
日弁連ＥＳＧセミナーシリーズ  2021 年度 ESG（環境・社会・ガバナンス）基礎講座 第２回 

 

 

 

 

 

日  時 ２０２１年１１月２日（火）１８時～２０時 

開催方法 Ｚｏｏｍウェビナー 

主  催 日本弁護士連合会 

総合司会 原 若葉 弁護士（第一東京弁護士会所属） 

◆開会挨拶（趣旨説明）   

中野 竹司 弁護士（東京弁護士会所属）・日弁連弁護士業務改革委員会 社会的責任（CSR）と内部統制に関する PT副座長 

 

◆基調講演 

 ・「サステナブルファイナンスをめぐる現状と課題」 

   水口  剛 氏（高崎経済大学学長，サステナブルファイナンス有識者会議座長） 

 ・「サステナビリティと金融規制監督」 

   佐々木 清隆 氏（一橋大学大学院経営管理研究科客員教授，元金融庁総合政策局長） 

 ・「ＥＳＧ促進と弁護士業務」 

    鈴木 仁史 弁護士（第一東京弁護士会） 

 

◆パネルディスカッション・質疑応答 

  パネリスト 

   水口  剛 氏   佐々木清隆 氏   鈴木 仁史 弁護士 

  モデレーター 

     中野 竹司 弁護士（東京弁護士会所属）・公認会計士 

 

◆閉会挨拶  齊藤 誠 弁護士（東京弁護士会所属）・日弁連弁護士業務改革委員会 社会的責任（CSR）と内部統制に関する PT座長 

サステナブルファイナンスとガバナンスの動向 

～ESG を促進する弁護士の役割も含めて～ 
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■配布資料  

１ 各スピーカーのプロフィール ………  3頁  

２ 水口氏レジュメ       ………  5頁  

３ 佐々木氏レジュメ      ……… 29頁 

４ 鈴木弁護士レジュメ      ……… 42頁 

５ 参加者アンケート      ……… 60頁 

 

 

 

 １ 御参加に当たっての注意事項 

※本セミナーは，内容が具体的な体験談等に及ぶ可能性があるため，参加者による録音・録画等は御遠慮いただきますよう，お願いいたし

ます。 

※主催者である日本弁護士連合会は，セミナーの内容を記録し，成果普及に利用するため，セミナーの録画及び録音を行います。 

※視聴者の方々は，ウェビナー上で質問を投稿することができます。いただいた質問をセミナー中に採用させていただくかどうかは，進行

役の判断で進めさせていただきます。時間の制約上，質疑応答に十分な時間を取ることができないことを，あらかじめ御了承ください。 

※配布資料は各講師・パネリストから提供を受けたもので各講師・パネリストの意見・見解を表したものであり，日弁連の意見・見解では

ありません。 

※本セミナーの配布資料の無断転載を禁じます。 

  

２ 参加者アンケートについて 

  ※セミナー終了後，本セミナーに参加された御意見，御感想をお聞かせいただければ幸いです。 

2020 年 11 月 30 日までに，以下のＵＲＬ又は二次元コードでウェブアンケートシステムにアクセスいただき，御入力・御送信いただく

か，又は本資料末尾のアンケート用紙をプリントし，御記入の上，日弁連事務局にＦＡＸで御送信ください（FAX: 03-3580-9888）。 

    https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/esgsmnrenq/enquete/   
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スピーカー プロフィール 
講師・パネリスト 

 

水口 剛 高崎経済大学学長 

1984年筑波大学卒業。博士（経営学：明治大学）。商社，監査法人等の勤務を経て，1997年高崎経済大

学経済学部講師。2008年教授，2017年に副学長就任，2021年より現職。専門は責任投資（ESG投資），

非財務情報開示。環境省「グリーンボンドに関する検討会」座長，「ポジティブインパクトファイナン

スタスクフォース」座長，金融庁・GSG国内諮問委員会共催「インパクト投資勉強会」座長，金融庁「サ

ステナブルファイナンス有識者会議」座長等を歴任。主な著書に『ESG投資－新しい資本主義のかたち』

（日本経済新聞出版社），『責任ある投資－資金の流れで未来を変える』(岩波書店)，『サステナブルフ

ァイナンスの時代－ESG/SDGsと債券市場』（編著，きんざい）など。 

 

佐々木 清隆 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 

東京大学法学部卒，大蔵省（現財務省）入省。金融庁証券取引等監視委員会事務局長，公認会計士・監

査審査会事務局長，総括審議官を経て 2019年 7月に総合政策局長を最後に金融庁を退官するまでの間，

20年以上にわたり金融行政に従事。特に，銀行検査監督，証券市場監視，監査法人検査，コーポレート

ガバナンス，仮想通貨（暗号資産）を含むデジタライゼーションへの対応等国内外で多岐にわたる専門

的な経験を積む。また OECD,IMFに延べ 3 回，10年の勤務のほか金融監督当局の国際的な集まりである

FSB(Financial Stability Board), バーゼル銀行監督委員会等でも活動するなど国際経験も豊富。編著

書に「グローバル金融規制と新たなリスクへの対応」（2021年 4月，金融財政事情）。 

 

鈴木 仁史  弁護士 

弁護士(第一東京弁護士会所属・50期）。鈴木総合法律事務所所属。第一東京弁護士会民事介入暴力対策

委員会委員長，日弁連弁護士業務改革委員会幹事，同委員会 CSR と内部統制に関する PT メンバー等を

歴任。銀行・信用金庫・生損保等の金融法務のほか，事業会社の人事労務・コンプライアンス・リスク

管理等の企業法務，反社対応・AML/CFTなどを取り扱う。論考として,「金融機関の持続的成長と経営者

報酬ガバナンス」（金法 2126号）,「ESG投融資とステークホルダー経営」（金法 2140号）,「不適切融

資事例と地方銀行のガバナンスおよび持続可能なビジネスモデル」（金法 2112 号），「気候変動リスクと

サステナブルファイナンス」（Disclosure & IR・2020年 2月号）ほか。 
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モデレーター 

 
 

 

中野 竹司  弁護士・公認会計士   

2006 年東京弁護士会登録（59 期）。奥・片山・佐藤法律事務所所属。日弁連弁護士業務改革委員会委

員，同委員会ＣＳＲと内部統制に関するＰＴ副座長，司法制度調査会委員，社外取締役ガイドライン検

討チーム構成員。1991 年に公認会計士 2 次試験に合格し，会計監査等を通じて企業の情報開示につい

て取り組み始め，現在に至る。上記ＰＴのメンバーとして，「人権デュー・ディリジェンスのためのガ

イダンス(手引)」「海外贈賄防止ガイダンス（手引）」「ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）関連リスク

対応におけるガイダンス（手引）～企業・投資家・金融機関の協働・対話に向けて～」「社外取締役ガ

イドライン」の作成に関与。弁護士（第一東京弁護士会所属・42期）。渉外法律事務所において国際取

引や知財案件を中心とした実務に携わった後，任期付公務員として外務省条約局国際協定課・同経済

局知的財産室などに勤務。国際協力機構（JICA）非常勤客員専門員，日本司法支援センター（法テラス）

本部第一事業部長を経て，2014 年 12 月から 2017 年 3 月まで在コートジボワール共和国 JICA 長期派

遣専門家（司法アドバイザー）。日弁連弁護士業務改革委員会・企業の社会的責任（CSR）と内部統制に

関する PT幹事。   
 

 

総合司会 

 
 

 

原 若葉 弁護士 

弁護士（第一東京弁護士会所属・42期）。渉外法律事務所において国際取引や知財案件を中心とした実

務に携わった後，任期付公務員として外務省条約局国際協定課・同経済局知的財産室などに勤務。国際

協力機構（JICA）非常勤客員専門員，日本司法支援センター（法テラス）本部第一事業部長を経て，2014

年 12 月から 2017 年 3 月まで在コートジボワール共和国 JICA 長期派遣専門家（司法アドバイザー）。

日弁連弁護士業務改革委員会・企業の社会的責任（CSR）と内部統制に関する PT幹事。  
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日本弁護士連合会 ESGセミナー

サステナブル金融をめぐる
現状と課題

高崎経済大学 学長
水口 剛
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今日のメッセージ

金融
サステナブルファイナンス

企業
ステークホルダー経営

NGO

ESG・企業価値長期分散投資
ポートフォリオの価値

社会的価値の追求

連携と対立
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2006年4月 責任投資原則（PRI)発足

引用：https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
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責任投資原則（PRI）の6項目

１．ESG課題を投資の分析と意思決定のプロセスに組み込む。
２．積極的な株主となり、ESG課題を株主としての方針と活動に

組み込む。
３．投資先企業にESG課題に関する適切な情報開示を求める。
４．投資業界がこれらの原則を受け入れ、実践するよう促す。
５．原則の実施にあたって、効果が高まるよう相互に協力する。
６．原則の実施に関する活動と進捗について報告する。
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署名機関の資産総額
（単位：10億ドル） 署名機関数

署名機関数
署名アセットオーナー数

署名機関の運用資産総額

アセットオーナーの
運用資産総額

出所：PRIホームページ（https://www.unpri.org/pri/about-the-pri）より

責任投資原則（PRI）署名機関の推移

署名機関数：4177件（2021年7月15日時点）
運用資産総額：約100兆ドル（2020年3月）
日本の署名機関：95件(2021年7月15日）
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EUによるサステナブル金融の推進

HLEG 最終報告書
2018年1月31日

欧州委員会

サステナブル金融
Action Plan
2018年3月8日

３つの法案
（Regulation）の提案

欧州委員会
2018年5月24日

2018年7月
Technical Expert
Group (TEG)設置

2016年末 HLEG設立
（サステナブル金融に関するハイレベル専門家グループ）

①タクソノミー
②グリーンボンド基準
③低炭素インデックス
④非財務開示ガイドライン
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IPCC 第6次報告書（2021年8月）
気候変動に関する政府間パネル
（Intergovernmental Panel on
Climate Change：IPCC）第6次レ
ポート：WG1自然科学的根拠

A.1 It is unequivocal that 
human influence has 
warmed the atmosphere, 
ocean and land.
人間の影響が大気、海洋及び
陸域を温暖化させてきたことに
は疑う余地がない。
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予想される平均気温の変化

全てのシナリオで
2021年―2040年
のどこかで1.5℃
に到達！

（2018年時点の予測
から10年前倒し）

出典：IPCC(2021), 第6次評価報告書（WG1)12 / 60



従来の資本主義の限界

従来型の「成長」の限界

地球の環境容量の限界
－ 「人新世」

人口減少への転換

低金利・ゼロ金利
資本が利益を生まない時代

産業構造の転換
IT・AIへのシフト

経済格差の拡大
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資本概念の拡張

自然資本（E）

社会・関係資本（S)

財務資本

知的資本

共有・共通資本

私有・資本市場の取引対象

人的資本（S)

金融・資本市場の
意思決定に組み込む
＝サステナブル金融

持続可能な社会を支えるインフラ
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ユニバーサルオーナーシップ

ユニバーサルオーナー
（市場の幅広い銘柄に投資する投資家）

A社 B社 C社

自然環境・社会環境

投資 投資

影響 影響

経済活動の
基盤を守る
ことが合理的

ポートフォリオ全体
の利益に影響
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なぜESG投資をするのか？

投資判断の改善
－ESGリスクの回
避
－収益機会の追求

ユニバーサル・オーナーシップ
－負の外部性の最小化
経済活動の基盤を守る

受益者のサステナビリティ選好
ー 環境・社会を重視する個人の価値観
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ESG投資の方法（ESGインデックス）
［ESG指数］ GPIFのESG指数の例
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パッシブエンゲージメントの例
りそなアセットマネジメントの
スチュワードシップレポート。
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グリーンボンドとソーシャルボンド
調達資金の使途をグリーン・プロジェクト/社会課題に対応する
プロジェクトに限定し、資金を適切に管理し、報告する債券

ICMA（国際資本市場協会）
グリーンボンド原則

環境省グリーンボンド
ガイドライン2020年版

4つの要素
① 資金使途

② プロジェクト
の評価・選定
のプロセス

③ 調達資金の
管理

④ レポート
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インパクト投資ファンドの例
SIIF × 新生銀行 × みずほ銀行

中高生向けITプログラミング教育 AIとIoTを活用した保育施設の環境改善20 / 60



タクソノミー枠組み規則

Regulation (EU) 2020/852 on the
establishment of a framework to facilitate sustainable investment

2020年6月18日成立

タクソノミー本体は、TEGレポートを
基に、欧州委員会が、Delegated
actとして策定

気候変動の緩和と適応に関しては、
2020年12月31日までに採択、2021
年12月31日から適用、

その他の環境目的に関しては、
2021年12月31日までに採択、2022
年12月31日から適用の予定。
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タクソノミーの対象

For the purposes of this Regulation, the following shall be 
environmental objectives: 
(1) climate change mitigation; （気候変動の緩和）
(2) climate change adaptation; （気候変動の適応）
(3) sustainable use and protection of water and marine resources;

（水及び海洋資源の持続可能な利用と保全）
(4) transition to a circular economy 

（サーキュラーエコノミーへの転換）
(5) pollution prevention and control; （汚染の防止と管理）
(6) protection and restoration of biodiversity and ecosystems. 

（生物多様性と生態系の保護と回復）

第9条 タクソノミーの対象となる環境目的
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タクソノミー Delegated Act
2021年4月21日公表
Annex 1 気候変動の緩和
Annex 2 気候変動の適応

章 分野 例

１ 森林 植林、森林管理

２ 環境保全と回復 湿地の回復

３ 製造 再エネ機器、水素、蓄
電池、セメント、鉄鋼

４ エネルギー 太陽光、風力、等

５ 上下水道、廃棄物 水処理、廃棄物処理、
コンポスト、CCS

６ 輸送 鉄道、乗用車、

７ 建設、不動産 新築、改修工事

８ 情報とコミュニケー
ション

データ処理、データ利
用によるGHG削減

９ 専門的・科学的・技術的活動

（例）乗用車、2025年までは
CO2排出量50g/km以下。2026
年以降は0g/kmしか認めない。
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タクソノミー 鉄鋼の例
タクソノミー規則 第10条第2項
技術的・経済的に実現可能な低炭素代替案がない場合、平均気温の上昇

を1,5℃に抑えるカーボンニュートラル経済への移行と整合的で、かつ
①セクターまたは業界内で温室効果ガス排出レベルが最良、
②低炭素技術の開発と移行を妨げない、
③炭素集約資産のロックインにつながらない、

という条件を満たす経済活動は、気候変動の緩和に実質的に貢献するものと
みなす

溶銑（hot metal）：生産1トン当たり、1.331トンCO2を超えない。
焼結鉱（sintered ore）：生産1トン当たり、0.163トンを超えない。
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タクソノミーに対する産業界の懸念
時間軸の問題

コスト増の問題

企業競争力の問題

 水素還元製鉄、CCUSなどの革新的技術の実装には、時間がかかる。
 その間も鉄鋼は必要。
 それまでの間、既存技術でできる限りCO2を削減することが必要。
 今すぐネットゼロと言われても、実現できない。

 水素還元製鉄やCCUSが実装されても、できるものは従前と同じ鉄鋼なので
コストが純増となる。

 現時点でのCO2削減要求もコスト増となる。誰が負担するのか。

時間軸を組み込んだトランジション戦略が必要

 両者が相まって、企業の競争力が削がれるおそれ。

 実際に革新技術が実用化されたとき、実装できるだけの企業体力を維持す
ることが必要ではないか。
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日本のトランジションファイナンス基本指針

2021年5月公表（金融庁・経産省・環境省）

 パリ協定に整合的な目標設定を行い、本基本指針に定める要素を満た
した上で、資金調達を行う動きを支援するためのファイナンス

 今後、業種別のロードマップを策定予定
 当該ロードマップ制定後はこれを参照することができる
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社会全体のトランジション戦略の必要

 産業構造の転換期は、日本全体の経済力を疲弊させるリスクがある。

 産業構造の転換自体は避けられないのであるから、日本全体のトランジ
ション戦略を考えることが必要。

 不確定要素がきわめて多い中で、どのような仕組みで意思決定すべきか。

脱炭素 産業構造の転換

経済力の疲弊足枷・障害

労働者の
Reskilling

対応力強化

少子化・高齢化

加速

経済的不平等

加速

改善
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3つの資本主義

社会共通の利益の考慮

個人利益優先

市場メカニズム政府による統制

ステークホルダー
資本主義

国家資本主義

株主資本主義
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サステナビリティと金融規制監督

一橋大学大学院経営管理研究科

客員教授

佐々木清隆

日弁連セミナー(2021.11) 029 / 60



自己紹介

1983年 大蔵省（現財務省）入省

1998年 金融監督庁（現金融庁）検査部総括補佐、検査
企画官

OECD（パリ）、IMF（ワシントンD.C.）職員、金融庁検査局
審議官、公認会計士・監査審査会事務局長、証券取引等
監視委員会事務局長、総括審議官を経て

2019年7月 金融庁総合政策局長退官

編著「グローバル金融規制と新たなリスクへの対応」（金融
財政事情、2021.4）
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本日のお話しのポイント

 金融行政でのサステナビリティの議論の高まり

 その背景としての金融行政改革：金融処分庁か
ら金融育成庁への変化

 コロナ禍による変化：サステナビリティの議論の
加速と内容の変化

 サステナビリティの議論への金融及び金融行政
の役割り

 金融庁としての「両利きの金融行政」の重要性
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金融行政での
「サステナビリティ」（持続可能性）

 金融機関の「持続可能なビジネスモデルの構築
」：特に地域金融機関等

 コーポレートガバナンス改革(2014~)
 「金融行政とSDGｓ」（2018~)
 「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」（

2021）
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金融行政におけるSDGs (1)
「金融行政方針」 (2017.11)
「（１）金融庁の改革

③組織の改革

金融行政全体を俯瞰し、例えば SDGｓのような
新たに出現するテーマも常に視野に入れつつ、全
庁的な金融行政の戦略立案や総合調整を行う機
能を強化する。加えて、金融システム全体のリスク
や業態横断的な課題に対応するため、市場分析や
IT、 リスク管理等の専門分野別チームの機能を強
化する。（総合政策局） 」
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金融行政におけるSDGs (2)
「金融行政とSDGｓ」 (2018.6)
 コーポレート・ガバナンス改革：企業価値の向上（CGコー

ド、スチュワードシップコード、TCFD等）

 地域金融：顧客との共通価値の創造

 金融デジタライゼーション

 金融経済教育

 顧客本位の業務運営

 資産運用の高度化

 新興国との技術協力

 AML/CFT
 気候変動リスク：NGFSへの参画
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金融行政改革(2017~)(1)
金融処分庁から金融育成庁へ

金融処分庁：1998年～

 不良債権問題への対応

 ルールベースでの厳格な金融機関に対する検
査監督、処分

金融育成庁：2000年代半ば～

 不良債権問題の収束

 金融行政課題の変化：①金融仲介機能の発揮（
特に地域金融機関）、②家計の安定的な資産形
成の促進、③デジタル化への対応
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金融行政改革(2017~)(2)
金融庁の使命の再確認

Mission・Purpose:
 企業及び経済の持続的成長

 安定的な資産形成等による国民の厚生の増大

Vision:
１．金融システムの安定/金融仲介機能の発揮

２．利用者保護/利用者利便

３．市場の公正性・透明性/市場の活力

のバランス
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コロナ禍：ESGの変化

（Beforeコロナ）

１．G：CGコード等

２．E：TCFD等

３．S：男女平等等

（Withコロナ）

１．S：「人」の重視、健康、安全、雇用、地域、教育等

２．E：公衆衛生等と気候変動等との関連、脱炭素の議論の
急速な進展

３．G：上記を踏まえた幅広いstakeholderへの配慮
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Withコロナにおける
金融への期待

 コロナショック：コロナウィルス発（not金融発）

 現状、金融システムの健全性

 金融デジタル化による金融サービスの拡大向上

 新旧プレーヤーによる金融機能の発揮

 withコロナの社会課題解決への金融の貢献

 それを支える金融行政：金融機能の育成
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「2021年度金融行政方針」(2021.8)：
サステナブルファイナンスの推進

「サステナブルファイナンス有識者会議報告書」（
2021.6)の具体化

１．企業情報の開示：上場企業の開示の検討（金
融審議会ディスクロージャーWG）

２．市場機能の発揮：JPXによる情報プラットフォー
ムの整備、ESG評価のエコシステム（評価手法の
透明性等）

３．金融機関による投融資先支援と気候変動リスク
管理：シナリオ分析（3メガ、大手生損保）、モニタリ
ングのための着眼点の整理
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金融行政のスコープの拡大
：「両利きの金融行政」

 伝統的な業者行政：銀行・保険・証券会社等に
対する検査監督

 市場行政：会計・監査、開示、市場監視、上場企
業・投資家等「業者」以外の参加者を広く対象

 デジタル化：非金融の新たなプレーヤーの参入（
暗号資産、プラットフォーマー等）、業者行政での
対応と限界

 コロナ禍：社会課題の解決のための金融機能へ
の期待。サステナブルファイナンス等政策課題
への対応（監督以前の問題）

日弁連セミナー(2021.11) 1140 / 60



日弁連セミナー(2021.11) 1241 / 60
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鈴木総合法律事務所

弁護士 鈴木 仁史

（第一東京弁護士会）

日弁連ESGセミナー 2021年11月2日
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株主第一主義からステークホルダー主義への潮流
●株主第一主義（shareholder primacy）からステークホルダー主義（stakeholder primacy）への転換
 米国のビジネス・ラウンド・テーブルの「企業のパーパスに関する声明」（パーパス文書）（2019年8月）
 世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）におけるテーマ（2020年１月）
 米国等における「パブリック・ベネフィット・コーポレーション（PBC）」

●諸外国における法制度
 米国における多くの州法
取締役が会社のステークホルダーの利害を考慮することを認める法律（constituency statute)の制定

 英国会社法（company law）172条（１）
ステークホルダー（従業員、取引先、顧客等）を列挙し、正面から多面的な利益増進、ステークホルダーの利益保護

（成功促進義務）を法文上規定

●日本とステークホルダー主義

 近江商人の「三方良し」、渋沢栄一の「道徳経済合一説」（ステークホルダー主義の素地）

 昭和56年商法改正時：企業の社会的責任（CSR）の義務規定を商法に盛り込むかという議論
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日本における会社法の解釈
（株主第一主義・ステークホルダー主義）

 株主利益最大化の原則との関係

剰余金配当（会社法105条１項１号、453条）、残余財産分配（会社法105条1項2号、502条）

→善管注意義務・忠実義務として取締役の株主利益の最大化を図る義務（fiduciary duty）

 ステークホルダー主義の観点

・ステークホルダーへの配慮と長期的観点からの株主利益への寄与

・財務・経済的価値→非財務的価値・無形資産（intangible assets)、社会的価値（CSV）へのウェイトの変化

「知的財産などを評価する米オーシャン・トモは、世界主要株価指数の構成銘柄の時価総額のうち、無形資産の価値がどの程度占めて
いるかを調査している。米国は時価総額に占める無形資産の比率が20年で90%、欧州は75%、日本は32%」（日本経済新聞2021年5月27

日）

・取締役の経営判断（裁量）

取締役の法令遵守義務（会社法355条）と株主利益との関係

＊ただし、ESG/SDGｓやステークホルダーへの配慮を免罪符とした取締役の義務の不明確化、ESG/グリーンウォッシングに留意

株主第一主義とステークホルダー主義は二項対立的なものか？株主の利益以外にステークホルダーの利益を考慮することと会社法上の取締役の善管注意

義務との関係は？
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サステナビリティ課題に関するコーポレートガバナ
ンス・コード、対話ガイドラインの改訂（概要）

コーポレートガバナンス・コード 投資家と企業の対話ガイドライン

サステナビ
リティ課題
への取締役
会等の取組
み

【基本原則２】考え方

・サステナビリティの経営課題としての重要性等の明
記
【補充原則2-3①】

・サステナビリティ課題がリスク減少・収益機会につ
ながる重要な経営課題であり、中長期的な企業価値向
上と関係することの明記
【補充原則4-2②】
・サステナビリティに関する基本的方針策定

・人的資本・知的財産等をはじめとした経営資源配分
等についての実効的監督の明記

1-3【経営環境の変化に対応した経営判断】
・ESG・SDGs等事業を取り巻く環境の変化につ

いての経営戦略・経営計画等への適切な反映の明
記

・サステナビリティ委員会の設置等、サステナビ
リティに関する取組みを全社的に検討・推進する
枠組みの整備の明記

サステナビ
リティ課題
の取組みの
開示

【補充原則3-1③】

・サステナビリティの取組や人的資本・知的財産への
投資等の情報の開示・提供が明記
・気候変動のリスク・収益機会のTCFD等の枠組みに

基づく開示の質量の充実化の明記（プライム市場上場
会社）
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コーポレートガバナンス・コードと内部通報
【原則２－５ 内部通報】

上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情

報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的
に検証され適切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、
こうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである。

【補充原則２－５①】

上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置（例えば、社外
取締役と監査役による合議体を窓口とする等）を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益
取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。
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企業のステークホルダーと内部通報制度

（出典）消費者庁「平成28年度 労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査報告書」47 / 60



内部通報制度とESG(ステークホルダーの信頼確保)

公益通報者保護法に基づく指針解説

【推奨される考え方や具体例】

各事業者における内部公益通報対応体制の実効性の程度は、自浄作用の発揮を通じた企業価値の維持・向上にも関わるものであり、消費者、取引先、労働者等・役

員、株主・投資家、債権者、地域社会等のステークホルダーにとっても重 要な情報であるため、運用実績の概要や内部公益通報対応体制の評価・点検の結果を、Ｃ

ＳＲ報告書やウェブサイト等を活用して開示する等、実効性の高いガバナンス体制を構築していることを積極的に対外的にアピールしていくことが望ましい。

●従業員

・人的資本

ｃｆ.「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ～人材版伊藤レポート～」（令和２年９月 経済産業省）

●顧客・消費者

・ミレニアル世代を中心に、Ethical（エシカル）消費やサステナビリティ選考（sustainability preferences）の進展

・内部通報体制やコンプライアンス、ESG、持続可能なビジネスモデルが整備された企業のサービスを希望する傾向の増加

●投資家

・ESG投融資の進展に伴い、投資家等からの投資判断に耐えられる内部通報体制やガバナンス態勢の構築・「見える化」の必要性

・投資家との「建設的な目的を持った対話」（エンゲージメント）において内部通報が重要なテーマに

・内部通報認証制度（WCMS）の普及とともに、今後は同認証制度を取得していないことがネガティブスクリーニングの対象となり、ESG評価機関の評価ポイン

トとして内部通報制度の認証取得が盛り込まれる可能性

●苦情処理メカニズムとの関係
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ESG/SDGｓを考慮した役員報酬
（日弁連業革委員会CSRPTでの検討）

役員報酬の設計 ●ESG関連リスク等の全社的な特定・評価
●ESG関連リスク等に応じた非財務指標の選択
●企業の実情に応じた適切な比率

役員報酬の決定 ●役員報酬の決定における客観性確保
報酬委員会等の関与、社外取締役等の主導
報酬委員会等の役割や諮問事項の明確化
社外取締役等に対する情報提供
第三者評価機関・外部専門家の知見活用

●クローバック・マルス制度

役員報酬の開示 ●投資家等ステークホルダーからの報酬制度の信頼
性・透明性の確保

●非財務指標とESG関連リスク等の管理・中長期的
な企業価値向上との関連性の開示
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報酬ガバナンスと企業価値創造ストーリー

（注）上記図は経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指
針」（ＣＧＳガイドライン）39頁の表をもとに鈴木において加筆

●報酬ガバナンスと企業価値

・企業のパーパス（Purpose、存在意義）に立ち返っ
た議論やガバナンス体制の構築

・パーパス：経営のコンパス

・経営戦略→経営指標（ＫＰＩ）として、財務指標
（ＲＯＥ，ＲＯＩＣ，利益等）および非財務指標（Ｅ
ＳＧ指標等）の検討

・報酬戦略：固定報酬と業績連動型報酬、金銭報酬と
株式報酬、時間軸（ＳＴＩ・ＬＴＩ）、マルス・ク
ローバック制度の検討

（出典）資生堂有価証券報告書（第121期）84頁（corp.shiseido.com/jp/ir/pdf/ir20210325_771.pdf）
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ESGを考慮した役員等の報酬の例

（出典）三井住友フィナンシャルグループウェブサイト（smfg.co.jp/company/organization/governance/）
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ESG融資(サステナブルファイナンス）の３場面で
の対応

・３段階での対応
・ESG融資方針・基準の策定および公表
・ESG融資についての方針（ポリシー）・基準を策定・追加し、適宜公表・見直し

入口 中間管理 出口

【３段階での対応】

・ESG融資基準への適合性の審査
・リスクベース・アプローチ

・継続・定期的なモニタリング
・ガバナンス体制等の確認
・融資先とのエンゲージメント

・期限の利益喪失の要否の検討
（ただし例外的）
・他の方策の検討
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日弁連ESGガイダンスにおけるESGモデル条項
ア 表明確約条項（第２項）
ａ 個別・特有の表明確約内容
ｂ 一般的・包括的な表明確約内容

イ 取引禁止宣言条項（第２項）
ウ 関連先条項（第３項）
エ 報告・協調義務条項（第４項）
オ 是正措置の要求条項（第５項）
カ 期限の利益喪失条項（第６項）
キ 免責条項（第７項）
ク 損害賠償義務条項（第８項）
ケ 濫用防止条項（第９項）

（参考）「ESG（環境・社会・ガバナンス）関連リスク対応におけるガイダンス（手引）

～企業・投資家・金融機関の協働・対話に向けて～）」
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2018/opinion_180823.pdf 53 / 60



サステナブルファイナンスとリスク管理等
●金融機関の投融資ポリシーとTCFDの枠組みによるリスク管理
〇ガバナンス態勢の構築・高度化
・取締役会の監督機能強化
・経営陣によるアクションプラン、サステナビリティ委員会での検討等
〇リスクと収益機会双方に関する「戦略」立案
・投融資ポリシーの策定・見直し、排出量削減に向けた取り組み、Scope３の目標策定など
〇リスク管理
・TCFDの枠組みに基づいた物理的・移行リスクについてのシナリオ分析、信用リスク管理

・座礁資産化のおそれのある特定のセクター（石炭火力発電等）への資産のエクスポージャー・信用リスクへの集中を避け
るポートフォリオ構築
・環境・人権への影響やレピュテーションリスクの高い事業との関係
〇指標と目標

（出典）「最終報告書 気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言」（2017年6月）V参照 54 / 60



金融機関の取締役の善管注意義務
●経営判断の原則（最三小決平成22年7月15日等）

（審査の対象）

①経営判断の前提となる情報収集とその分析・検討における不合理さの有無

②事実認識に基づく意思決定の推論過程および内容の著しい不合理さの有無

●金融機関と事業会社における取締役の善管注意義務の差異

【最三小決平成21年11月9日】

銀行の免許業としての性質、銀行の取締役の金融取引に関する専門性、銀行の経営が破綻した場合の社
会的影響の甚大性等から、融資決裁における銀行取締役の注意義務につき、一般事業会社の取締役の負う
注意義務に比して高度な水準とし、その結果、経営判断の原則が適用される余地は限定的と判断
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サステナブル・ファイナンスにおける善管注意義務
と経営判断の原則
・ESG/SDGｓの推進（特に脱炭素社会の実現のためのイノベーションや設備投資等）のためには、これを支える資金の供給が必要であり、金融機関の役割が大きいが、他

方で不確実性が高い側面がある。また、特に地域金融機関については、保証や担保等に必要以上に依存せず、企業の成長性や持続可能性等を含めた事業性・非財務指標

を考慮した事業性評価融資や「目利き力」が求められており、この点もESG融資（サステナブル・ファイナンス）と関係する側面がある。

・サステナブルファイナンスの貸し倒れについて、結果責任を負わせると、融資を委縮させる結果となるが、取締役の善管注意義務違反についてどのように解されるか。

●気候変動等のリスク管理・非財務情報の考慮

・気候変動：従前の融資リスク（信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク）を発生・増幅させる「リスクドライバー」

・シナリオの不確実要素

・テクノロジーの進化や規制（タクソノミー等）に応じた精緻化・見直し→リスク管理の高度化

●適正なプロセスに基づく合理的判断

・金融機関が与信判断の審査において、融資先の財務情報のみならず、ESG、事業内容、経営者の資質等を含めた非財務情報について合理的審査基準を設け、適切に評価するプロセ

スを組み込んだ内部統制システムを構築し、かかるプロセスを経た結果、いわゆるサウンドバンキング（健全な銀行業務）の原則を遵守したうえで、融資先の成長可能性があると

合理的に判断して融資をしたのであれば、必ずしも不合理な融資判断といえず、取締役が善管注意義務違反を負うものではないといえるか？

（参考）【最判平成20年１月28日（金法1838号55頁）】

銀行が、地元の若手経営者を中心に企業育成を行い（インキュベーター路線）、当該融資に関連して事業収益をあげる経営戦略を採用したが、善管注意義務違反を問われた事案

につき、「銀行が、特定の企業の財務内容、事業内容及び経営者の資質等の情報を十分把握したうえで、成長の可能性があると合理的に判断される企業に対し、不動産等の確実な

物的担保がなくとも積極的に融資を行ってその経営を金融面から支援することは、必ずしも一律に不合理な判断として否定されるべきものではない」と判断

・社外取締役等の関与

●公共性やレピュテーション・リスクの配慮

・銀行法１条、融資５原則の「公共性の原則」

・「営利性」と「公共性」の対立場面は？
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【日弁連ESGガイダンスにおけるESGモデル条項の抜粋】
４ 報告・協調義務条項
甲は，甲又は関連会社等において第１項の違反が認められ

た場合，直ちに乙に対してその事実を報告するものとする。
その場合において，乙は甲に対し，違反事項や遵守状況等に
関する対話・意見交換等を申し入れることができ，甲は，こ
れに全面的に協力するものとする。

５ 是正措置の要求条項
乙は，甲に第１項の違反が認められた場合，甲に対し，相

当期間（以下「是正計画期間」という。）内に当該違反の原
因究明及びその是正のための計画等を定めた報告書の提出を
求めることができる。

６ 期限の利益喪失条項
乙は，前項の是正措置の要求にもかかわらず，是正計画期

間経過後も，甲に第１項の違反がなお認められる場合，請求
により，第●条に定める債務その他一切の乙に対する債務の
期限の利益を喪失させ，直ちに弁済させることができる。

融資先へのエンゲージメントやESG取組みの支援
●融資実行後の資金使途・返済財源のトレース・モニタリン
グやESG課題についてのエンゲージメント（対話）の必要性

・融資先の非財務情報等の開示支援
・ESG課題を含めたコンサルティング機能の発揮・ソリューションの
提供
→融資先のレジリエンス向上、自律的解決

・融資管理上のリスク低減や高度化
非財務情報等の収集、与信判断における活用

例）AI 技術を活用した気候変動シナリオ分析の高度化
AI による機械学習を行いながら、様々な気候関連データや地形など

の衛星画像データを分析することで、水災（洪水）発生時に想定され
る浸水の深さを、全世界を対象に予測する取り組みなど
（参考）https://www.smfg.co.jp/news/pdf/j20210727_01.pdf
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弁護士とESG/SDGｓ
●弁護士の業務

弁護士の多様な業務分野との関係（環境、人権、ガバナンス、ファイナンス、災害対応、外国人の人権、貧困等格差対策、労働etc）

～ESGポリシー・契約条項の策定・適用、取締役会・委員会・株主総会対応、企業買収、内部通報、情報開示etc

リスク管理と機会（攻めと守り）、コロナ禍を踏まえた「S」の重要性の高まり

●ハードローとソフトロー

・CGコードのcomplyと内部統制システム整備義務

ESG要素の一部につき、経営改革のKPI（重要業績評価指標）として統合報告書で公表したり、業績連動報酬のKPIとして採用した場合は？

・その他海外におけるルールメイキング

●ESGに関する訴訟（オランダ最高裁（2019年12月）、ドイツ連邦憲法裁判所（2021年4月）、オランダ（Hague)地方裁判所（2021年5月））、機関投資家・ESGアクティビス

ト等の動き

●法務機能の拡大、他部門との連携

企業のリスク管理を支える「ガーディアン」としての機能＋ビジネスの成長や収益向上を支える「パートナー」としての機能を強化

●社外役員の役割

・法律専門家としての知見

・ステークホルダーの代表としての知見
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ご清聴、ありがとうございました。

弁護士 鈴 木 仁 史

E-mail:hitoshi-suzuki@spa.nifty.com
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 日弁連ＥＳＧセミナー（２０２１年度第２回）参加者アンケート  

 

本日は，日弁連ＥＳＧセミナーにご参加いただき，ありがとうございました。 

今後，より充実した研修を実施するため，アンケートへの御協力をお願いいたします。 

御回答は，２０２１年１１月３０日までに，以下のＵＲＬにアクセスの上，御入力・御送信いただくか，又

はこのページをプリントし，御記入の上，日弁連事務局にＦＡＸで御送信ください（FAX：０３－３５８０－

９８８８）。 

 https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/esgsmnrenq/enquete/ 

 

1 修習期（※弁護士のみ）【     期】 

 

２ 所属弁護士会（※弁護士のみ）【         】  

 

３ 所 属【 法律事務所 ・ 企業/団体 ・ 官庁 ・ 自治体 ・その他（             ）】 

 
４ 本日の研修についての感想をお聞かせください。 
 (1) 全体的な感想として該当するものを１つ選んでください。 

□ 大変よかった 
   □ まあまあよかった 
   □ どちらともいえない 

□ あまりよくなかった 
   □ 全くよくなかった 
  
 (2) よかったと考える点（例 実務に直結する研修だった。） ※自由記載 
 
 
 
 
 (3) 改善すべき点（例 テーマと内容が一致していなかった。） ※自由記載 
 
 
 
 
５ この研修を何で知りましたか。該当するもの全てを選択してください。 

 □ 日弁連ホームページ（一般ページ）     □ 日弁連ホームページ（会員専用ページ） 

 □ 弁護士会館（霞が関）掲示ポスター     □ 日弁連の関連委員会メーリングリスト等 

□ 弁護士会からのお知らせ（関連委員会メーリングリスト等を含む） 

 □ 他団体からのお知らせ 

 □ その他 

 

６ 日弁連が実施する研修やセミナー，テーマ等に関する御意見，御要望がありましたら，お聞かせください。 

   

 

 

 

 

御協力ありがとうございました 
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