
Trucostの気候・環境データ
ESG*投資に不可欠な情報ソース

S&P Trucostは、15,000社以上を評価対象とした、広範で高品質な標準化された環境データを提供して 
います。弊社の ESG（環境・社会・ガバナンス）投資関連情報は、様々な資産クラスにおける社会的インパクトの 
測定、エクスポージャーの把握、リスクと機会の管理など、ESG投資に係る業務を行う上で不可欠な 
サービスとしてご活用いただいています。Trucostのデータと分析は、気候変動、水利用、廃棄物処理、
天然資源の過剰開発といった環境問題への投資に対する意思決定をサポートします。

*Environmental, Social, Governance/環境、社会、ガバナンス
**TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures／気候関連財務情報開示タスクフォース

15,000社
以上が分析対象

170ヵ国 
の国債を網羅

600,000
以上の債券と
グリーンボンドを
網羅

6,500社
以上のフォワード・
ルッキング・デー
タを分析

37,000社
の Scope 3 推定
ダウンストリーム・
データを提供

99%
分析対象企業の時
価総額の全世界合
計比

10年
以上前からのヒス
トリカル・データ

データ活用例

ポートフォリオ構築 包括的なカバレッジと定量的なメソドロジーによる、環境意識の高い企業のポートフォリオの
最適化と適正な資本配分

リスク管理 世界経済を 464の活動項目に細かく分類し、重大なリスク要因を的確に把握

リーダーシップと
企業との対話

企業が行っている環境対策の詳細な情報を通じて、投資先にリスク認識と耐性の強化を促すため
の戦略的かつ実践的な対話に活用

シナリオ分析とレポート マルチアセット・クラス分析とフォワード・ルッキング・データを活用して、TCFD**提言と国
のガイドラインに沿ったレポートを作成

炭素排出量と
気候変動

直接排出、間接排出
（Scope3の上流・
下流を含む）、 
フォワード・
ルッキング気候
メトリクス

水

企業の自社、サプラ
イチェ―ンの水利用

天然資源

企業の自社、サプラ
イチェーンの資源の
利用

化石燃料

石炭、石油、天然ガ
スへのエクスポー
ジャー

廃棄物

有害廃棄物、無害化
廃棄物の処理

土壌、水、
大気汚染

企業の自社、サプラ
イチェーンの汚染物
質排出



TCFD提言に沿ったソリューション
現在とフォワード・ルッキング・データおよび、リスク・シナリオ分析ツールを活用し、カーボン・フッ
トプリンティングから、将来のカーボン・プライシング・シナリオを使ったカーボン・アーニングス・アッ
ト・リスク算定が可能です。

1.  ベースラインの設定
 カーボン・フットプリント

 •  加重平均メソッド（TCFD推奨）、運用資産残高
（AUM）メソッド、売上高メソッド、または企業価
値メソッドを使用

 石炭エクスポージャー
 •  石炭火力発電および石炭採鉱の費用において、設定

した収益基準を超える企業がポートフォリオに占め
る割合（％）

 •  発電用の一般炭と鉄鋼生産用の原料炭の混合燃焼に
よる経費節減効果（％）

 エネルギーミックス : クリーン・エネルギー vs化石燃料
 •  エネルギー源（水力、天然ガス、太陽光等）別総発

電量または発電設備別総発電量（％）

2.  フォワード・ルッキング・データ追加
 座礁資産へのエクスポージャー

 •  化石燃料埋蔵量の中に組み込まれた二酸化炭素の推
定量（単位 :100万ドル当たりの CO2換算トン）

 発電量
 • 燃料別発電量の予測（GWh）

 自動車
 •  現在と将来の会社別フリート平均二酸化炭素排出量

（トン）

 エネルギー移行推進
 •  グリーン売上高とブラウン（気候悪化要因）売上高

の合計が、総売上高に占める割合の変動およびそれ
に伴う企業の環境インパクトとリスク特性の変化

3. シナリオ分析
 カーボン・アーニングス・アット・リスク

 •  将来のカーボン・プライシングの変動に影響を受け
る売上高の割合（％）

 2℃目標への取り組み評価
 • 2℃目標がポートフォリオに与える影響

4. レポート、エンゲージメント、資本配分評価
 •  企業に対するエンゲージメント（対話）プログラム、

および投資、貸付、保険引き受けについての戦略的
な資本配分の決断をサポートする情報

マルチアセット・クラス分析

デリバリー・オプション

安全な FTPフィード

|

EBoard プラットフォーム

|

パートナー・プラットフォーム

利用企業の声

“ 当社は、ESGと天候に関連するデータのプロバイダーについてデューデリジェ

ンスを 2年にわたって行った結果、当社の天候関連データのプライマリー・ソー

スとして Trucostを選びました。Trucostのリサーチ・チームの科学的厳密性

は比類のないものです。それに加えて、世界最大の資産運用会社の１つである

当社へのサービスの提供における組織的サポートと ITサポートはいずれもベス

ト・イン・クラスであると評価しています „

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ



EBoardプラットフォームを通じて
必要不可欠なデータと分析を効果的に活用

利用企業の声

“AP4は、Trucostが提供する定量化アプローチと多様な環境パ

フォーマンス算定メトリクスを評価しています。Trucostのデー

タを活用して低炭素投資戦略を行っています „

AP4（スウェーデン国民年金基金）

“DBS銀行では、Trucostのデータと分析を貸付先のカーボン・

リスクを定量的に把握するために活用しています „

DBS 銀行

“ 当基金は、オーストラリアのスーパーアニュエーション（スー

パー）基金の中で、投資先企業の温室効果ガス排出量算定に

Trucostのデータを最初に使い始めた一社です。Trucostのデータ

と分析によって、ポートフォリオの炭素集約度を常に把握や比較

し、モントリオール・カーボン・プレッジに署名した機関投資家

として自発的なコミットメントを順守することができています „

VicSuper（豪州退職年金保証制度基金）

気温上昇を 2℃に抑えるた
めのエネルギー・ミックス
目標を可視化して、ベンチ
マークと比較

EBoardは、企業のカーボンおよびより広範な天然資源への

依存度に関する包括的なデータ、さらにはポートフォリオ

分析を提供するインタラクティブなオンライン・プラット

フォームです。

差異化が結果を左右

定量分析

環境・社会損害コストを定量化することで、

総合的な投資の意思決定が可能

戦略的・技術的ガイダンス

技術的なアドバイスや情報分析・データ活用

の戦略的ガイダンスを通じて、設定した目標

の実現をサポート

包括的データ

非公開データがある場合でも、評価モデルと

メソドロジーを用いて大企業から中小企業に

至るまで評価が可能

マルチアセット・クラス分析

非上場企業・上場企業の株式、社債・国債、

グリーンボンド、インフラ、不動産、森林の

各資産を評価



【お問合わせ】

日本
03-4550-8633

TrucostJapan@spglobal.com

アジア太平洋
+65 6597 6158 

Trucostasiapacific@spglobal.com

北米
中南米

+1 800 402 8774 
Trucostnorthamerica@spglobal.com

欧州 
中東 

アフリカ
+44 (0) 20 7160 9800 

Trucostinfo@spglobal.com 
TrucostEMEA@spglobal.com

Trucostについて
Trucostは S&P Globalの一部門です。Trucostは炭素や環境データおよび
リスク分析をリードし、気候変動、天然資源制約、より幅広い環境、社会、
ガバナンス要因に関連するリスクを評価します。 事業会社および金融機関
は、Trucostの情報やデータを活用することにより、ESG要因に対するエ
クスポージャーを理解し、レジリエンスを高め、より持続可能なグローバル
経済のための変革的なソリューションの特定が実現します。 S&Pグローバ
ルの環境分析および革新的な商品・サービスにより、ESG投資関連情報を
世界のマーケットに提供することができます。 
ウェブサイト：www.trucost.com

S&P グローバルについて
S&Pグローバル (NYSE: SPGI)は、信用格付け、ベンチマーク、各種分析
およびデータを、独立した立場から世界の資本・商品市場に提供する世界有
数の企業である。
ウェブサイト：www.spglobal.com

免責事項

Copyright © 2019 S&P Trucost Limited (“Trucost”), an affiliate of S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.（著作権 © 2019年 Trucost は、S&Pグロー
バル・マーケット・インテリジェンスの S&P Trucost Limited (“Trucost”)に属します。不許複製・禁無断転載。）

本資料および関連資料は金融または投資アドバイスの提供を意図せず、またそうした性質をもつものではありません。本資料における情報は、特定の会社や証券に関
するいかなる投資の決断または決断の差し控えと解釈あるいは依拠、または法的助言として利用するべきではありません。Trucostは、投資助言会社でなく、 Trucost
は投資ファンドを始めいかなる金融商品への投資助言に関する表明はいたしません。投資ファンドまたは金融商品への投資判断はこの書類の内容を信頼して行われる
ものではありません。

本資料および関連資料（「情報」）は、一般に公開されている情報および信頼できると考えられる情報源に基づき、あくまで情報提供のみを目的として作成されています。 
本情報は、Trucostの事前許可なしに全体または一部を複製および配布はできません。 本情報は、他のデータを検証あるいは修正、指数、リスクモデル、あるいは分
析を作成し、またはいかなる証券、ポートフォリオ、金融商品、あるいはその他投資商品の発行、提供、管理、マーケティングに関連して使用することはできません。
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切の保証または表明を行いません。また、それぞれのTrucost関係者は、法律の範囲内で、それぞれの商品性や特定の目的または使用に対する適合性に対する保証を含む、
あらゆる明示または黙示の保証もいたしません。上記のいずれもを制限するということなく、また、法律の範囲内で、いかなる事象においても、Trucostのいかなる
関係者も直接的、間接、特別的、処罰的、派生的（逸失利益を含む）またはその他の損害について、たとえかかる損害の可能性を通知されていたとしても、一切責任
を負わないものとします。上記は、適用法により除外または制限される場合のあるいかなる責任も除外または制限しないものとします。

Trucostは、 S&P Trucost Limited（英国登記番号 3929223、本社住所： 20 Canada Square, London E14 5HL, UK.の商号です。）

www.trucost.com 0219 | SPGMI629-J


