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投資信託情報開示の国際比較    日本サステナブル投資フォーラム分科会 3 著 

2021 年 12 月 29 日 

 

日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）は、日本におけるサステナブル投資の健

全な発展を促進して、持続可能な社会の構築に責任を果たす企業、団体、組織、プロ

ジェクトに健全な資金の流れを向けていく社会システムの確立に寄与することを目的

とし、サステナブル投資に関する情報提供及び提言・教育啓発活動を事業としていま

す。具体的には、年次のサステナブル投資残高調査をはじめ、他団体との協働でサス

テナブル金融教育活動、運用会社へのサーベイなど様々な活動を展開してきました。 

近年ではサステナブル投資残高が急増してきたものの、さらなる市場の拡大と、その

健全な発展の必要性が高まってきています。健全な発展に欠かせないのは情報開示の

充実です。とりわけ以下のサステナブルファイナンス有識者会議報告書でも指摘して

いる通り、個人向け投資信託における情報開示に注目が集まっています。 

人気を集めている ESG 関連投資信託だが、どのような基準に基づき「ESG」や

「SDGs」という名称を付すかについては、現在各社の裁量に委ねられており、ESG 関連投

資信託の銘柄選定基準は、個々の運用会社や商品によって異なっている。例えば、資産運用

会社や投資信託ごとに定められた独自の ESG 評価基準に基づき選定した後に、定量分析等

により投資対象企業を決定する場合が多い一方、あくまでも ESG を複数の評価基準の 1 つ

として位置付けている場合もある。また、一般的に、ESG の取組みに対する評価方法や具体

的な ESG スコアの算出基準は、目論見書等の顧客向けの資料において説明されていないこ

とが多い。 

このため、顧客保護の観点から、ESG 関連投資信託の組成や販売に当たって、投資銘柄

の選定基準も含めて丁寧に説明を行うとともに、その後の選定銘柄の状況についても可能な

限り具体的な指標を用いて、継続的に説明することが必要となる。とりわけ、投資信託に

「ESG」や「SDGs」等の名称をつける場合には、顧客がその名称の趣旨を誤認することの

ないよう、その商品が当該名称の示唆する特性をどのように満たしているかを、可能な限り

指標等も用いて明確に説明すべきである。 

さらに、環境的・社会的インパクトの創出を当該商品の重要な特性とするものについて

は、上記に加えて、期待されるインパクトとその達成状況も、可能な限り具体的な指標を用

いて説明することが必要となる。とりわけ、「インパクト投資」等の名称を付ける場合に

は、当該インパクトをどのように実現していくかを、可能な限り指標等も用いて明確に説明

すべきである。（金融庁「サステナブルファイナンス有識者会議 報告書」P14 より） 

 本レポートでは日本の運用会社への影響度が大きいと考えられる開示規制・自主規

制の概略をまとめました。 

https://japansif.com/
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210618-2/01.pdf
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名称 EU SFDR (Sustainable Financial Disclosure Regulation) 

規制/自主規制 規制 

施行日 レベル 1:2021/3/10 

レベル 2:2022/1/1(契約前交付書面)、2023/1/1(運用報告書) 

規制対象 

 

・EU 登録済み AIFM(Alternative Investment Fund Manager)

ファンドの運用マネジャー 

・UCITS 等ポートフォリオ運用サービスまたはアドバイスを

SFDR 対象機関に提供する運用マネジャー 

欧州の機関投資家の委託を受けた場合には同様の開示を求められ

る可能性がある。 

開示内容 レベル 1 

 3 条：サステナビリティリスク統合方針 

 4 条：サステナビリティへの悪影響（PAIs：Principle 

Adverse Impacts）デューデリジェンス方針 

 5 条：サステナビリティリスクに関する役員報酬方針 

 6 条：サステナビリティリスク統合方法及びリターンへの影

響 

 7 条：サステナビリティへの悪影響（PAIs） 

 8 条：目論見書における環境・社会的特徴を促進する方法、

指数を利用する場合の構成方法 

 9 条：目論見書におけるサステナブル投資における目標達成

方法、指数を利用する場合の構成方法 

 10 条：ウェブサイト上での 8 条・9 条関連商品情報 

 11 条：8 条・9 条関連商品の運用報告書での開示 

 

レベル 2  

8 条商品（契約前交付書面） 

 サステナブル投資の最低割合設定の有無 

 環境・社会的特徴 KPI、部分的に行うサステナブル投資の目

的、悪影響の回避 

 考慮するサステナビリティへの悪影響（PAIs） 

https://japansif.com/
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 投資戦略、スクリーニング基準、ガバナンス評価方針 

 資産配分、デリバティブ使用 

 EU タクソノミー準拠の最低投資割合 

 EU タクソノミーと準拠しない投資の最低割合 

 社会的目的を持つサステナブル投資の最低投資割合 

 ベンチマークインデックスのファンドの環境・社会的特徴との

整合性、インデックスの方法論、主要なインデックスとの相違 

 ファンド情報を入手できるウェブサイト 

 

8 条商品（運用報告書） 

 サステナブル投資の最低割合設定の有無 

 環境・社会的特徴 KPI のパフォーマンスと前期との比較、部

分的に行うサステナブル投資の目的と達成度合い、悪影響の回

避の実績、サステナビリティへの悪影響（PAIs）考慮実績、

OECD 多国籍企業ガイドライン・国連ビジネスと人権に関す

る指導原則との整合性 

 サステナビリティへの悪影響（PAIs）考慮方法 

 ファンドの所有上位 

 サステナビリティ関連投資割合、資産配分、セクター配分、

EU タクソノミー準拠の最低投資割合と前期比較、EU タクソ

ノミーに準拠しない環境目的投資の割合、社会的目的を持つサ

ステナブル投資の割合、サステナブル投資以外の投資目的、最

低限の環境・社会要件 

 環境・社会的特徴を満たすための行動 

 対ベンチマークパフォーマンス、ベンチマークと主要インデッ

クスとの相違、環境・社会的特徴における対ベンチマークパフ

ォーマンス、対主要インデックスのファンドパフォーマンス 

 

9 条商品（契約前交付書面） 

 サステナブル投資における環境目的、社会目的の最低投資割合 

https://japansif.com/
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 サステナブル投資目標 KPI、悪影響の回避、サステナビリティ

への悪影響（PAIs）の考慮、OECD 多国籍企業ガイドライ

ン・国連ビジネスと人権に関する指導原則との整合性 

 考慮するサステナビリティへの悪影響（PAIs） 

 投資戦略、スクリーニング基準、ガバナンス評価方針 

 資産配分、デリバティブ使用 

 EU タクソノミー準拠の最低投資割合 

 EU タクソノミーと準拠しない投資の最低投資割合 

 社会的目的を持つサステナブル投資の最低投資割合 

 サステナブル投資以外の投資目的、最低限の環境・社会要件 

 ベンチマークインデックスのファンドの環境・社会的特徴との

整合性、インデックスの方法論、主要なインデックスとの相違 

 ファンド情報を入手できるウェブサイト 

 

9 条商品（運用報告書） 

 サステナブル投資の割合 

 サステナブル投資 KPI のパフォーマンスと前期との比較、悪

影響の回避の実績、サステナビリティへの悪影響（PAIs）考

慮実績、OECD 多国籍企業ガイドライン・国連ビジネスと人

権に関する指導原則との整合性 

 サステナビリティへの悪影響（PAIs）考慮方法 

 ファンドの所有上位 

 サステナビリティ関連投資割合、資産配分、セクター配分、

EU タクソノミー準拠の最低投資割合と前期比較、社会的目的

を持つサステナブル投資の割合、サステナブル投資以外の投資

目的、最低限の環境・社会要件 

 環境・社会的特徴を満たすための行動 

 対ベンチマークパフォーマンス、ベンチマークと主要インデッ

クスとの相違、サステナブル投資における対ベンチマークパフ

ォーマンス、対主要インデックスのファンドパフォーマンス 

背景・動機 EU Sustainable Finance Action Plan、Taxonomy と両輪 

  

https://japansif.com/
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名称 CFA Institute “Global ESG Disclosure Standards for 

Investment Products” 

規制/自主規制 自主規制 

公表日 2021/11/1 

規制対象 グローバルの運用会社 

開示内容  基本的な遵守事項：法令順守、基準順守、部分的遵守の禁止、

錯誤・省略の禁止、最低開示対象期間、方針開示、トラックレ

コード開示、開示時期、変更・改正の開示、外部監査 

 一般情報：開示方針、法規制による開示禁止事項の有無と理

由、投資手法、考慮する ESG 要因、外部認証 

 ESG 情報ソースと種類：投資・スチュワードシップ活動で考

慮する ESG 要因と考慮する方法、ESG 情報の種類と取得方

法、ESG 情報の限界と管理手法 

 財務分析と評価における ESG 情報：マテリアリティ特定方

法、重要な ESG 要因の統合方法、重要にもかかわらず考慮し

ない場合の理由 

 ESG 投資におけるユニバース：特定の指数をユニバースとす

る際の指数の ESG 面での特徴、もしくは著名な場合は指数

名、指数構築方法情報取得方法 

 スクリーニング：特徴、基準、適用時点、参考基準、投資プロ

セスにおける適用タイミング、適用例外 

 ポートフォリオレベルの ESG 特徴：独立に設定した特徴（詳

細、測定方法、目標、達成方法、未達リスク、参考情報）、

ESG 指数を参照した特徴、実績 

 ポートフォリオレベルの配分目標：詳細、達成方法 

 スチュワードシップ活動：種類、対象とする ESG 要因、ファ

ンドとの関連性、プロセス、情報開示 

 環境・社会インパクト目標：目標詳細、恩恵を被るステークホ

ルダー、想定期間、ファンドとの関連性・トレードオフ、

SDGs への貢献、ファンド内での対象割合、達成方法、未達リ

https://japansif.com/
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スク、測定・管理・評価方法及びその開示方法、潜在的ネガテ

ィブ・インパクトの特定・管理・評価方法 

背景・動機 自発的  
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名称 IOSCO “Recommendations on Sustainability-Related 

Practices, Policies, Procedures and Disclosure in Asset 

Management” 

規制/自主規制 規制当局に対する推奨 

公表日 2021/11/2 

規制対象 グローバルの運用会社 

推奨内容 1. 運用会社の実務、方針、手続き、開示 

 ガバナンス 

 投資戦略 

 リスク管理 

 指標と目標 

2. 商品レベルの開示 

 承認 

 命名 

 ラベル付け・区分 

 投資目的の開示 

 投資戦略の開示 

 議決権行使・エンゲージメントに関する開示 

 リスク開示 

 販売用資料・ウェブサイトの開示 

 コンプライアンス管理、サステナビリティについての実績 

 サステナビリティに関する定期報告 

3. 監督・執行 

4. 用語 

5. 金融・投資家教育 

背景・動機 自発的  

 

  

https://japansif.com/
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参考資料 

 REGULATION (EU) 2019/2088 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 27 November 2019 on sustainability‐related 

disclosures in the financial services sector: https://eur-

lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj 

 Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the 

content and presentation of disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 

11(5) of Regulation (EU) 2019/2088: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_50_-

_final_report_on_taxonomy-related_product_disclosure_rts.pdf 

 Information regarding regulatory technical standards under the 

Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com_letter_to_ep

_and_council_sfdr_rts-j.berrigan.pdf 

 CFA Institute, “GLOBAL ESG DISCLOSURE STANDARDS FOR 

INVESTMENT PRODUCTS”: https://www.cfainstitute.org/-

/media/documents/ESG-standards/Global-ESG-Disclosure-Standards-

for-Investment-Products.pdf 

 IOSCO “Recommendations on Sustainability-Related Practices, Policies, 

Procedures and Disclosure in Asset Management”: 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD688.pdf 
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