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脱炭素化実現には大規模な投資が必要
国際エネルギー機関（IEA）は、2050年に二酸化炭素

（CO2）排出ネットゼロ（NZE）を達成するには、エネル
ギー関連投資の大幅な拡大が必要としています。NZE達成
には、世界のエネルギー関連投資額は2016～2020年にお
ける年平均２兆ドルをやや上回る程度の水準から、2030
年までに約５兆ドルへの増加が必要とされました（図表
１）。セクター別には、燃料生産、発電、インフラ（例：
電気自動車の充電設備、CO2パイプライン・貯蔵施設、
水素給油スタンド）、輸送（同：電気自動車や燃料自動車
の普及）、建物（同：全ての新築建物が脱炭素仕様）など
広範囲にわたります。また同機関が今年10月に公表した
報告書では、1.5℃シナリオ（世界の平均気温上昇を産業
革命前に比べ1.5℃以下に抑える）への道を開いておくた
めには、クリーンエネルギー化の一層の推進などの施策が
必要との旨が提言されています。
脱炭素化分野において今後見込まれる大規模な投資資金

を賄うには、民間金融の役割が大きいとされます。資本市
場を通じた民間資金を活用する金融の枠組みの一つとして、
グリーンボンド（環境債）が挙げられます。

拡大する環境債市場
環境債とは、資金の使途が環境や気候の持続可能性向上

などを目的とした特定のプロジェクトや活動のために発行
される債券のことです。気候債券イニシアチブ（CBI）に
よれば、世界の環境債の発行額は増加傾向にあります。背
景として、2015年にパリ協定が採択されたことや、投資
家のESG投資への関心の高まりなどが考えられます。
2019年に前年比50%超の大幅増となったのに続き、コロ
ナ禍にあった2020年も一時発行が落ち込む時期がみられ
たものの、後半に持ち直し、前年比増加しました。2021
年も発行は堅調で、前半時点で昨年総額の４分の３に達し
ました（図表２）。その後も、秋に第26回国連気候変動
枠組み条約締約国会議（COP26）を控え世界的に気候変
動問題への関心が強まる中、３Q時点で昨年の総額を上
回ったもようです。地域・国別（2020年時点）にみると、
発行額は欧州が首位で、ドイツ、フランスなどが上位を占
めます。次ぐ北米では米国の発行が主導しています。なお
日本は、上位15位中７位にとどまっています。発行主体
別では、非金融法人の割合が直近３年間（21年は前半）
で最大となるなど、民間主導で環境債市場は拡大していま
す。また2021年はソブリン発行体も一定の存在感を示し
ています。

拡大する世界のグリーンボンド市場と
環境整備が進む日本のトランジション・ファイナンス

※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。
※上記図表などは、将来の経済、市況、その他の投資環境にかかる動向などを示唆、保証するものではありません。
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 脱炭素化に向けた大規模な投資資金を賄うため、民間金融に期待が強まる。
 世界の環境債市場は欧州主導で拡大。非金融法人の発行が目立つが、2021年はソブリン発行体も一定
の存在感を示す。いわゆるグリー二アムの存在可能性は、発行体に気候変動対応をコスト増として捉え
るこれまでの姿勢からの一段の変化を促す可能性がある。環境債の基準統一を巡る欧州の動きにも注目。

 他方で多排出企業に移行を促す環境整備も進む。日本でもトランジション・ファイナンスに関する基本
指針が示され、ロードマップ策定段階にあるなど移行に向けた整備が進む。

次ページへ続く

図表１ NZEにおける世界のエネルギー関連投資額（年平均）
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図表２ 世界の環境債の発行額

期間：2014年～2021年（年次、2021年は前半まで）
出所：CBIのデータを基にアセットマネジメントOneが作成

期間：2016年～2050年（年次）
出所：IEAのデータを基にアセットマネジメントOneが作成
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ドイツ政府は昨年環境債を初起債しましたが、今年も起
債しています。また今年はEU（欧州連合）や英政府の発
行も相次ぎました。EUの欧州委員会は10月に欧州復興基
金の財源となる環境債を起債しました。調達予定額の11
倍超の需要を集めるなど人気化しました。今後も環境債を
通じた資金調達は続く見込みです。英政府は９月に環境債
を初起債しており、資金は洋上風力発電などの再エネ施設
の建設等に充てられるようです。
こうした政府による環境債の発行が盛り上がりをみせる

背景には、いわゆるグリー二アムの存在も考えられます。
グリー二アムとは、環境債の利回りが同条件の債券との比
較で低く（価格は高く）なる現象のことです。グリー二ア
ムを巡っては、昨年９月にドイツ政府が発行したグリーン
国債が通常の普通国債よりも低い利回りで発行され、グ
リーンプレミアムとして注目されました。足元では、同グ
リーン国債の利回りは、普通国債に比べて依然低い水準に
あります（図表３）。こうしたグリー二アムの存在可能性
は、発行体に気候変動対応をコスト増として捉えるこれま
での姿勢からの一段の変化を促す可能性があります。

環境債の基準統一は欧州主導か
国際的なイニシアチブを巡っては共通の基準はなく、国

際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンド原則（環境債
発行のための４要素を規定：①調達資金の使途、②プロ
ジェクト評価と選定プロセス、③調達資金の管理、④レ
ポーティング）が実務指針として活用されています。もっ
とも、調達資金が環境改善効果のない事業に充てられるな
ど、いわゆる「グリーンウオッシュ」の問題が従来から指
摘されてきました。こうした中、ICMAは2021年６月に同
原則を３年ぶりに改訂し、新たに外部レビューや、グリー
ンボンドのフレームワーク作成を推奨事項として追加しま
した。また気候変動対応で先行する欧州では、独自のグ
リ ー ン ボ ン ド 基 準 （ EUGBS ： EU Green Bond
Standard）の制定を目指しています。7月公表の基準規則
案では、EUタクソノミーに合致した経済活動を資金の使
途とし、欧州証券市場監督機構（ESMA）に登録した環境
債のみが、「欧州グリーンボンド」の名称を利用できるな
どとしています。欧州はEUGBSを世界標準にしたい考え
で、欧州議会等での審議の行方などが注目されます。

多排出企業に移行を促す環境整備も進む
他方で、温室効果ガスを多く排出するセクターなど、事

業をすぐに脱炭素へ切り替えることが困難な企業への配慮
も課題になっていました。企業の事業戦略全体の脱炭素へ
の移行（トランジション）を支援する金融の枠組み整備の
必要性です。ICMAが2020年12月にトランジションファ
イナンスに係る指針を公表したことを受け、日本でも本年
５月に経済産業省などが主導し「クライメート・トランジ
ション・ファイナンスに関する基本指針」が策定されるな
ど、環境整備が急ピッチで進みました（図表４）。現在、
事業会社や金融機関がトランジション・ボンド/ローンを
検討する際に参照されることを念頭にしたロードマップの
策定が行われています。今年度末までに化学、電力、ガス
などのセクターで策定予定です。特に国内では、日銀が
バックファイナンスを通じて民間における気候変動対応を
支援する新たな資金供給策を導入したこともあり、来年以
降、トランジション・ボンド/ローンなどは、新たな投資
対象資産として注目されそうです。

※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。
※上記図表などは、将来の経済、市況、その他の投資環境にかかる動向などを示唆、保証するものではありません。
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図表４ 日本のトランジション・ファイナンス基本指針（抜粋）

図表３ ドイツのグリーン国債と普通国債の利回り

出所：経済産業省公表資料から抜粋
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出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成
（注）両国債とも2030年8月15日償還

・資金調達者は、トランジション戦略を構築する際、科学的根拠のある目標に
基づくべき
・目標は、2050年の長期目標に加え、中間目標（短中期目標）を含み、長期
間、一貫性のある測定方法で定量的に測定可能であるべき

４．実施の透明性

・資金調達者は、トランジション戦略を実行するに当たり、基本的な投資計画
について可能な範囲で透明性を確保すべき
・投資計画には、トランジション戦略の実行に向けて、必要な費用、投資を可
能な限り織り込むことが望ましい

１．資金調達者のクライメート・トランジション戦略とガバナンス
・パリ協定の目標に整合した長期目標、短中期目標、脱炭素化に向けた開示、
戦略的な計画を組み込むべき
・トランジション戦略には、想定される気候関連のリスクと機会に対応すると
ともに、パリ協定の実現に寄与する形で事業変革をする意図が明確に含まれる
べき
・資金調達者は、事業変革の気候変動以外の環境及び社会への寄与も考慮する
ことが望ましい

2．ビジネスモデルにおける環境面でのマテリアリティ（重要度）

・トランジション戦略の実現において、対象となる取組は、現在及び将来にお
いて環境面で重要となる中核的な事業活動の変革に資する取組であるべき
・環境面で重要となる事業活動を特定する際には、その判断に影響を及ぼす可
能性のある気候変動関連のシナリオを複数考慮することが望ましい

３．科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略（目標と経路を含む）



【投資信託に係るリスクと費用】
 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（REIT）などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもありま
す。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者
の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファ
ンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

 投資信託に係る費用について
［ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。］

 お客さまが直接的に負担する費用
購入時手数料：上限3.85％（税込）
換金時手数料：換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。
信託財産留保額：上限0.5％

 お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）：上限年率2.09％（税込）
※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担
いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の
額等を示すことができません。

その他費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）等でご確
認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あら
かじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することはできません。

※ 手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。
※ 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。

費用の料率につきましては、アセットマネジメントOne株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用におけ
る最高の料率を記載しております。

※ 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、
費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し
しますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※ 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項

【ご注意事項】
 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
 当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性

について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
 投資信託は、

1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会
社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。

2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
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