 2.82 10.05 9.50 8.92 3.27 3.11 2.26

グローバル総合社債戦略 Scope 3 排出強度 (CO2 排出量：トン / 売上高：百万米ドル)

保有比率 (%)
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エネルギー、素材、公益セクターの保有比率は

ポートフォリオの10%未満であるにもかかわらず、

排出強度への寄与は圧倒的に大きくなりました。

インベスコの株式ポートフォリオおよび債券ポートフォリオにおけるセクター別排出強度
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出所: VividEconomics, 2021年3月31日時点。
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NGFSの気候シナリオ

インベスコでは、金融システムグリーン化に係る金融当局ネット
ワーク（NGFS）が開発した気候シナリオを採用しています。
2020年6月に初めて発表されたNGFSシナリオは、金融機関
が気候リスクを分析する際の共通の出発点を提供することを

目的としています。

NGFSシナリオは現在、投資家、規制当局、銀行（イングランド
銀行も含む）に広く利用されています。NGFSシナリオは、想定さ
れる政策がどのような物理的リスクと移行リスクを持つかといったシ
ナリオを提供するように設計されています。12

2020年版のNGFSシナリオには、3つの「参照シナリオ」が
含まれています。下表は、シナリオの主要な変数（全世
界の気温・排出量の推移、炭素価格、エネルギー需要な
ど）をまとめたものです。直近においてNGFSはネットゼロシ
ナリオを含む2021年版の改訂シナリオを発表しましたが、

将来的にそちらも分析に組み込まれる予定です。

シナリオ1：Hot House World
このシナリオでは、2080年まで二酸化炭素排出量の増

加が続き、3℃を超える気温上昇と海面上昇などの深
刻な物理的リスクを引き起こすことを想定しています。こ
のシナリオでは、物理的リスクが最も大きくなっています。
特に赤道に近い国々や途上国の経済への影響が大きく、
農業などの分野に大きな影響を与える見込みです。

シナリオ2：Orderly
このシナリオでは、気候変動への政策・規制が早期に

導入され、規制が徐々に厳しくなることで、気温上昇
幅が2℃未満になることを想定しています。物理的なリ
スクはHot House Worldシナリオよりも小さくなるもの
の、移行リスクによる影響はより大きくなります。炭素
集約的なセクターでは、炭素価格の上昇に伴うコスト

増加と需要減に伴う収益減少が発生する見込みで
す。また、低炭素製品とそれに関連する商品は需要
が増加するとの予想です。エネルギーや運輸などのセク
ターは、短期的にも長期的にも大きな影響を受けると
いうシナリオです。

シナリオ3：Disorderly
このシナリオでは、気温上昇幅はOrderlyシナリオと同じ

であるものの、気候変動への政策・規制が2030年まで
導入されないと仮定を置いています。したがって、＋2℃
以内の気温上昇抑制目標を達成するためには、劇的
な排出量の削減が必要となります。そのため、移行リスク
がより高くなるシナリオです。炭素価格は急速に上昇し、

2030年以降の数十年間で更に高い価格に達するため、
移行リスクによる影響はOrderlyシナリオよりも遅く発生
するものの、より深刻な影響となる見込みです。

12 これらのシナリオは、「2019年インベスコ気候変動レポート」で紹介

した分析では未公表でした。
13 当分析で使用するNGFSシナリオは、2020年6月に公表されたも

のを使用しています。 詳細はこちらをご参照ください。 here. 出所: NGFS、インベスコの分析。 *数値は四捨五入しています。

NGFSシナリオの主要変数

Hot House World

単位 2030 2040 2050 2030 2040

Orderly

2050 2030 2040

Disorderly

2050

産業革命前との比較 (1850-1900)

世界の気温* °C（産業革命以前の水準対比） +1.7 +2.2 +2.7 +1.5 +1.7 +1.8 +1.5 +1.8 +1.8

絶対値 Hot House Worldとの比較

温室効果ガス排出量 GtCO2eq/年 64 68 71 -21 -38 -53 -5 -39 -63

炭素価格* US$ 2020/tCO2 3 3 4 +60 +120 +200 +10 +420 +830

原油の需要* Mbbl/d 100 110 100 -10 -10 -20 0 -30 -40

ガスの需要* Bn m3/年 5,300 6,400 6,600 -900 -2,300 -3,100 -200 -3,700 -5,300

石炭の需要* Mtce/年 5,700 6,600 8,400 -3,800 -6,200 -8,000 -800 -5,000 -8,400

https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/820184_ngfs_scenarios_final_version_v6.pdf


私たちが投資先を考える上で、この3つのシナリオ下における

物理的リスクと移行リスクは、それぞれ異なるレベルで発生す
ることが分かります。

温室効果ガス排出量は、各シナリオにおける物理的リスクの
主要因となっています。温室効果ガス排出量によって、産業
革命前対比での地球の気温変化が決定されることから、気

候変動による物理的リスクの大きさに影響を与えます。

時間の経過とともに、各シナリオで異なる排出量の軌跡をた
どっています（上段左図を参照）。
排出量が増え続け、2050年までに世界の平均気温が2.7℃

上昇するHot House Worldにおいて、物理的リスクは最も大
きくなります（上段右図参照）。

物理的リスクの上昇により、沿岸や河川の洪水、熱帯低気
圧などの自然災害や気象災害の発生が増加しています。ま
た、リスクは地域によって異なるため、一部の国や企業には
不利な影響が及びます。特に、 沿岸部資産の保有割合が

高い企業において顕著なコスト上昇が発生する可能性があ
ります。

カーボンプライシングと炭素排出量の削減が移行リスクの主な
要因です。 炭素価格の上昇が経済の構造変化につながる

ため、OrderlyシナリオとDisorderlyシナリオでは、2050年ま
での年間排出量が大幅に減少する見込みです。この結果は、
投資においてもプラスとマイナスのリスクを生じさせる可能性を
示唆しています。

低炭素製品（再生可能エネルギー発電や電気自動車な
ど）の生産やサプライチェーンに関わる企業は、需要が時間の
経過とともに増加するため、収益が増加します（下段左およ
び右図を参照）。一方で、炭素集約度の高い製品（化石
燃料など）を扱う企業では、需要の低下に伴い収益が減少
します。

炭素集約型企業は、カーボンプライシングによって大幅な
コスト上昇に見舞われ、その結果収益性が低下する見
込みです。このような恩恵により、炭素集約度の低い企
業は、排出集約度の高い競合他社から市場シェアを獲
得することが可能になるでしょう。

ここでは、NGFSの3つ全てのシナリオについて結果を示して
います。これらのシナリオは、気候変動対策について将来起
こりうる可能性を網羅しており、私たちの投資が直面するリス
クの要因、大きさ、発生タイミングを幅広く調査することがで

きます。

NGFSシナリオ変数

温室効果ガス排出量

Gt CO2e/year

世界平均気温の上昇レベル

°C

エネルギーミックスに占める低炭素エネルギーの割合（％） 自動車販売台数に占める超低排出ガス車（ULEV）の割合（％）
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出所: VividEconomics 。2021年3月31日時点。



NGFSシナリオから得られる主な考察

フォワードルッキングなシナリオに基づいたモデルを用いて、

3つのNGFSシナリオについて、インベスコの株式、社債、ソブリン債の
保有銘柄に対する物理的リスクおよび移行リスクのインパクトを分析
しました。その結果、多くの重要な知見が得られました。

•バリュエーションへのインパクトはDisorderlyシナリオに
おいて最も大きくなりました。

• 3つのすべてのシナリオにおいて、最も強いインパク
トを受ける資産クラスは株式でした。

•株式と社債では、同じセクター内でも個別銘柄間の
インパクトに大きな差が生じる可能性が見られました。

•社債のバリュエーションへのインパクトは、残存年数が
長くなるほど大きくなりました。

• ソブリン債のバリュエーションでは、シナリオや残存年数
によってプラスとマイナス両方のインパクトが混在してい
ます。

上記結果を本章で更に詳しく解説します。

低炭素経済への無秩序な移行は、バリュエーションに
大きな影響を与える可能性があります。

現在の排出量や市場・企業の特性を考慮した上で、7つの気候リスクによるインパクトを分析しました。

当分析では、ネットゼロ目標などの個別企業が排出量削減のために

立てた戦略・計画は考慮していません。気候変動による物理的リスクによる
影響が今現在と比較して追加的に発生せず、気候関連政策が
追加的に導入されないと想定した際のバリュエーションの変化を試算しました。

需要創出

低炭素製品・関連商品の製造および追加需要
（例：電気自動車の販売/製造および製造に使
用される原材料）

需要破壊

炭素集約型製品および生産活動・原材料
（石油生産・精製など）の需要削減

直接的な炭素コスト

事業による排出にする対価などの
企業の追加的コスト

低減措置
エネルギー効率化対策など排出量削減のための

行動による企業のカーボンコストの削減

物理的なインパクト

気候変動に伴う自然災害の
増加による企業のコスト増加と

経済構造の変化

適応

企業が実施する

洪水対策などによって、

物理的リスクによるコスト

の削減が可能

マーケットインパクト
同業他社との競争や、消費者へのコスト転嫁による企業収益性の変化

（例：低炭素型企業が高炭素型企業から市場シェアを獲得する等）

Climate risk  

channels



バリュエーションへのインパクトは
Disorderlyシナリオ下で最大に

グラフのとおり、総合ポートフォリオ、株式ポートフォリオ、
社債ポートフォリオのバリュエーションへのインパクトは 3つ
のシナリオすべてでマイナスとなり、特にDisorderlyシナリオ
で顕著となりました。ソブリン債ポートフォリオへのインパク
トは非常に小さくなったものの、Hot House Worldシナリ

オとOrderlyシナリオではプラスとなりましたが、Disorderly

シナリオではマイナスとなりました。14

14 債券のバリュエーション変化は、発行体リスクの変化から生じる市場価値

の変動を反映しています。気候変動シナリオにおいて、企業の収益性が
ベースシナリオよりも低くなるとデフォルトリスクが高くなり、市場価値に反映

されます。また、気候リスクによって各国の対GDP比の債務残高が変化す

ることにより、ソブリン債のリスクプレミアムへの影響が生じ、市場価値が変
化します。

総合ポートフォリオ

ベンチマーク

1.0

Disorderly シナリオ

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

Orderlyシナリオ Hot House Worldシナリオ

0.0

総合ポートフォリオ -1.21 -0.73 -0.35 世界総合株式ポートフォリオ -1.49 -0.92 -0.46

ベンチマーク -2.41 -1.50 -0.28 MSCI ACWI -2.99 -1.83 -0.46

インベスコのポートフォリオにおけるシナリオ別のバリュエーション変化率

（株式、社債、ソブリン債）

総合ポートフォリオにおける

バリュエーション変化率(%)

株式ポートフォリオにおける

バリュエーション変化率(%)

グローバル総合株式

MSCI ACWI

1.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

0.0

グローバル総合社債

Bloombergグローバル総合社債指数
グローバルソブリン債
FTSE世界国債インデックス

1.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

0.0

グローバル総合社債 -0.35 -0.26 -0.02

Bloombergグローバル総合

社債指数

-1.19 -0.76 -0.02

1.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

0.0

グローバルソブリン債 -0.11 0.06 0.08

FTSE世界国債インデックス -0.24 -0.29 0.75

出所: VividEconomics 。2021年3月31日時点。

社債ポートフォリオにおける

バリュエーション変化率(%)
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当モデルを用いた他の分析と同様に、バリュエーションへの

インパクトについても、移行リスクはOrderlyシナリオと
Disorderlyシナリオにおいて大きくなることが明らかになりま
した。Hot House Worldシナリオ下での物理的リスクによ
るインパクトは小さくなりました。

直接的な炭素コストは、Disorderlyシナリオにおいて最も大

きなリスク要因です。企業は、排出量削減行動によってリスク
を相殺することができ、追加コストの一部を顧客に転嫁するこ
とができます。また、一部の企業では炭素集約的な競合企
業のシェアを獲得することで市場の拡大が可能となり、グラフ
が示すとおりポートフォリオ全体への気候変動リスクによるイン

パクトを軽減することができます。15

15 4.2 章で述べたように、NGFS のOrderlyシナリオとDisorderlyなシナリオでは、
炭素価格は時間の経過とともに上昇します。

Disorderlyシナリオ下での株式および社債のバリュエーションへの

気候変動リスクによるインパクトの推移（％）

株式ポートフォリオ MSCI ACWI

社債ポートフォリオ Bloombergグローバル総合社債指数
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出所: VividEconomics 。2021年3月31日時点。
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気候変動リスクには複数の要因がありますが、

OrderlyシナリオとDisorderlyシナリオでは、直接的
な炭素コストが保有銘柄の全体に大きく影響していま
す。排出集約度が最も高いセクター（エネルギー、素
材、公益）がマイナスの影響を最も受けています。イ
ンベスコのポートフォリオでは排出集約度の低いセク

ターのウェイトが高くなっていますが、情報技術などのセ
クターも直接炭素コストによるマイナス寄与を受けてい
ます（グラフ参照）。

各アセットクラスにおける保有株式のバリュエーションの変化

（中央値、10パーセンタイル、90パーセンタイル）

全てのシナリオにおいて
株式へのインパクトが最大に

グラフが示すように、各シナリオにおいて株式ポートフォリ
オのバリュエーションへのインパクトは、社債およびソブリン
債ポートフォリオよりも大きくなりました。しかし、株式は
資産クラスの中で最もアップサイドの可能性があります。

企業収益の変化の多くが株式によって吸収され、社債
については企業収益による影響が相対的に大きい場
合にのみバリュエーションが変化します。加えて、インベ
スコのポートフォリオで保有する社債の多くは残存年数

が比較的短いものの、多くの移行リスクと物理的リスク
は2030年以降に顕在化しています。

ソブリン債のバリュエーションへのインパクトは、株式や
社債と比較して小さくなっています。また、他の資産ク

ラスとは異なり、Hot House Worldシナリオと
Orderlyシナリオではバリュエーションが平均的に高く
なっています。この違いは、ソブリン債のバリュエーション
を左右する2つの要因であるインフレ上昇率と成長低
下率への中央銀行の対応によって生じています。
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インベスコの株式ポートフォリオにおける
炭素コストによるバリュエーションの変化

（セクター別）

コミュニケーション・サービス

一般消費財

生活必需品

情報技術

素材

不動産

公益

エネルギー

金融

ヘルスケア

資本財 企業は排出量の削減対策によって
直接的な炭素コストを相殺することができます。

株式 -0.93 -27.21 3.44 株式 -0.52 -13.31 2.23 株式 -0.27 -1.82 0.28

社債 -0.02 -1.39 0.01 社債 -0.01 -0.79 0.00 社債 0.00 -0.06 0.00

ソブリン債 0.01 -2.38 1.33 ソブリン債 0.00 -2.07 1.43 ソブリン債 0.06 0.00 0.75

出所: VividEconomics 。2021年3月31日時点。

出所: VividEconomics 。2021年3月31日時点。
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株式および社債では、
同じセクター内でも個別銘柄間の

インパクトに大きな差が生じる可能性あり
セクターレベルでの分析に加え、各企業のビジネス固有の情報
を用いて、セクターそのものだけでなくセクター内における個別
銘柄間でのインパクトの差異を調査しました。結果的には、個
別銘柄間のリスクの差はセクター間の差と同様に重要であるこ

とが明確になりました。

例えばDisorderlyシナリオでは、インベスコの株式ポートフォリ
オにおけるエネルギーセクターのバリュエーションは中央値で約
40%マイナスとなりました。しかし、エネルギー関連の個別銘柄

へのインペクとの差ははるかに大きく、バリュエーションが80%以
上マイナスとなった銘柄もあれば、ほとんど変化がない銘柄もあ
り、プラスとなった銘柄もごく僅かありました。

インベスコの株式ポートフォリオで保有する公益セクターへのイン

パクトの大きさの中央値は、Disorderlyシナリオで▲5%と比較
的小さくなりましたが、個別銘柄間でのばらつきは大きくなってい
ます。16このような差は、各企業における低炭素エネルギーへの
エクスポージャー、事業の炭素集約度、物理的リスクへのエクス
ポージャーなど、複数の要因によってもたらされています。

Hot House Worldシナリオでは、セクター内における銘柄
間のバリュエーションへのインパクトにはほとんど差がありませ
んでした。移行リスクが低く、カーボンプライシングも最小限
であるため、当シナリオにおけるリスクの主要因は地理的な
ものに起因します。物理的リスクは、気候変動の影響が最

も大きくなる地域、主に発展途上国に集中していますが、イ
ンベスコのポートフォリオおよび運用に占める当該地域の割
合は限定的です。

16 10パーセンタイルでは71％の損失、90パーセンタイルでは137％の利益。

インベスコの保有株式におけるセクター別・シナリオ別のバリュエーション変化

（中央値、10パーセンタイル、90パーセンタイル）
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Disorderlyシナリオ

中央値 -0.10 -0.26 -0.62 -0.65 -0.94 -1.59 -2.67 -3.64 -4.64 -9.25 -38.30

10パーセンタイル -0.10 -0.72 -4.39 -26.80 -5.98 -30.54 -8.42 -10.15 -70.74 -71.27 -86.29

90パーセンタイル -0.07 -0.06 3.41 17.67 0.53 0.33 -0.10 -0.23 136.72 28.50 -0.30

Orderlyシナリオ

中央値 -0.06 -0.16 -0.35 -0.33 -0.53 -0.82 -1.46 -1.85 -1.79 -3.18 -20.66

10パーセンタイル -0.07 -0.48 -2.46 -13.24 -2.83 -18.49 -4.06 -5.08 -79.93 -49.88 -79.95

90パーセンタイル -0.04 -0.04 2.16 11.68 0.21 0.12 -0.11 -0.08 91.32 15.61 1.22

Hot House Worldシナリオ

中央値 -0.03 -0.20 -0.33 -0.23 -0.22 -0.32 -0.62 -0.93 -0.12 -0.29 -0.06

10パーセンタイル -0.04 -0.77 -1.52 -1.67 -1.15 -1.63 -2.03 -5.72 -2.41 -2.53 -2.37

90パーセンタイル -0.02 -0.04 0.11 0.41 0.12 0.08 -0.04 0.56 0.77 1.33 5.93

出所: VividEconomics 。2021年3月31日時点。
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セクター内の個別銘柄間でのパフォーマンスの違いは、事

業構成や直面し得るリスクの違いによってもたらされます。
当ページのグラフでは、石油・ガスセクターのA社とB社それ
ぞれの気候変動リスクを比較しています。

A社とB社はいずれも同程度の物理的リスクのインパクト
を受けつつ、そのインパクトを軽減するための適応策をとっ

ています。また、両社ともに事業における炭素集約度に
応じて同程度の炭素コストを支払っています。

しかし、A社は石油・ガスの中でも上流開発事業への依
存度が高いため、「需要破壊」によるインパクトが大きく

なっています。一方で、B社は石油精製や再生可能エ
ネルギーなど、エネルギー分野の中でも多様な事業を展
開しています。B社が低炭素型の事業構成を有する結
果、競合他社からシェアを奪い、より多くのコストを消費
者に転嫁することができるため、「マーケットインパクト」に
よる恩恵を得ることが可能となっています。

個別銘柄レベルでのインパクトの差は、イン
ベスコの投資行動や、カーボンエクスポー
ジャーの高い企業とのエンゲージメントにお
ける重要なテーマです。

DisorderlyシナリオにおけるA社・B社の気候リスクへのインパクト

A社 B社
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出所: VividEconomics 。2021年3月31日時点。
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社債のバリュエーションへの影響は、
残存年数が長いほど大きくなる傾向

インベスコの社債ポートフォリオのバリュエーションへのインパクトは、3 つ
全てのシナリオにおいて、発行体の個々のエクスポージャと個別債券の
デュレーションによって左右されます。バリュエーションへのインパクトは、
中央値で見るとすべてのシナリオ、すべてのデュレーションで1％未満と

小さな数値となっていますが、一部の発行体におけるインパクトは著しく
大きくなっています。

グラフが示すように、Disorderlyシナリオにおけるインパクトが最も大きく、
カーボンエクスポージャーの高いセクターの発行体では収益性を大きく

低下させています。残存年数が15年以上の超長期債においては、最
も大きなインパクトを受ける発行体では▲5%を超えています。

すべてのシナリオにおいて、短期債でのインパクトは最も小さく、長期
債で最も大きくなっています。これは、時間の経過とともに物理的リ

スクと移行リスクが増加することを反映した結果です。

現在インベスコが保有している短期社債の気
候変動リスクは小さいものの、将来的にはカー
ボンエクスポージャーが高い発行体へとロール
オーバーする可能性があることから、リスクが増
加する可能性があります。そのため、長期的
に保有銘柄を積極的に管理することが重要
です。
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ソブリン債のバリュエーションでは
シナリオや残存年数によって

プラスとマイナスのインパクトが混在

気候変動リスクは、2つの経路でソブリン債のバリュエーション
にインパクトを与えます。物理的リスクと移行リスクは経済に
おける生産性を減少させ、中央銀行はこのようなマイナスな

ショックが発生した際には経済を刺激するために金利を引き
下げる傾向があります。

また、炭素価格の上昇はインフレを引き起こします。インフレ率の
上昇により、中央銀行は金利の引き下げを実施する傾向があ

ります。インベスコのソブリン債モデルでは、インフレ率の上昇と
GDP縮小のバランスによる中央銀行の政策変更によって引き
起こされるベース金利の変化を捉えています。

これらの相反するトレンドの影響は、各国のマクロ経済の

ファンダメンタルズによって差が生じます。一部の産油国のよ
うに、経済環境が移行リスクに大きく晒されている国では、
GDPへのインパクトが増大します。化石燃料の消費に大き
く依存している国、特に炭素価格が最も高くなるOrderlyシ
ナリオとDisorderlyシナリオの後半数年間は、インフレによ

るインパクトが大きくなります。

社債と同様に、ソブリン債へのインパクトは各シナリオの後
半数年間で最も大きくなりますが、その背景は物理的リス
クと移行リスクが増大する時期であることに起因しています。

ソブリン債のバリュエーションの変化率（中央値、10パーセンタイル、90パーセンタイル）

シナリオ別、残存年数別

Disorderly シナリオ

バリュエーションの変化率 (%)

Orderlyシナリオ

バリュエーションの変化率(%)

Hot House Worldシナリオ

バリュエーションの変化率(%)

ソブリン債ではバリュエーションの気候変動リスクへ
の感応度は高くなります。その国の気候変動リスク
への対応やその管理方法によって、バリュエーショ
ンは増減します。

90パーセンタイル

中央値
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出所: VividEconomics 。2021年3月31日時点。
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リスクマネジメント

本章では、気候関連リスクを特定・評価・

管理するためのプロセスについて説明します。

また、これらプロセスがインベスコのリスク管理に
どのように統合されているか説明しています。

“インベスコのリスク管理フレームワークが、
私たちが会社としての誠実さや財務諸表、法
律・倫理の遵守、ステークホルダーとの関係を
維持することを担保しています。”



エンタープライズリスク

前章「運用戦略」で記載したとおり、気候変
動リスクに加え、主に既存のリスクファクターが
弊社グループの事業に影響を与える可能性が
あります。具体的には、投資リスク、顧客嗜好
の変化、オペレーショナルリスク、規制リスク、レ
ピュテーションリスクなどが挙げられます。

インベスコの全社的リスク管理の枠組みでは、
事業戦略、ガバナンス、投資、顧客、人材、

オペレーションなどの分野に特に重点が置か
れ、投資と事業におけるリスク管理を構造
化しています。インベスコの経営陣は、取締
役会の監督を受けながら、弊社グループのリ
スク管理プロセスだけでなく全体的なリスク

特性を理解する責任を負っています。

最終的に、インベスコのエンタープライズリス
クマネジメントの枠組みは、会社、財務諸
表、法律・倫理の遵守、そして顧客やビジ

ネスパートナー、株主との健全な関係の維
持に役立っています。

インベスコのエンタープライズリスク管理の枠
組みは、経営体制や財務諸表の完全性を
担保し、顧客・株主との健全な関係維持を

保証します。

インベスコにおけるエンタープライズ
リスク管理の枠組み

コンプライアンス ・ 社内監査

重点を置くリスク領域

事業戦略

ガバナンス
投資 顧客 オペレーション 財務

取締役会

経営陣

インベストメント リスク マネジメント ビジネスリスクマネジメント
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出所:インベスコ

人材



投資リスク

5.2.1 インベスコの3つの防衛ライン
気候変動および炭素排出に関連したデータへのアクセスは、インベスコの投資リスク管理プロセスに
とって必要不可欠です。すべての運用拠点が、直接またはグループ内のESGデータチームを通じて、
関連データにアクセスすることが可能です。

また、インベスコのグローバルESGチームは弊社グループ内の全保有銘柄をスクリーニングし、脱
炭素の観点でハイリスクな企業を特定しています。インベスコでは、Sustainalyticsの炭素分析
スクリーニングツールを活用して、気候変動に関連したエンゲージメント活動に焦点を定めており、

ツール活用対象の規模を拡大しています。

気候変動関連の投資リスクに対応するインベスコのアプローチは、
3つの防衛ラインで成り立っています。

1. 第一の防衛ラインはポートフォリオ・マ

ネージャーとアナリストによって構成さ
れており、各アセットクラスにおける気
候関連の問題を評価します。この防
衛ラインでは、投資家が既に使用し
ている他のESG指標を補強するため

に、独自のESG評価手法を用いた
データを活用します。

運用チームでは気候変動リスクを分析
する際に、様々なデータプロバイダーに
よって入手した社外スコアも活用する

ケースがあります。主な提供元は、
Sustainalytics、カスタマー・データ・プ
ラットフォーム（CDP）、インスティ
テューショナル・シェアホルダー・サービス
（ISS）、MSCI、クライメート・ボンド・
イニシアチブなどです。CDPは、セルサイ

ドのブローカーによるリサーチを補完する
ためのデータも提供しています。

運用チームによる評価が、企業や発行
体とのエンゲージメントにつながる可能

性があります。 2.2章に記載のとおり、
一部の運用チームでは、ESGや気候変
動リスクがCIOによる監督プロセスに正
式に組み入れられています。

2. 第二の防衛ラインは、コンプライアンス
に特化したチームおよび機能です。この
防衛ラインでは、気候変動リスクを含
むすべてのESGリスクのモニタリングと監
督を行います。

3. 第三の防御ラインは、内部監査部門に

よる定期的なESG活動の独立した評価
です。

内部監査は、リスク管理・統制、ガバナンス
のプロセスの有効性を評価し改善するため
に、体系的かつ規律あるアプローチに基づ

いています。インベスコの業務に付加価値
の付与・改善を目的として、組織全体に独
立した客観的な保証と助言を提供してい
ます。また、インベスコのESG実践の完全
性、一貫性、クオリティを高め、グローバル

ESGチームにリスク管理のアドバイスを提
供します。

インベスコの規律あるアプローチは、
リスク管理プロセスの有効性を評価・改善し、
誠実な運用業務の一貫性・クオリティを高めることを
目的としています。

5.2.2   事例

英国ヘンリーにおけるESGオーバーサイト・プロセス

英国の運用拠点ヘンリーで採用されているESGオーバーサイトプロセスは、2つのステージによって構成されています。

Imagesources:Invesco.

１．ESGレビューは、ポートフォリオ・マネージャー

とアナリストのミーティングを中心に、半年ごと
に行われます。ポートフォリオ内のESGに関
連する側面を検証し、ポートフォリオレベルで
のカーボン排出量と強度に関する議論や、
高排出量の発行体の評価などを実施します。

2. CIOチャレンジは、CIOと各ポートフォリオ・マネー

ジャーとの間で少なくとも年に1回開催される正
式なレビュー・ミーティングです。インベストメント・
オーバーサイトチームはレビュー会議に先立って、
ポートフォリオに関する詳細なレビューを作成しま
す。このレビューには、炭素集約度との関連性を

含むESGパフォーマンスの内訳が含まれ、ポート
フォリオ・マネージャーのESG統合レベルを分析す
ることが可能です。



規制リスク

5.3.1 主な新規制分野

気候変動とサステナブル金融をめぐる規制は、

急速な発展を続けています。これまで欧州・
中東・アフリカ地域（EMEA）が当分野を
リードしてきましたが、アジア太平洋の多くの
国・地域の規制も急速に進展しています。

重要なことは、国際的な統一を目指す動き

が具体化しつつあることです。地域における
規制の特殊性は地域の事情を反映していま
すが、世界中で進展している新たな規制は、
大きく3つの分野に分類されます。

気候変動とサステナビリティの報告

企業による気候変動やサステナビリティに関

する情報開示を促進するため、規制当局
の取り組みが活発化しています。その中に
は、国際財務報告基準財団（IFRS）の
支援の下、TCFDの勧告を基にしたグロー
バルスタンダードの提案が含まれます。上場

企業、投資家として、そして開示情報の作
成者・利用者として、インベスコはこれら規
制の進展に強い関心を持っています。

ESG開示

顧客へのESG関連プロダクトの情報開示が
公正かつ明確であることを保証する規制がま
すます重視されています。EUのサステナブル
ファイナンス開示規則（SFDR）や米国証
券取引委員会によるFund Names Ruleや
気候変動関連の開示規制などの動きもあり
ます。

タクソノミー

環境に配慮したサステナブル投資を定義・
普及させる手段として、タクソノミーへの関心
が高まっています。現在、EUの分類法と中
国のグリーンファイナンス・カタログが先駆的に
進展していますが、英国、シンガポール、香

港など他の地域での関心も高まっており、サ
ステナブル金融に関する国際プラットフォーム
（IPSF）の支援のもと、統一化に向けた
議論も進められています。インベスコはこの
分野における進展をモニタリングし、規制当

局や政策立案者との関わりを模索していま
す。

5.3.2   事例

SFDRの実施と気候変動に関する指標

インベスコは、2021年3月10日にEUの持続

可能な金融情報開示規則（SFDR）のレ
ベル1要件を導入しました。 また、2021年2

月に発表された欧州監督当局の規制技術
基準（RTS）で定められたレベル2要件や、
UCITS、AIFMD、MiFIDに関連した変更へ

の対応にも取り組んでいます。

インベスコでは、プロダクトおよび企業レベ

ルでのSFDRの実施を管理および実行す
るマルチ・ファンクション・プロジェクトグループ
を設置しています。PAI（Principal 

Adverse Impact；サスティナビリティへの
主要な悪影響）ワークストリームでは、

PAI要件の実現を任務としています。イン
ベスコは、PAIの適用対象（従業員500

人以上の企業）となるため、企業レベル
では2021年6月30日から、プロダクトレベ
ルでは2022年12月31日からPAIに関す

る報告を実施する予定です。
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英国
ブレグジット後の英国では、EUのサステナブ

ルファイナンス開示規則（SFDR）を適用
せずに、タクソノミーと気候変動ベンチマーク
規制を取り入れています。英国はCOP26

気候変動会議に向けて気候問題への重点
的な取り組みを始め、以下の通りサステナブ

ルファイナンスに関してEUレベルへの到達を
目指すと発表しています。

•経済活動全体におけるTCFD開示を
2025年までに義務付け。

• EU規定の科学的根拠に基づく指標を
ベースとしたUKタクソノミーの導入

• グリーンギルトの発行

米国
バイデン大統領の選出により、ESG投資

を抑制したトランプ時代の規則の撤回に
大きな期待が寄せられています。新政権
では、新たな情報開示規制の導入に注
力することが予想されます。

•上場企業の発行体への主要ESG課題
に関する情報開示の義務付け

•資産運用会社の開示義務、ファンドの
デューデリジェンス強化

• 格付機関、議決権行使助言会社、イ
ンデックスプロバイダー、証券取引所への
市場参加者に対する情報開示の義務
付け

•開示情報を比較評価するための基準と
タクソノミー

オーストラリア
オーストラリアでは2020年11月に「サステナブ

ルファイナンス・ロードマップ」が発表され、4つ
のテーマを中心に37の提言が盛り込まれてい
ます。

• リーダーシップへのサステナビリティの導入

• サステナビリティの実践

• サステナブルファイナンス市場の構築

•すべてのオーストラリア人のためのレジリエン
スの実現

カナダ
2019年に発表された「サステナブルファイナン

スに関する有識者会議」の最終報告書には、
以下の3つの柱に沿って15の提言が盛り込
まれています。

•機会の定義

•市場規模拡大のための基盤

•持続的成長のための金融商品
と市場

サステナブル金融をカナダで主流化し、気候
変動に配慮した未来の構築に向けて変革的
な経済利益をもたらす市場構造と金融商品
の開発・拡大を目的としています。

香港
香港ではサステナブルファイナンス推進のため

の合同委員会「Green and Sustainable 

Finance Cross-Agency Steering Group

」を設立し、2020年12月に6つの重点項目
を設定しました。

•気候関連金融リスクマネジメントの強化

• リスクマネジメント、アセットアロケーション、
投資家保護のための、あらゆる気候関連
情報の流通促進

•金融業のキャパシティビルディング強化と

市民の意識喚起

• グリーン・サステナブル分野への資金流
入を目的としたイノベーション促進とイニ
シアチブ設定

•香港の粤港澳大湾区をグリーンファイナ
ンスセンターにするための中国本土にお

けるファイナンス機会の獲得

•地域レベルおよび国際レベルでの協働
強化

世界におけるESG 

EUは現在、サステナビリティ関連の規制における枠組みを開発する上でリーダー的存在であり、

他の国・地域より大きく先行しています。しかし、国・地域間で枠組みの一貫性が欠如することは、
サステナブルファイナンスをますます複雑なものにする懸念があります。この問題に対処するため、
現在、世界的な統一と一貫性を促進する多くの国際的なイニシアチブが進行しています。



•温室効果ガス総排出量、およびScope1、

Scope 2、Scope 3に分類される排出量

• カーボンフットプリント

•投資先企業の温室効果ガス排出強度

•化石燃料関連セクターを事業とする
企業への投資割合

• 投資先企業の非再生可能エネル
ギー消費量および再生可能エネル
ギー源と比較した非再生可能エネ

ルギー生産量源の割合（％）

•投資先企業および気候変動に大
きな影響を与えるセクターにおける
売上高100万ユーロあたりのエネル
ギー消費量（GWh）

•生物多様性に負の影響を与え得る地域に

事業所を持つ投資先企業の事業活動の
モニタリング、および負の影響を与える場合
の当該企業への投資持分

•投資額100万ユーロあたりの投資先企業による
排水量（トン・加重平均）

•投資額100万ユーロあたりの投資先企業による
有害物質排出量（トン・加重平均）

• UNGC原則またはOECD多国籍企業ガイ

ドラインの違反に関与した投資先企業への
投資持分

• UNGC原則またはOECD多国籍企業ガイ
ドラインの遵守を監視するための方針、ある
いはそれら原則への違反に対処するための

苦情処理手順がない投資先企業への投
資持ち分

•投資先企業の男女間賃金格差の平均値

•投資先企業の役員の男女比の平均値

•非人道的兵器の製造・販売に関わる投
資先企業への出資比率

ソブリン債発行体

•投資先の国における温室効果ガス排出強
度

•国際条約・協定、国連の原則および国内
法で言及される社会的違反の対象となる
投資先の国数（絶対数および全投資先
国数での相対数）

不動産

•化石燃料の採掘、貯蔵、輸送、製造
に関わる不動産資産への投資割合

• エネルギー効率の悪い不動産資産へ

の投資割合

レベル１要件
欧州委員会は、企業レベルでのサステナビリ

ティへの主要な悪影響（以下、PAI）に関
するレベル1報告について、非財務報告指
令や他の国際基準に基づく既存の非財務
情報開示に依拠してもよいとの見解を示し
ています。よって、インベスコでは、CR、スチュ

ワードシップ報告書、気候変動報告書を含
む情報開示をSFDR第4条に基づいて開
示することを計画しています。.17

レベル2要件
規制と顧客のニーズを満たすために、インベ
スコのPAIワークストリームは、レベル2のPAI

要件に関する検討と実践を行っています。こ
のプロジェクトでは、SFDRの細則（RTS）
で概説されているPAI指標を検討するため
のデータ分析およびデータベンダーとの連携、
PAIを検討する対象プロダクトの定義、要

件を組み込んだ方針の見直し、方針に沿っ
たプロセスの確保、契約前開示のための目
論見書の更新、定期的な報告要件を満た
すためのプロセス改良に取り組んでいます。

今後の展望

インベスコでは、SFDR第8条およびPAIに基
づくESGプロダクトに関して、欧州委員会が
提案する広範な規制対応を採用しながら、
顧客ニーズを満たし、RTSに規定される要
件を満たす取り組みを実施しています。主な
取り組みは以下のとおりです。

• RTS第II章で規定された詳細要件を考

慮し、SFDR第4条に基づく企業レベル
の開示とSFDR第7条に基づくプロダクト
レベルの開示に対応。

•第Ⅲ章および第Ⅳ章に基づく第6条、第

8条および第9条に該当するプロダクトの
ウェブサイト開示要件を満たす情報開示、
ならびに第Ⅴ章に基づく第8条および第9
条に該当するプロダクトの定期報告にお
ける情報開示に対応。

•規制の要件が既存プロセスにどのように影響
するのか分析し、その結果を検討。ウェブサイ
トでの開示情報、定期運用報告書のテンプ
レートを更新し、規制の施行スケジュールより
も早く要件に対応するための強固なプロセス

を確保。

•顧客ニーズを満たすプロダクトを提供し続
けるためにサステナブルリスクと選択の問題
を考慮し、市場分析を含んだプロダクトの

ガバナンスプロセスの評価・見直し・改善を
実施。

• UCITS、AIFMD、MiFIDの要件に対
応し、サステナブルリスクを考慮したリスク

管理方針の改善と、方針を実施するた
めのプロセスの確立。

• UCITS、AIFMD、MiFIDにおける利益
相反および組織要件に対応し、他のワー

クストリームが活動や成果物に対して必
要なガバナンスの承認を得ることをサポー
ト。

17 規制上の期限である2021年6月30日迄にPAIステー

トメントを発表しました。

サステナビリティへの主要な悪影響に関する指標

発行体

インベスコでは、環境、社会、従業員、人権尊重、

汚職防止、贈収賄防止に悪影響が生じることによって

長期的な企業価値が毀損すると認識しています。

Imagesource:Invesco.



指標と目標

第6章では、インベスコの運用戦略内において
気候関連リスク・機会の評価に使用する
指標と、リスク管理プロセスの概要を説明します。
また、炭素排出量に関連するリスクの詳細に
ついても記載しています。
最後に、インベスコが気候関連のリスク管理に
用いる目標と、その進捗について説明します。

“インベスコの目標は、

環境に関する指標のひとつひとつを

ネットゼロに向けた旅に整合させて
いくことです。”



指標

6.1.1 ESGintelのフォーカス項目

3.4章で記述のとおり、気候関連の指標はインベスコ
のESG統合プロセスの重要な要素となっています。気
候関連指標は、インベスコの独自の評価ツールである

「ESGintel」の中心となっています。

右図では、ESGintelにおいて気候変動や環境に関す
るトピックがどのように組み入れられているかを示していま

す。前述のとおり、これら環境指標をネットゼロへの道
筋に合致させることが目的です。

有害物質の排出

窒素酸化物の年間排出量

二酸化硫黄、粒子状物質の

年間排出強度

循環型ビジネスモデル

リサイクル材の投入、廃棄物のリサ

イクル率、廃棄物発生量の強度

エネルギー管理

クリーンエネルギーの使用量と

エネルギー使用強度

水資源の管理

水のリサイクル率、水の消費強度、

水不足の地域での事業活動

低炭素社会への移行

科学的根拠に基づく削減目標の設定、
移行イニシアティブの評価

気候変動

カーボン・ディスクロージャー・

プロジェクト（CDP）のグレード、

Scope1、2、3の排出強度

環境管理システム

ISO認証取得サイトの

割合と売上高あたりの

環境制裁金

サプライチェーンマネジメント

サプライチェーンにおける社会問題

ダイバーシティ
経営層の男女間賃金格差、機会均等

女性管理職の比率

従業員と経営陣の関係

従業員の組合加入や

団体交渉

労働関連の問題

健康と安全

災害度数率、従業員および請負業者の
死亡事故、安全衛生上の問題点

労働力の維持

社員教育の総時間、

社員の離職率

製品の品質と安全性

製品の安全性と品質に関する問題、

品質管理システム、顧客クレーム

データプライバシーとセキュリティ

データプライバシーの方針、

セキュリティに関する問題

報酬とアラインメント

株式報酬の平均権利確定期間、

悪質な給与慣行、相対的な給与水準に

関する懸念、インセンティブプランに関するE&S指標

監査と株主の権利

監査委員会の独立性

内部統制の脆弱性、

不平等な議決権または取締役選任権

取締役会の構成

取締役会の独立性、取締役会レベルで
の性別の多様性、議長の独立性の状況

ビジネス倫理

贈収賄・汚職防止政策、
汚職レベルの高い国からの収益割合

ロビー活動と贈収賄に関する問題、
反競争的な問題、
税務・会計に関する問題

資本配分

5年間のキャッシュROIC

Environmental  

Social 

Governance

主要な ESGintelのパフォーマンス評価指標

気候関連の指標は、インベスコのESG

統合プロセスにおける重要な

要素です。
出所:インベスコ



6.1.2 炭素排出指標

私たちは、ESG分析に用いる気候データツールおよび脱炭素
戦略に焦点を当てた運用ソリューションの一部として、炭素排
出指標を活用しています。また、投資先企業の排出量データ
開示を強化し、エネルギー転換に関する活動・計画を調査し、
その進捗をモニタリングするために、投資先企業と連携してい

ます。

多くの運用戦略において、投資先企業における脱炭素の進
展を奨励するアプローチをとっています。現在、顧客や投資
先企業との気候変動への取り組みを強化し、運用パフォー
マンスを向上しつつ二酸化炭素排出量を削減可能なソ

リューションを設計しています。

現在、インベスコの顧客向け報告書には、以下の指標
が含まれています。

• ポートフォリオ・レベルの加重平均炭素排出量
（Scope1、Scope2、Scope3）とベンチマークとの
比較

• ポートフォリオ・レベルの加重平均炭素排出強度
（Scope1、Scope2、Scope3）とベンチマークとの

比較

インベスコ・フィックスト・インカムのレポートでは、Scope1、
Scope2、Scope3の炭素排出強度をそれぞれ開示して
います。

上記指標に加えて、FactSetには下記分析機能が組み
込まれています。

• セクターレベルの加重平均炭素排出量（Scope1、
Scope2、Scope3）とベンチマークとの比較

• セクターレベルの加重平均炭素排出強度
（Scope1、Scope2、Scope3）とベンチマークとの
比較

•炭素排出強度の高い上位発行体の特定

• ポートフォリオとベンチマークの加重平均炭素排出量
（Scope1、Scope2、Scope3）および加重平均
炭素排出強度（Scope1、Scope2）の時系列

データ

•科学的根拠に基づく目標および物理的/移行リスク
に基づいたポートフォリオとベンチマークの保有発行体
の統計情報

6.1.3 サステナビリティへの主要な悪影響（PAI）の評価指標

5章3-2で記述のとおり、インベスコは、欧州監督機関の規制技術基準で概説されているPAIを考慮・実施しています。
下表は、関連する測定基準を詳述したものです。

PAIの主要な評価指標の概要

適用範囲 区分
サステナビリティ指標の

要因 # 要因のサブ項目 指標

投資対象企業に

適用される指標
環境関連指標 温室効果ガス排出 1 温室効果ガス排出 Scope 1 温室効果ガス排出量

Scope 2 温室効果ガス排出量

Scope 3 温室効果ガス排出量（2023年1月より ）

合計 温室効果ガス排出量

2 カーボンフットプリント カーボンフットプリント

3 投資先企業の温室効果ガス排出強度 投資先企業の温室効果ガス排出強度

4 化石燃料関連企業への投資比率 化石燃料関連企業への投資比率

5 消費・生産に占める非再生可能エネルギーの割合 投資先企業の非再生可能エネルギー消費量および

非再生可能エネルギー生産量の再生可能エネルギー源への
割合（％）

6 気候変動への影響が大きい部門の

エネルギー消費強度

投資先企業における売上高100万ユーロ当たりの

エネルギー消費量（GWh）

生物多様性 7 生物多様性に影響を与え得る地域にマイナスとなる活動 生物多様性に負の影響を与え得る地域に事業所を持つ

投資先企業の事業活動、および負の影響を与える場合の

当該企業への投資持分

水 8 排水量 投資額100万ユーロあたりの投資先企業による排水量

（トン・加重平均）

廃棄物 9 有害廃棄率 投資額100万ユーロあたりの投資先企業による有害物質排出量

（トン・加重平均）

社会・従業員の人権

尊重、汚職防止、

贈収賄防止に関する

事項

社会・従業員に関する
事項

10 国連グローバル・コンパクトの原則および経済協力開発機構

（OECD）の多国籍企業ガイドラインに違反する行為

UNGC原則またはOECD多国籍企業ガイドラインの違反に

関与した投資先企業への投資持分

11 UNGC原則またはOECD多国籍企業ガイドラインの遵守

を監視するための方針への違反に対処するための苦情処

理手順

UNGC原則またはOECD多国籍企業ガイドラインの遵守を

監視するための方針、あるいはそれら原則への違反に対処す

るための苦情処理手順がない投資先企業への投資持ち分

12 男女間賃金格差 投資先企業の男女間賃金格差の平均値

13 役員の男女比 投資先企業の役員の男女比の平均値

14

投資対象のソブリン・

国際機関に

適用される指標

– 環境 15

非人道的兵器（対人地雷、クラスター弾、化学兵器、生物

兵器）へのエクスポージャー

– 社会 16 投資対象国における社会的違反 国際条約・協定、国連の原則および国内法で言及される社

会的違反の対象となる投資先の国数（絶対数および全投資

先国数での相対数）

– 化学燃料 17 不動産を通じた化石燃料へのエクスポージャー 化石燃料の採掘、貯蔵、輸送、製造に関わる不動産資産

への投資割合

– エネルギー効率 18 エネルギー効率の低い不動産資産へのエクスポージャー エネルギー効率の悪い不動産資産への投資割合

出所:インベスコ

温室効果ガス排出強度 投資先の国における温室効果ガス排出強度

非人道的兵器の製造・販売に関わる投資先企業への出資

比率

投資対象不動産に

適用される指標



目標

6.2.1 運用レベル

インベスコでは気候変動への取り組みに関して、
運用レベルでの下記目標を設定しています。

•遅くとも2022年3月までに、NZAMIのコミットメ

ントに沿って、資産運用残高におけるネットゼロ
達成計画を提示します。現時点では、2050年
までにネットゼロを達成するというグローバルの目
標に向けて、資産運用残高における達成割合
を定義すべく、運用チームやお客様と協働してい

ます。

• インベスコでは、2023年までに資産運用残高の
100%にESGを統合することを引き続き目指し
ています。2020年には、資産運用残高の75％
においてESG統合を達成しました。18

•私たちは、Climate Action 100＋などのプログ

ラムを通じて、対企業への気候関連エンゲージ
メントでの目標を明確に定め、それに応じた活
動を増やし続けています。

•株式、社債、ソブリン債、不動産投資に関して、
気候変動シナリオ分析を実践するための十分な
ケイパビリティを整えています。2019年時点で、

2023年までにシナリオ分析の対象となる関連
ポートフォリオの選定基準の定義を目標としまし
た。その結果、インベスコすべての運用ソリュー
ションで、評価および管理を目的としたシナリオ
分析が利用可能となりました。

• 2019年時点で、2023年までに顧客向けレポー

トに気候関連指標を盛り込むことを目標としまし
た。現在、顧客向けレポートの大部分にはカー
ボン指標が含まれており、シナリオ分析を追加す
ることも可能です。

•当べージの表には、2019年に設定した目標の

達成進捗を記載しています。

18 インベスコでは、ポートフォリオのESG考慮のレベルを測定

するために、社内フレームワークを使用しています。現在、

インベスコの投資チームの約75％が、最小限ではあるも

のの体系的なESG統合レベルを達成しています。

6.2.2  不動産運用での目標

インベスコ・リアル・エステートでは、2050年までに
ネットゼロ・エミッションを達成するという目標を全
面的に受け入れています。このコミットメントは、
「グローバル不動産ESG+Rレポート2020」にて
詳しく説明しています。19

インベスコでは、建物のエネルギー、排出物、排水、
廃棄物のレベルの測定および定期報告に継続的
に取り組んでいます。この取り組みの主な目的は、
インベスコで管理する全ての不動産ポートフォリオ
のパフォーマンスを継続的に改善することです。

私たちは、物件レベルで複数の目標を設定し、
少なくとも年1回の見直しを実施しています。

目標には以下が含まれます。

• エネルギー使用量および排出量を今後10年間で
各年3％削減。地球温暖化を産業革命以前の
水準から2℃以下に抑えるというパリ協定の包括
的な目標に沿ったターゲットとなっています

•水使用量の年1％削減。

•廃棄物転換率の年1％向上。

2019年に設定した運用レベルの目標の進捗状況

シナリオ分析 クライアント・レポーティング

2023年に

向けての目標

今後3年間で資産運用残高の

100% に ESG統合を導入。
Climate Action 100＋などの

プログラムを通じて、気候変動

への取り組みにおける目標を設
定。

2023年までにシナリオ分析の対

象となる関連ポートフォリオの選
定基準を定義。

2023年までに顧客向けレポー

トに気候変動に関する指標を
掲載。

進捗
AUMの過半数において一定レ

ベルでESG統合を実施済み。
Climate Action 100＋対象

のとなる気候変動対策エンゲー

ジメントを7社と実施。

グローバル株式とグローバル社

債のシナリオ分析、および選択
したファンドのパイロットシナリオ

分析を実施。

多くの顧客向けレポートに炭素

指標を掲載済み。

19「グローバル不動産ESG+Rレポート2020」はインベスコのウェブサイトでご

覧いただけます。

2023年までにインベスコの

資産運用残高の

100%
にESGを統合することを
引き続き目指しています。

Imagesource: Invesco.

出所:インベスコ

ESG統合およびエンゲージメント



6.2.3 企業レベル

気候変動への広範な取り組みの一環として、インベ
スコでは企業レベルで様々な目標の設定・見直し・
取り組みを続けています。これら取り組みには、グリー
ンビルディング認証、排出量、エネルギー使用量、そ
の他多数の環境指標を考慮する事項が含まれてい

ます。当ページの表では、科学的根拠に基づく方法
論とインベスコの削減目標を整合させるために設定
した各種指標を示しています。

2019年の新たなベースラインを設定する過程で、イ

ンベスコが利用する不動産物件を見直したところ、す
べてのリースが「オペレーティング・リース」のカテゴリー
に該当することを確認しました。このことは、不動産
施設での消費燃料と購入電力に関連する排出量
が、それぞれScope1とScope2の排出に該当するこ

とを意味します。この結果、弊社グループ内で
Scope1とScope2の範疇で報告する施設数が15

件から120件に増え、面積ベースでは1,616,495平
方フィートから2,670,241平方フィートへと65%増加
しました。さらに、新たなベースラインにはScope 3で

報告する項目が追加され、その中には、購入したプ
ロダクト・サービス、資本財、業務上発生した廃棄物、
出張、従業員の通勤（在宅勤務を含む）による排
出が該当しています。

環境への負担を軽減するために、

インベスコでは従業員、オフィス、業務上の

目標を達成するよう努力しています。

インベスコの気候変動に関する企業指標（2019-2020年）

2020

環境指標21, 22, 23, 25

組織全体 LEED認証の取得物件数 5

ISO14001登録オフィスで勤務する従業員の割合 72%

温室効果ガス

および

エネルギー

廃棄物

排水

総エネルギー消費量 (MWh)24 69,742

Scope 1(tCO2e) 2,166

Scope 2 (所在地ベース) (tCO2e) 31,064

Scope 2 (市場ベース) (tCO2e) 31,455

Scope 3 (除く投資額) (tCO2e) 293,602

埋立廃棄物(トン) 92

焼却廃棄物(トン) 189

処理方法不明の廃棄物(トン) 3

堆肥化廃棄物(トン) 20

クローズドループリサイクル(トン) 68

オープンループリサイクル (トン) 38

処理水量 (m3) 74,673

水資源リサイクル量 (m3) 2.4

排出水量 (m3) 13,076

20 オフィスにおける継続的なエネルギー効率化の取り組みに加えて、コロナウイルス感染拡大によってグループ内のエネルギー使用量や出張が大幅に減少した結果です。
21 この表で報告している温室効果ガス排出量およびその他環境関連情報は、インベスコの経営支配下にあるエンティティのデータを掲載しています。経営支配とは、GHGプロトコルで定義されているものと一致
し、旧会社またはその子会社が、事業所における運営方針を導入・実施する全権限を持っている場合において経営支配を有していることになります。

22 エネルギー指標には、旧オッペンハイマーファンズのオフィスは含まれていません。同社オフィスはISO 14001の認証を受けた施設ではなく、計算のために必要なデータを提供す
るリソースが報告時にはありませんでした。

23 2017年および2018年の環境定量情報は更新を加えたため、2018年のCSR報告書で開示した金額とは異なります。
24 MWh=メガワット（時）
25 今後、インベスコは2019年を基準として環境データを報告し、弊社グループのオフィス物件をSBTiと整合します。



事業活動における気候変動への対応

この章では、気候変動に関連する問題に
対処するためにインベスコが取っている業務
レベルでの措置について概要を説明します。
詳細については、1.4章で言及した2020年
の企業責任報告書でご覧いただけます。

“インベスコでは

働きやすい社内環境を心がけるだけではなく

環境への影響を最小限に抑える

業務方法を優先します。”



インベスコの環境マネジメントシステム（EMS）

インベスコは、環境フットプリントの継続削減と責

任ある企業運営により、持続可能な企業運営を
行っています。私たちは、天然資源を有効に利
用し、可能な限り効率を高め、従業員や来訪者
に安全で健康的な職場を提供することに重点を
置いています。

インベスコは、他業界と比較して環境フットプリント
が比較的小さい企業です。当報告書の冒頭で詳
しく説明したように、投資運用と投資先企業との
エンゲージメントを通じて、私たちが環境に影響を
与える機会を最大化することができます。このよう

な取り組みは、インベスコの事業と従業員だけで
なく、顧客や株主、地域社会にとっても最善の利
益となると考えます。

環境マネジメントシステム（EMS）は、各拠点およびグ

ローバル全体で環境負荷を管理するための枠組みです。
EMSは、ISO14001の要求事項およびその他の関連す
るコンプライアンス義務を満たし、毎年社内でのレビューを
実施しています。EMSのガバナンス体制は、右図のとおり
です。

また、インベスコでは、独立系コンサルタントであるS2 

Partnership LtdとそのIT運用プラットフォームである
RiskWiseを利用して、世界中全施設の監査を行っています。
この監査では、安全リスクを評価し、弊社グループの業務が
現地の規制や国際的なベストプラクティスに沿っていることを
確認しています。 2020年には、99.5%のリスクが制御されて
いるとの結果になりました。

インベスコのEMSガバナンス体制

Global Corporate Properties Team

Local Environmental  

Operations Representative

Local Environmental  

Management Representative

Local 

Management

GreenTeams

Local Environmental  

Management Team

シニア・マネージング・ディレクター /

最高総務責任者（CAO）

Head ofGlobal Corporate Services

Global Health Safety &  

Environmental Manager

Regional Operations  

Director, Facilities

Head ofCorporate  

Properties

インベスコは、環境フットプリントの継続削減と
責任ある企業運営により、

持続可能な企業運営を行っています。

Imagesource:AdobeStock.

出所:インベスコ



インベスコの環境に関する優先事項

インベスコでは、働きやすい環境を心がけるだけで

なく、環境への影響を最小限に抑えるような業務
方法を優先しています。エネルギー使用量と炭素
排出量の削減目標を含む地球環境へのコミットメ
ントと目標に関する方針を設定し、その達成を確
実にするために積極的に進捗を測定しています。

2019年から2020年にかけてのコミットメントとその進
捗を当ページの表にまとめています。

コミットメント 2020年の進捗

維持
ISO14001:2015のグローバル認証取得

ISO14001:2015グローバル認証を保持。

2020年現在、全世界の70%の事業所がISO14001を取得。

削減
気候変動への影響を緩和するため、

SBTの目標に沿ったエネルギー使用量と

排出量を毎年4.2％、2030年までに

46％削減と設定。

世界的なコロナウイルス感染拡大によって世界中ほとんどのオフィスが閉鎖されたこ

とにより、スコープ1、2、3の排出量は減少

2019年～2020年：15％削減

2020年のグロス排出量は前年比15％削減
従業員数や資産スペースでの調整後削減比率は、それぞれ9％、10％

継続

スコープ3に該当するグループ内の航空・

鉄道利用による排出量をオフセット

インベスコは、出張によって生じるスコープ3の排出量をオフセットするために、

カーボンオフセットサービスの提供で知られるClimateCare社と提携しました。

インベスコは現在、ClimateCare社の２つのプロジェクトを支援しており、2020

年には5,426 tCO2e（二酸化炭素換算トン）をオフセットする計画です。

インドネシアのリンバ・ラヤ生物多様性保護区
VCS (Verified Carbon Standard)
当保護区は、地域政府によって4つのパームオイル農園への転換が計画され

ていました。当保護区の30年間の土地所有権を得ることで、約16万ヘク
タールの熱帯雨林と泥炭湿地帯の保護に取り組んでいます。このプロジェクト
により、30年間で1億3,000万トン以上のCO2削減が期待されています。

バングラデシュのボンドゥ基金による調理用コンロの普及活動
Gold Standard
バングラデシュでは、クリーンな方法で食事の調理をすることができる家庭は全

体の20％未満であり、環境汚染物質を放出し、呼吸器疾患などの原因とな
る直火が使用されています。このプロジェクトでは、現地企業にトレーニングを
提供して調理用コンロを販売することで、バングラデシュにおけるクリーンで持
続可能な調理用コンロの市場確立を支援しています

エンゲージメント
年間2回以上の環境および

地域社会のイベントや

取り組みへの参加・支援

コロナウイルス感染拡大により、例年より少ないイベントへの参加となりました。

いくつかのオフィスでは、地元のレストランやパン屋が閉店していたため、乾燥
食品、缶詰、生鮮食品を地元のフードバンクに寄付しました。

環境へのコミットメントと進捗

出所:インベスコ



当資料ご利用上のご注意

当資料は情報提供を目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（以下、「当社」といいます。）が当社グループの各運用拠点に在籍する運用プロフェッショナル

（以下、「作成者」）が作成した英文資料を当社グループから入手し抄訳・編集してご提供するものであり、法令に基づく開示書類でも金融商品取引契約の締結の勧誘

資料ではありません。抄訳には正確を期していますが、必ずしも弊社が保証するものではありません。また抄訳において、原資料の趣旨を必ずしもすべて反映した内容になっ

ていない場合があります。抄訳と原文に相違が生じた際には原文が優先するものとします。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性

あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は、将来の運 用成果を保証するものではありません。当資料に記載された一般的な経済、市場に関

する情報およびそれらの見解や予測は、いかなる金融商品への投資の助言や推奨の提供を意図するものでもなく、また将来の動向を保証あるいは示唆するものではありま

せん。また、当資料に示す見解は、インベスコの他の運用チームの見解と異なる場合があります。本文で詳述した当資料の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結

果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。当資料につい

て事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。

受託資産の運用に係るリスクについて

受託資産の運用にはリスクが伴い、場合によっては元本に損失が生じる可能性があります。各受託資産へご投資された場合、各受託資産は価格変動を伴う有価証券に

投資するため、投資リスク（株価の変動リスク、株価指数先物の価格変動リスク、公社債にかかるリスク、債券先物の価格変動リスク、コモディティにかかるリスク、信用リスク、

デフォルト・リスク、流動性リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、中小型株式への投資リスク、デリバティブ｟金融派生商品｠に関するリスク等）による損失が生じるおそ

れがあります。ご投資の際には、各受託資産の契約締結前書面、信託約款、商品説明書、目論見書等を必ずご確認下さい。

受託資産の運用に係る費用等について

投資一任契約に関しては、次の事項にご留意ください。【投資一任契約に係る報酬】直接投資の場合の投資一任契約に係る報酬は契約資産額に対して年率0.88％

（税込）を上限とする料率を乗じた金額、投資先ファンドを組み入れる場合の投資一任契約に係る報酬は契約資産額に対して年率0.605％（税込）を上限とする料

率を乗じた金額が契約期間に応じてそれぞれかかります。また、投資先外国籍ファンドの運用報酬については契約資産額に対して年率1.30%を上限とする料率を乗じた

金額が契約期間に応じてかかります。一部の受託資産では投資一任契約に加えて成功報酬がかかる場合があります。成功報酬については、運用戦略および運用状況な

どによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。 【特定(金銭)信託の管理報酬】 当該信託口座の受託銀行である信託銀行に管

理報酬をお支払いいただく必要があります。具体的料率については信託銀行にご確認下さい。【組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料等】 当該費用につ

いては、運用状況や取引量等により変動するものであり、事前に具体的な料率、金額、上限または計算方法等を示すことができません。【費用合計額】上記の費用の合

計額については、運用状況などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
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