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気候変動の物理的リスクをとらえる
シナリオ分析による気候関連リスクの評価

記載内容は、ブラックロック・グループ(以下、ブラックロック)が作成した英語版レポートを基に、ブラックロック・ジャパン株式会社(以下、
弊社）が翻訳・編集したものです。記載内容は、情報提供を⽬的として作成されたものであり、特定の⾦融商品取引の勧誘を⽬
的とするものではありません。また、⽶ドル建資産を中⼼としたグローバル投資において、主に⽶ドル建で各資産の評価を⾏った上で
書かれたものです。⽇本の投資家が円から、外貨建資産に投資を⾏う場合に受ける為替変動の影響は考慮されていないことにご
注意の上、参考情報としてご覧ください。記載内容は、⽇本に居住する個⼈投資家にはあてはまらない場合がある旨にご留意くださ
い。その他ご注意点に関しては、必ず最終ページをご確認ください。
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⽬次

はじめに
この数年、⽶国におけるハリケーンや⼭⽕事、欧州の熱波、⽇本の洪⽔と異常
気象現象が相次いで発⽣し、気候関連リスクに注⽬が集まっています。しかし、
こうした現象が頻発し、激しさが増すことにより、ポートフォリオがどのような影響を
受けるのかを投資家が理解することは、容易なことではありません。

その理由として、まず第1に、海⾯の上昇など、⽐較的ゆっくりと進⾏する物理的な変化の影響が
顕在化するのはまだ遠い将来のことであるかのように思えることが挙げられます。そのため、投資家
は既にポートフォリオに潜在する差し迫った気候関連リスクを軽視する傾向がみられます。2つ⽬
は、リスクをモデル化することが難しいという点です。新たな気候パターンが⽣じているということは、
⻑期にわたる過去のデータは将来の指針として役⽴たないということです。過去に依存し過ぎるモ
デルを使⽤する投資家は、全体像を⾒失うことになります。3つ⽬は、リスクの特定が難しいことで
す。投資家にとっては、物理的リスク※を正確な地理的な位置と資産のレベルまで掘り下げること
が重要です。商業⽤不動産や電⼒事業への被害の可能性について考えてみてください。ただ⼀
⽅で、膨⼤な量の気候データを正確かつ効果的に分析することは困難です。

しかし幸運にも、現代の気候科学とデータ・サイエンスの進歩のおかげで、こうした障害を克服し、
ノイズからシグナルを選り分けることが以前よりも容易になりました。ブラックロックは、独⽴系調査会
社のロジウム・グループ(Rhodium Group)と共同で、ブラックロックの持つ資産レベルの専⾨知識
に、最新の気候科学およびビッグデータの処理能⼒を組み合わせています。この作業の結果、お
よそ160テラバイトのデータが創出され、投資に関連した物理的な気候リスクが精密に描き出され
ました。今では、現在および将来の様々な気候シナリオに沿って、資産に対する直接的な物理的
リスクを地域別に評価できるようになりました。さらに、エネルギー需要、労働⽣産性、経済活動へ
の影響など、連鎖する影響の予測も可能になりました。

こうしたツールを使うことで、気候関連リスクの重⼤さ、ばらつき、⽅向性について独⾃の⾒識を持
つことができるようになります。これは、市場がリスクを適正に織り込んでいるかどうかを評価する上で
役⽴ちます。ブラックロックの初期の調査結果から、投資家は投資先企業の脆弱性についての評
価を⾒直すべきであることがすでに明らかになっています。ハリケーンや⼭⽕事などの気象現象の影
響は、⽶国の公益事業セクターの株式などの⾦融資産で過⼩評価されています。また、地⽅債
では、気候に関連して経済的損失を被る地域の発⾏割合が今後増加するでしょう。⾼リスクの
商業⽤不動産の多くは、公式な洪⽔指定地域以外の場所に⽴地しています。

気候関連リスクに関するこうした知⾒を理解し、取り⼊れることは、ポートフォリオの耐性を⾼める
上で役⽴つとブラックロックは考えます。最初のステップとして、⽶国の資産および企業に焦点を当
てます。利⽤可能なデータの拡⼤に伴って、分析の対象とする地域、資産クラス、セクターを広げ
る予定です。しかし、ブラックロックは既に初期の分析から、持続可能な投資を「なぜしないのか」
を問う契機となるとの確信を強めています。

※物理的リスクとは、気候変動が企業の事業や経済活動に影響を与えるリスクをさします。
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執筆者

概要
• 最新の精緻な気候モデルとビッグデータの解析⼒を活⽤し、物理的な気候リスクが地域によっていかに⼤きく異なるかを⽰し

ます。⽴地場所を正確に特定できる⻑期的な資産を有する3つのセクターとして、⽶国地⽅債、商業⽤不動産担保証券
（CMBS）、電⼒事業を取り上げます。ハリケーンは、⽶国南部州の財政において脅威となっています。海⾯の上昇により、沿
岸地域の不動産は被害を受けやすくなり、南⻄部の発電所は猛暑のリスクにさらされています。様々な気候シナリオに沿ってこう
したリスクを地域ごとに分析することによって、 投資家に 1) リスク管理と分散化のための正確な判断基準、2) 気候に対する抵抗
⼒や設備投資計画について、企業や発⾏体と対話する⼟台を提供します。

• 異常気象現象は、3兆8千億ドルの⽶国地⽅債市場における州および地⽅の発⾏体の信⽤⼒において、これまで以上に重
⼤なリスクになりつつあります。ブラックロックが、物理的な気候リスクを地域のGDPへの影響に換算したところ、平均気温の上昇
とそれに関連する事象に起因する経済損失を被る地域が発⾏する地⽅債の割合が今後徐々に増⼤していく可能性が⾼いと考
えています。「気候対策を講じない」シナリオでは、⼤都市圏の約58%は、2060〜2080年までに気候関連の事象によってGDP

が1%以上毀損されることが分かりました。最もリスクの⾼い地域をクローズアップし、気候リスクの抑制に向けた適応プロジェクトに
資⾦を投⼊する地⽅債発⾏体のコミットメントと資⾦⼒があることの重要性を説明します。なお、この分析を新興市場を含むソブ
リン債の発⾏体に拡⼤することを考えています。

• ハリケーンの暴⾵と洪⽔は商業⽤不動産の重⼤なリスクです。ヒューストンとマイアミを襲った最近のハリケーンを分析すると、影
響を受けたCMBSローンに関連する商業⽤不動産のおよそ80%は公式な洪⽔指定地域の外にあることが分かりました。つまり、
保険で担保されていない可能性があるということです。そのため、気候関連リスクを地域別に分析することが不可⽋です。気候温
暖化による経済的な影響が、⻑期的にどのようにCMBSローンの損失率上昇につながる可能性があるかを説明します。

• インフラの⽼朽化によって、⽶国の電⼒事業セクターは、ハリケーンや⼭⽕事などの気候による影響に対して脆弱になっていま
す。 ブラックロックは、⽶国の上場公益事業会社269社について、有形固定資産の物理的な⽴地場所に基づく気候リスクによる
影響を評価しています。主な結論は、リスクが過⼩評価されているということです。異常気象現象のリスクにさらされている電⼒事
業者は、⼀般的に⾃然災害の発⽣によって⼀時的な価格変動やボラティリティ上昇の衝撃を受けます。気候事象からの回復⼒
がある公益事業者の多くが、プレミアム価格で取引されているという証拠もいくつか明らかになっています。リスクが増⼤し、こうした
危険性に対する投資家の注⽬度が⾼まるにつれて、このプレミアムは次第に⼤きくなる可能性があると考えます。

左から右へ
Ashley Schulten — Head of Responsible Investing for Global Fixed Income、Andre Bertolotti — Head of Global Sustainable 

Research and Data、Peter Hayes — Head of Municipal Bond group、Amit Madaan — Co-head of Commercial Credit Modeling, 

BlackRock Solutions
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背景
気候変動とそれに関連した異常気象現象は、数年先のみならず、⾜元の投資ポートフォリオの実際のリ
スクとなっているのでしょうか。

気候は変化しつつあり、社会はそれに適応し、技術はそれに追い
つこうとしています。こうした状況は投資家にとってリスクにも機会に
もなり得ます。気候変動による影響は、物理的、技術的、規制
上、社会的な4つの主要経路すべてを通じて現れています。データ
とアナリティクスの進歩によって、ブラックロックはこれらの主要なリスク
を測定し、対応する能⼒への⾃信を深めています。

本稿では、物理的リスクを深く掘り下げます。世界的な気温の上
昇は、海⾯の上昇、⼲ばつ、⼭⽕事、暴⾵など、我々の⽣活環
境に測定可能な変化をもたらしています。平均気温の上昇傾向
により、異常気象現象の発⽣確率とその集中度が⾼まっていま
す。こうした変化は⾜元の経済に影響を及ぼしています。

投資家への影響は、沿岸地域の不動産にとどまりません。農業
（農作物の収穫量）、保険（財物保険、損害保険の保険
料）、電⼒事業（発電所へのリスク、電⼒のピーク需要）を考
えてみてください。暴⾵⾬、洪⽔、熱波による被害は、企業のサプ
ライ・チェーンを混乱させ、公共財政を圧迫する恐れもあり、地⽅
債やソブリン債の保有者のリスクとなります。

損失総額が10億ドルを超える⾃然災害の発⽣件数は着実に増
えています（右図「増⼤する損失」参照）。2018年のSwiss 

Reのデータによると、⾃然災害に関連した保険⾦請求額は
2017年に過去最⾼の1,440億ドルに達していますが、保険で担
保されていないリスクも多く、実際の損失総額は3,370億ドルに上
ります。このデータによると、2017年に世界の⼭⽕事による被害額
は過去最⾼の210億ドルとなり、ハリケーン・ハービー、マリア、イル
マの3つのハリケーンによる被害額は、⽶国のGDPの0.5%に相当
します。こうした状況は、投資家にとってのリスクを浮き彫りにしてい
ます。異常気象現象の発⽣が徐々に増加していることは、財物
保険や損害保険の保険料の⼤幅な引き上げにつながるほか、保
険会社が過⼤で不確実なリスクの引き受けを躊躇した場合、保
険⾦を減額されるか、保険の引き受けを拒否される可能性すらあ
ります。投資家は、こうしたリスクを⾒越して対処する必要がありま
す。

ブラックロックは、資産レベルの専⾨知識と、ロジウムが科学者や
データ・エキスパートとの共同の取り組みで創出した最新気象モデ
ルとを組み合わせ、現在のリスクの状況と、様々な気候シナリオの
下でのリスクの時間的変化について考察しています。

ブラックロックがロジウムから購⼊した気象モデルとデータにより、洪⽔
やハリケーンの暴⾵の発⽣確率など、直接的な物理的リスクを全
⽶の地域別に評価できるようになりました。これは直接の⾦銭的被
害と気温上昇が農作物の収穫や労働⽣産性に与える連鎖的影
響を推定する上で役⽴ちます（詳細については7ページを参
照）。こうした直接的な物理的影響と間接的な経済的影響を総
称して「気候関連リスク」とよぶことにします。脆弱性の多くは地域
特有のものです。例えば、⽶国のメキシコ湾岸地域のインフラは、ハ
リケーンによる暴⾵と⾼潮のリスクにさらされています。⽶国⻄部の
⾃治体では⼭⽕事のリスクが⾼まっています。

増⼤する損失
損失額が10億ドル以上の⽶国の災害事象、1980〜2018年

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、⽶国海洋⼤気庁
（NOAA）National Center for Environmental Information NCEIの
データを使⽤。2018年10⽉現在。注︓折れ線グラフは損失額が10億ド
ルを超える気候事象の発⽣件数を表す。データは⼲ばつ、洪⽔、暴⾵⾬、
熱帯サイクロン、⼭⽕事、冬季の嵐および凍結を含む。棒グラフは損失総
額を表す。データはインフレ率調整後の2018年のドル為替レートを基準と
する。
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気候への無頓着さ
気候に関する最新の調査に基づくブラックロックの分析の結果のう
ち最も特筆すべきことの1つは、わずか20〜30年前と⽐較しても、
リスクがいかに顕著になっているかということです。例えば、ハリケーン
が商業⽤不動産にもたらすリスクは明確に増加していることが分
かっています（詳細については13ページを参照）。気候関連リス
クを考慮しないか、遠い先の問題ととらえている投資家は、⾃らの
⾒解を⾒直す必要がありそうです。海⾯の緩やかな上昇など、物
理的な変化の中には、従来の投資期間の範囲外にあるように⾒
えるものもあります。しかし、ハリケーン、⼭⽕事、⼲ばつなど最も差
し迫ったリスクは明⽩に存在しており、多くの場合、投資家の現在
のポートフォリオに潜んでいるリスクといえます。

ブラックロックの調査は、市場がこうしたリスクの多くを織り込んでい
ないことを⽰唆しています。なぜでしょうか。1つには、⾦融市場は
ややもすると近視眼的で、不確実で遠い先のものにみえるリスクを
過⼩評価しがちであるためです。これは、既に影響を及ぼしつつあ
る物理的リスクを軽視することにつながります。2つ⽬は、ツールや
データがないためです。例えば、リスク管理の際には時代遅れの洪
⽔地帯マップに頼って不動産に対するリスクの評価を⾏うことがよく
あります。近視眼的な政策や規制要件がこの問題を悪化させる
可能性もあります。ハリケーン・モデルの設計においては、過去100

年間の歴史を参照して、将来のリスクを計測しています。しかし、
1980年以前のデータは断⽚的です。また、平均値（世界の気温
およびハリケーンの発⽣確率）が徐々に上昇しつつある中で、過
去を将来の指標として利⽤することには限界があります。2017年
にヒューストンのHarris County Flood Control Districtが述べて
いるように、ヒューストンが2015年以降、「500年に⼀度」の洪⽔に
3回⾒舞われたことを考えなければなりません。結論として、遠い過
去を振り返ることは、気候関連リスクの財務的影響を過⼩評価す
る結果につながるということです。

物理的な気候モデルは、こうした⽋点を補い、特定の年に様々な
異常気象現象が発⽣する確率をより正確に評価する上で役⽴ち
ます。問題は、気候モデルが進化途上の科学であることです。
様々なモデルが異なる結果を⽰し、不確実性が広く存在していま
す。世界的な気温上昇による影響を評価する標準的な⽅法では、
幅広い地域、時には地球全体において予想される平均的な影響
を調べていますが、今後は最近の情報処理能⼒の向上の恩恵に
より、リスクを地域別に分析することが可能になります。

現在の気温上昇が将来はさらに加速
科学者は⻑年にわたり、⼤気中の⼆酸化炭素（CO2）の⽔準と
温暖化との間には明確な相関がある（「温室効果」）と主張して
きました。 ⽶国海洋⼤気庁（NOAA）のデータによると、陸上と
海上の気温は1800年代半ばと⽐較して既に平均で1.2°C

（2.2°F）⾼く、北極と南極ではさらに著しく⾼くなっています。⼤
気中の⼆酸化炭素（CO2）濃度は、過去80万年のどの時期より
も⾼い⽔準に上昇しています（上図「ホッケー・スティック曲線」参
照）。

気候変動が極めて破壊的な影響を及ぼすまでに、地球はどの程
度の温暖化を許容できるのでしょうか。多くの科学者は、「産業⾰
命前」の気温から2°C（3.6°F）上昇した⽔準を危険レベルと考
えています。しかしながら、この数年の⼆酸化炭素排出傾向から判
断すると、2°Cの閾値を維持することは難しいと思われます。上図
の緑の点をご覧ください。気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）によると、化⽯燃料を使⽤し続けることを想定した「気
候対策を講じない」場合の経路（オレンジの点）では、世界の平
均気温が2100年までにおよそ4°C（7°F）上昇します。⼆酸化
炭素排出の先⾏きが不透明であることを考えると、気候関連リスク
の評価では複数のシナリオを検討することが賢明であるといえます
（詳細については7ページを参照）。
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ホッケー・スティック曲線
世界の⼤気中の⼆酸化炭素（CO2）濃度、紀元前80万年〜2100年

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、⽶国環境保護庁
のデータを使⽤。2019年3⽉現在。注︓上図は、⼤気中の⼆酸化炭素
濃度を経時的に百万分率（ppm）で表したもの。1950年までのデータは、
EPICA（European Project for Ice Coring in Antarctica）プロジェク
トによるアイスコア分析から得たもの。1959年以降の数値は、 ハワイ島マウ
ナロアでの実測値。2019年のデータは1⽉31⽇現在。2°Cの閾値（基準
値）は、世界の平均気温が今世紀末までに産業⾰命前の⽔準から2°C
上昇する場合の、IPCCの予測による CO2 濃度。 「気候対策を講じない」
シナリオは、化⽯燃料を使⽤し続け、CO2 濃度が2100年までに940百万
分率（ppm）となることを想定している。
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転換点
⽇中最⾼気温の関数としたトウモロコシ収穫量と電⼒需要の変化
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⽇中の気温（F）

気候変動が引き起こす物理的なリスクをモデル化することは、最近
までは困難でした。しかし、ビッグデータやクラウド・コンピューティング
の進歩のおかげで、現在では⽶国全体のリスクを20 km（12マイ
ル）四⽅単位で把握することが可能になりました。本稿では、ブ
ラックロックのこの分野に関するリサーチの最新状況を説明します。
これは、過去の気候および社会経済的データと物理的気候モデル
とを組み合わせた、ロジウムのClimate Impact Labにおける分析
を利⽤しています。この分析作業は、データ分析の第⼀⼈者、計
量経済学者、気象科学者の共同プロジェクトとして⾏われ、数百
万回のシミュレーションを活⽤しています。このデータを⽶国資産に
適⽤する作業は、60万時間のCPU処理能⼒を必要とし、160テ
ラバイトのデータを創出しました。1980年代に普及した3.5インチの
フロッピーディスクで1億2千万枚分に相当します。

この分析では、平均気温の上昇の連鎖的影響を考慮します。こう
した影響の多くは⾮線形的です。例えば、トウモロコシの収穫量は、
⽇中の最⾼気温が84°F（29°C）を超えると急速に減少し始め
ます。また電⼒需要はUカーブを描き、異常な低温および⾼温時
に増加します（下図「転換点」参照）。

最初の分析で対象としたのは⽶国地⽅債（10〜12ページ）、
CMBS（13〜14ページ）および電⼒株（15〜17ページ）で
す。その理由は、これらの資産クラスが、耐⽤年数が⻑く、所在地
の把握可能な有形資産を保有しているためです。まず、これらの
資産クラスに対する現在のリスクの評価から始めます。物理的な
気候リスクの評価では、最初に数⼗年先の将来に⽬を向けること
から始めがちですが、そうすると既に存在しているリスクを⾒逃すこ
とになりかねません。

資産に関連するリスクは、どのような⽅法で評価するのでしょうか。
ブラックロックは以下のプロセスに従って⾏います。
1 容易に特定できる物理的な場所にある資産はどれかを判断

する（CMBSローンの不動産など）

2 資産の所在地に気候データを重ね合わせ、ハリケーンなどの
関連する直接的な物理的リスクへの現在および将来のエク
スポージャーを評価する

3 気候データを、関連する⼆次的な財務的および社会経済
的影響に結びつける

4 これらのリスクが織り込まれているか、保険で担保されている
かを分析し、企業／発⾏体に適応するコミットメントと資⾦
⼒があるかを判断する

投資への適⽤
様々なシナリオに沿って気候関連リスクを評価する枠組みを詳述し、⽶国全体の資産に対する潜在
的なリスクを明らかにします。

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウム・グループのデータを使⽤。2019年3⽉現在。注︓上記の範囲は95%信頼区間（2標準偏差の範囲）。 分析
はすべてロジウム・グループによるもの。トウモロコシの推定は、⽶国農務省の1950〜2005年の郡ごとの全⽶農産物データに基づき、Schenkler and Roberts (2009)の⼿法を
使って気温の変化と平均収穫量との関係を明らかにしたもの。電⼒需要は、気候変数がエネルギー需要に与える影響を計測した2つの調査に基づいている。Deschenes and 
Greenstone (2011)は、⽶国エネルギー情報局のデータを使⽤して1968〜2002年までの全国の州ごとの年間電⼒需要を調査している。Auffhammer and
Aroonruengsawat (2011)は、カリフォルニア州の⼀般世帯の建物ごとの⽉間電⼒消費量について調査している。
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シナリオの予想
化⽯燃料に関連したCO2 排出のシナリオ、1980〜2100年

−20

年
間

排
出

量
（

ギ
ガ

トン
）

⼀定の対策

徹底的な対策

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウムのデータを
使⽤。2019年3⽉現在。注︓CO2排出は、化⽯燃料の燃焼とセメント⽣
産を含む。上図は、気候変動に関する政府間パネルが定義し、気候モデ
ルのシナリオとして⼀般的に使⽤される4通りの代表的濃度ケース
（RCP）を表す。「気候対策を講じない」（RCP8.5と呼ばれる）シナリオ
は、化⽯燃料を使い続けて⼤気中CO2 濃度が2100年までに940 ppmに
達することを想定している。「限定的な対策」（RCP 6.0）ではCO2 濃度
が2100年までに約670 ppmに上昇すると予想する。「⼀定の対策」
（RCP 4.5）では、CO2 濃度は550 ppm前後で安定すると予想する。
「徹底的な対策」（RCP 2.6）は、積極的な政策措置が奏功して今世
紀後半までに正味排出量が減少し、CO2 濃度は2100年までに384 ppm
になると予想する。

予想されるシナリオ
ブラックロックの分析は、世界の気候シナリオを中⼼としています。
気候のモデリングの専⾨家の間では、炭素排出の今後の⾏⽅に
ついて、可能性の⾼いシナリオとしていくつかあげられています。この
将来どうなるかが不透明であることを考慮して、下図「シナリオの予
想」に⽰す4通りのシナリオを検討します。化⽯燃料の燃焼を続け
ると想定する「気候対策を講じない」シナリオ（オレンジの線）から
排出量削減を⽬指す積極的な政策措置の実⾏を想定した「徹
底的な対策」のシナリオ（⻘の線）までの4通りです。

後者は、21世紀末までの世界の平均気温の上昇を2°C以下に
抑えることを⽬指す2015年気候変動に関するパリ協定の⽬標で
す。実際の排出量の伸び（下図のグレーの「実績」の線）から推
定すると、世界は温暖化への経路をたどり、資産にとってリスクとな
ります。

ロジウムは、最新の21のグローバル気候モデルに基づき、それぞれ
の排出シナリオに関して、気温、降⾬、ハリケーンのリスクなど、物
理的な気候変動の確率加重指標を計算しています。ここでの⽬
的は、物理的リスクの現状と、こうしたリスクが将来どのように進展
するかの両⽅について把握することです。

政府、企業および投資家は、どうすれば気候リスクを意思決定に
最⼤限に取り⼊れることができるでしょうか。シナリオ分析が重要な
役割を果たします。⾦融安定理事会の気候変動関連財務情報
開⽰タスクフォース（TCFD）により分析が⽬覚ましく進展しまし
た。ブラックロックが加盟するTCFDは、気候リスクを以下の2つのカ
テゴリーに分類しています。

• 移⾏リスク︓世界の低炭素経済への移⾏に伴う政策、法
律、技術、市場の変化から⽣じる事業や資産に対するリスク。

• 物理的リスク︓様々な温室効果ガス排出シナリオの下で、
既に⽣じており、今後数年間にわたって続くと予想される気
候変動による事業体や資産に対するリスク。

物理的リスクは「気候対策を講じない」または「限定的な対策」の
シナリオにおいて最⼤の脅威となっており、いずれのシナリオでも世
界の平均気温は⼤幅に上昇する可能性があります。移⾏リスクは、
排出削減のための厳格な規制措置、クリーン・エネルギーの⾶躍
的進歩、および⽐較的限定的な気温上昇に関わる「徹底的な対
策」のシナリオにおいて⾼い重要性を持ちます。

本稿は物理的リスクに照準を合わせているため、「気候対策を講
じない」シナリオに重点を置きます。このシナリオは、投資ポートフォ
リオのストレステストとしては過酷ですが、妥当だと考えています。リ
スク管理のために、事業者に「厳しい」シナリオを検討することを奨
励するTCFDの提⾔に沿ったものです。シナリオは予想ではありま
せん。また、特定の要因に対する感応性分析と同じではありません。
考え⽅としては、将来についての通常の考えに疑問を呈するという
ことです。

シナリオは、将来の動向を左右する重要な要因に注⽬を向けさせ
ます。また、組織が潜在的な破壊的要因に対してどの程度の抵
抗⼒を持っているかを評価する上で役⽴ちます。組織は変化への
適応⼒と、関連する機会を活⽤する能⼒を持っているでしょうか。
リスク抑制計画を策定しているでしょうか。シナリオは、投資家がこ
うした問いに対する答えを探るための枠組みを提供します。

シナリオ分析
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2都市の⾒通し
⽶国の2都市における寒冷⽇と猛暑⽇の平均⽇数、1980〜2100年

100

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウムのデータを
使⽤。2019年3⽉現在。注︓上図は、ユタ州ソルトレイクシティの気温が
32°F（0°C）以下に下がる寒冷⽇の年間平均⽇数と、フロリダ州オーラ
ンドの気温が95°F（35°C）を超える猛暑⽇の年間平均⽇数を表す。
1980年のデータは実測値。「現在」は、2010〜2030年の推定である。推
定はロジウムによるもので、「気候対策を講じない」シナリオを想定している。
66%（⾼確率）レンジの上限を使⽤している。ロジウムの推定は、21の
循環モデルを利⽤して、気温、降⽔量およびその他の変数の確率を評価
している。

未来を垣間⾒る
リスクはどのように展開するのでしょうか。化⽯燃料の継続的な使
⽤を想定する「気候対策を講じない」リスク・シナリオにおいて、平
均気温は著しく変化する可能性があります。

例えば、ユタ州ソルトレイクシティでは、気温が氷点下以下となる
寒冷⽇の⽇数が1980年の⽔準から今世紀末までに75%も減少
する可能性があります。対照的に、フロリダ州オーランドのディズ
ニー・ワールドでは、平均で1年の半分が猛暑⽇となる可能性があ
ります（下図「2都市の⾒通し」参照）。

推計では、⽶国の⼤都市圏のうち、⽇中の最⾼気温が95°F

（35°C）に達する⽇数が年間100⽇を超える地域の全体に占
める割合が、現在の約1%から、2060〜2080年までには最⼤で
26%になるとみられます。これは以下のような重要な連鎖的な影
響をもたらします。

• 農業や建設作業など、屋外労働に依存する地域での⽣産
性低下

• テキサス州など⽐較的⾼温の州で猛暑の発⽣が増加するの
に伴い死亡率が上昇

• 特に⽶国南⻄部において建物の冷却に要するエネルギー⽀
出額が増加

• アリゾナ州など⽐較的⾼温の州において穀物収穫量の減少
により農業⽣産⾼が減少

変化する世界
「気候対策を講じない」場合の予想される影響（1980年との⽐較、
2019〜2100年）

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウム・グループ
のデータを使⽤。2019年3⽉現在。注︓推定はすべてロジウム・グループに
よるもので、「気候対策を講じない」シナリオを想定している。妥当なリスク・
シナリオとして、結果範囲の66%（⾼確率）レンジの上限を使⽤している。
海⽔⾯の上昇（フィート）は1980年以降の数値である。ハリケーンによる
被害、農業⽣産⾼およびエネルギー消費量は、1980年以降の気候変動
に伴う物理的な変化の結果による年間GDP増減率を表す。ロジウムの⼿
法の詳細については、Estimating economic damage from climate 
change in the United States, Science（2017年6⽉）を参照。

潜在的影響はどの程度の規模でしょうか。「気候対策を講じない」
シナリオでは、極めて甚⼤です。例えば、アリゾナ州ツーソンでは、
今世紀後半までに年間エネルギー⽀出額の増加分がGDPの1%

を超える可能性があります（上図「変化する世界」参照）。猛暑
による穀物収穫量減少に伴い、農業の潜在能⼒が低下すると、
年間でアーカンソー州パインブラフのGDPは最⼤4%減少します。
対照的にノースダコタ州ジェームズタウンは温暖化によりGDPが増
加します。

海⾯は⼤幅な上昇が⾒込まれ、沿岸地域の資産は損害を被るリ
スクにさらされます。ロジウムの分析から、現在のヒューストンの海⾯
は1980年に⽐べて1フィート（約30センチメートル）以上も上昇
していることが分かっています。推定によると、現在の排出傾向が
続いた場合、海⾯は今世紀末までに5フィートも上昇する可能性
があります。ニューヨーク市は、2080年までに海⾯が最⼤で3フィー
ト上昇する可能性があり、およそ730億ドルの資産が損害を被るリ
スクにさらされます。ハリケーンは重⼤な要因です。過去の損失率
と建物単位のエクスポージャー・データおよび最新のハリケーン・モデ
ルとを組み合わせて被害額を⾒積もることができます。分析の結果、
マイアミやその他の沿岸地域の都市では暴⾵によりGDPの3%にも
相当する被害を受ける可能性があることが明らかになっています。

現在 2020〜
2040

2040〜
2060

2060〜
2080

2080〜
2100

海⽔⾯の上昇（フィート）
ヒューストン 1.2 1.6 2.5 3.6 4.9

ニューヨーク 0.9 1.2 1.9 2.9 4.0

ハリケーンによる被害（GDP損失率（%）年率）

ニューヨーク 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6

マイアミ 2.5 2.5 2.8 3.3 3.9

農業⽣産⾼の変化（GDP増減率（%）年率）
アーカンソー州パインブラフ −0.9 −1.2 −2.7 −3.7 −3.8

ノースダコタ州ジェームズタウン 1.0 2.4 5.2 6.5 5.0

エネルギー⽀出額の変化（GDPに対する⽐率（%）年率）

アリゾナ州ツーソン 0.3 0.5 0.8 1.2 1.6

ミネアポリス −0.11 −0.12 −0.13 −0.14 −0.14
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資産レベルまで掘り下げた物理的な気候リスクをより良く把握するこ
とは、投資家の新たな重要なツールとなる可能性があります。地域
を特定でき数⼗年間にわたる存続期間を有する資産のポートフォリ
オにおいて、特に価値のあることです。このような理由でブラックロック
は⽶国の地⽅債、CMBS、電⼒会社にまず焦点を当てています。

ブラックロックの今回の分析は最初の⼀歩に過ぎません。ブラックロッ
クはこうした分析を他の地域、資産クラス、セクターにまで拡⼤する
ことを⽬指しています。この場合、今後直⾯する困難の⼀つとして、
複雑なサプライチェーンを持つ多国籍企業やサービス企業への当⼿
法の適⽤が挙げられます。サービス企業に適⽤する際には、企業が
事業を⾏う主な市場が、どのように気候リスクに晒されているかを評
価する必要があります。

気候モデルの作成と天候シナリオには、不確実性が内在しています。
これは、現時点での当該リスクの評価には不確実性を伴うことを意
味しています。将来の評価であれば尚更のことです。それでもブラッ
クロックは、様々なシナリオの下での物理的リスクを現時点で測定す
ることを重要な出発点であると考えています。それによって、現ポート
フォリオ内で誤って評価されているかもしれないリスクや、そのようなリ
スクが時間の経過とともにどのように変化するのかを明確にできる可
能性があるためです。

最終的な影響
気候関連リスクが特定の地域の経済におよぼす全体的な影響を、
どのように測定できるでしょうか。ロジウムの研究成果を利⽤して、
こうした影響を様々なシナリオの下で推定することができます。具
体的な例を挙げると、下図「地域別の損害予想」は、「気候対策
を講じない」シナリオの下での予想される2060〜2080年の全⽶
各地のGDPの変化を⽰しています。

最も⼤きな損害を被る可能性が⾼いのは、メキシコ湾岸地域、
南⼤⻄洋沿岸、アリゾナ州の⼤部分です（下図のオレンジ⾊の
部分を参照）。寒冷な⼀握りの州では、GDPが⼩幅に押し上
げられる可能性があります。しかしリスクは⾮対称的です。⽶国の
⼤都市地域の約58%でGDPが最⼤で1%以上減少する可能
性がある⼀⽅、同程度の幅のGDP増加を経験する可能性があ
る地域は1%未満と推計されます。フロリダ州が危険な地域の筆
頭に挙げられ、ネイプルズ、パナマシティ、キーウェストでは主に沿
岸暴⾵⾬の影響を受けてGDP損失率（年率）が最⼤で15%

になるとみられます。
これらは平均的な年間の推定であることに注意が必要です。ある
年には天候に起因するショックが推計をはるかに上回る損失が発
⽣する可能性があります。損失は確定したわけではありません。
断固たる⾏動により炭素排出量を減らすことができ、都市は対応
策のために財政⽀出を⾏い耐性を強化することができます。しか
しこの分析によって明らかにされた脆弱性は、次章で論じる通り、
地⽅債の発⾏体と投資家に対して重要な意味をもたらします。

地域別の損害予想
「気候対策を講じない」シナリオの下で予想される⽶国各地域のGDPに対する最終的な経済的影響、2060〜2080年

58% 2080年までに気候に関連する
GDP低下が1%以上と推計される
⽶国の都市地域の割合

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウム・グループのデータを使⽤。2019年3⽉現在。
注︓上の地図は「気候対策を講じない」シナリオの下で2060〜2080年に予想される⽶国都市地域のGDPに対する影響を⽰している。 気候変動は1980
年を基準として相対的に測定されている。当分析には、犯罪率、死亡率、労働⽣産性、冷暖房の需要、バルク商品作物の農業⽣産性、沿岸暴⾵⾬によ
る年間の予想損失の変化による影響が含まれている。またこの分析は、これらの変数の相関と経年変化を考慮に⼊れている。ただし、移住や内陸の洪⽔な
どの測定が困難な幾つかの変数は考慮に⼊れていない。⼿法の詳細については、ロジウム・グループによる2019年3⽉の論⽂「Clear, Present and 
Underpriced: The Physical Risks of Climate Change（明⽩で現在存在しているが価格に⼗分に織り込まれてない︓気候変動の物理的リス
ク）」を参照。将来を⾒越した推計は現実とならない場合がある。

9
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地⽅債
気候関連リスクが発⾏体である⽶国の多数の州や⾃治体の経済と信⽤⼒をどのように脅かすかについ
て説明し、このようなリスクを評価する枠組みを紹介します。

⽶国の地⽅債市場において気候関連リスクは過⼩評価されてい
ます。ハリケーン、洪⽔、その他の極端な天候は、発⾏体としての
州や⾃治体にいろいろな財政的困難を突き付けており、様々な
影響が及ぶ可能性があります。2018年後半の連邦準備理事会
（FRB）の統計によれば、市場には3兆8千億ドルの負債残⾼
があります。以下の点について考えてみましょう。

• 極端な天災の後の清掃費⽤、将来的な損害を防ぐための
被害軽減プロジェクトのための資⾦⼿当て、洪⽔保険料の
増加が、負債⽔準の上昇につながる可能性があります。この
ことにより、⼀般財源債（州や都市の信⽤⼒と税収に⽀え
られている）に⼤きな影響を及ぼします。

• ⼤規模な⾃然災害の結果、（2017年にハリケーン「マリア」
の被害を受けたプエルトリコが経験したように）⼈⼝が流出
して不動産価格が下落すれば、地⽅⾃治体の税基盤が縮
⼩する可能性があります。また、⾃然災害の後、地⽅⾃治
体は固定資産税を免除する場合があり、それにより歳⼊へ
の打撃が増幅されます。

• 気候の緩やかな変化（気温や海⾯の上昇など）が、⼟地
利⽤、雇⽤、経済活動のパターンを変化させる可能性があ
ります。企業は他の地域に移転する可能性があり、地域の
税基盤の侵⾷につながります。

• 特定のプロジェクトに紐づけられたレベニュー債（上下⽔道
事業体が発⾏する債券など）は、海⾯の上昇、洪⽔、⼲
ばつから直接的な被害を受ける可能性があります。

格付機関はこれらのリスクにより⼤きな注意を払うようになってきて
います。 2017年にムーディーズは、気候変動が発⾏体としての⽶
国の州や⾃治体の信⽤⼒に与える気候変動のマイナスの影響が、
特に⼗分な対応策や被害軽減戦略を持たない発⾏体の間で拡
⼤していると警告しました。しかしそうした戦略には費⽤がかかる可
能性があります。⼀例を挙げると、2019年1⽉にフロリダ州知事は、
海⾯上昇の影響を含む環境問題への対策費⽤として同州が4

年間に25億ドルを⽀出したいと考えていると述べました。
0

20

膨らむ負担
地⽅債指数のうち、気候関連GDP損失リスクに晒されている割合、2020〜
2100年
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） 0.5%〜1%の損失

気候モデルは、そのような財政的な困難が増す⼀⽅であることを⽰
唆しています。ブラックロックの分析は、⽶国⼤都市統計地域
（MSA）のうち、気候に関連するリスクの加速に直⾯する地域の
割合が今後数⼗年間にわたって増え続けることを⽰しています。こ
の分析では、「気候対策を講じない」シナリオの下での最終的な経
済的影響（気候変動による影響を受けなかったと想定した場合
のGDPの⽔準との⽐較で表す）の可能性を、383ある⽶国MSA

の地域別に調査しています。 この影響には、直接的な影響（ハリ
ケーンの被害による予想損失など）と⼆次的な影響（死亡率、
労働⽣産性、エネルギー需要、農作物の⽣産量の変化など）が
含まれます。
今後10年以内に、 S&P National Municipal Bond Index の
15%以上（時価）が、平均年間経済損失額がGDPの0.5%〜
1.0%を上回るMSAによって発⾏されることになるとみられます（下
図「膨らむ負担」を参照）。このことは、MSAの信⽤⼒と気候変
動対策プロジェクトのための資⾦拠出に⼤きな影響を及ぼすとみら
れます。下図が⽰すように、その影響は今後数⼗年間に強まると
考えられます。

10

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウム・グループの
データを使⽤。2019年3⽉現在。

注︓地⽅債市場を表すためにS&P National Municipal Bond Indexを
使⽤している。上図は、「気候対策を講じない」シナリオの下で、2100年ま
でに様々な⼤きさのGDP損失リスクに晒されると予想される地⽅債市場の
割合（市場価値ベース）を⽰す。例えば、2060〜2080年までに、地⽅
債指数の現在の構成で考えた場合、その約20%（市場価値ベース）が
気候変動によるGDPの平均年間損失率が3%以上に上る地域になる。妥
当なリスク・シナリオとして、損失の66%（⾼確率）レンジの上限を使⽤し
ている。

3%以上の損失
2%〜3%の損失
1%〜2%の損失

40%

2020〜2040 2040〜2060 2080〜21002060〜2080
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場所が極めて重要
気候関連リスクの影響には⼤きなばらつきがあり、沿岸部と南部の
州が最も⼤きな影響を受けます。下図「損失率の試算」は、規模
の⼤きいMSA15位までの地域（地⽅債市場の約40%を占め
る）が受ける⻑期的な影響の予想を⽰しています。ブラックロック
の分析は、全ての主要なMSAが現在既に、（基準とする1980

年以降の気候の累積的な変化の結果として）、⼩規模から中規
模の損失を被っていることを⽰唆しています。損害が最も⼤きいの
はフロリダ州のマイアミで、推定されるGDP損失率（年率）は現
在1%を超えており、今後この損失率は今世紀末までにGDPの
4.5%（年率）に増加する可能性があります。この増加は、主に
ハリケーンと海⾯レベルの上昇によるものとみられます。ただこれは
⾼リスクのシナリオであることに留意が必要です。炭素排出を削減
することに、世界が積極的に取り組めば、予想損失率の増加軌
道はより緩やかになると考えられます。

シアトルは、⽐較的温暖な気候であることを背景に最も強い耐性
を⽰し、⻑期的にはGDPの損失はほとんどないと予想されます。
ニューヨーク市地域での年間損失は、今世紀の終わりにはGDPの
約1%相当に上ると予想されます。 予想される損失は固定的なも
のではありません。ニューヨークのように規模が⼤きく多様性のある
MSAは、対策や軽減のためのプロジェクトの資⾦を調達する上で、
より有利な⽴場にあります。実際ニューヨーク市は、建物やインフラ
の気候に対する耐性を⾼めるために10年間で200億ドルを⽀出す
ると確約しています。

「知らぬが仏」
こうした将来的なリスクは市場に織り込まれているのでしょうか。
これを調べるための⼀つのアプローチは、気候の影響を受けやす
い地域と受けにくい地域の類似する債券を⽐較し、その価格差
（スプレッド）を調査することです。このような類似する地⽅債
の抽出調査を⾏った結果、バリュエーションに⼤きな差がないこ
とが判明しています。

例えば、ブラックロックは同じような特徴を持つ債券2銘柄を分
析しました。フロリダ州のジュピターは、広範なマイアミ地域に影
響を及ぼすハリケーンから被害を受ける地域に位置しています。
ジュピターは、その地理的な位置に加えて多くの⽔路の存在に
よって、特に熱帯暴⾵⾬とハリケーンに対して脆弱です。これに
対しニュージャージー州のネプチューンでは、過酷な暴⾵⾬に⾒
舞われる可能性ははるかに低くなっています。

ブラックロックは、クーポン、償還期限、コール（繰り上げ償還）
の有無、セクターなどにおいて極めて類似した特徴を持つジュピ
ターの⽔道事業レベニュー債とネプチューンの債券を⽐較しまし
た。この結果、両債券の利回りは、格付けの違い（AA格とA

格）による影響の調整後では、ほぼ同⽔準であることが分かり
ました。気候関連リスクが重要な要素として考慮されているので
あれば、ネプチューンの債券はジュピターの債券よりも利回りが
低い（価格が⾼い）はずです。ブラックロックは、その他にも気
候リスクが⾼い地域と低い地域の債券に関する抽出分析を⾏
いましたが、同様の結果を得ました。

損失率の試算
MSAトップ15位（経済的重要性による）のGDPに気候が及ぼす影響の予想、2018〜2100年

GDP
（⼗億ドル）

負債
（⼗億ドル）

地⽅債指数に
占める割合

ニューヨーク 1,718 203 9.5%

ロサンゼルス 1,044 86 3.9%

シカゴ 680 74 3.3%

ダラス 535 64 3.0%

ワシントンD.C. 530 45 2.0%

サンフランシスコ 500 71 3.3%

ヒューストン 490 51 2.4%

フィラデルフィア 445 25 1.2%

ボストン 439 67 3.2%

アトランタ 385 34 1.6%

シアトル 356 30 1.4%

マイアミ 345 33 1.5%

サンノゼ 275 13 0.6%

デトロイト 261 12 0.6%

ミネアポリス 260 25 1.2%

−2

0

ニューヨーク

G
D

P
（

年
率

）
の

変
化
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出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウム・グループのデータを使⽤。2019年3⽉現在。
注︓上図の都市は、GDPで⾒た場合のMSAのトップ15位を表す。上図は「気候対策を講じない」シナリオの下での、1980年以降の累積的な気候変動に
起因するGDPの予想損失（年率）を⽰す（66%（⾼確率）レンジの上限）。「現在」は、2010〜2030年の予想を表す。上記の表は、GDP、地⽅債
発⾏残⾼合計額、 S&P National Municipal Bond Indexに占める各MSAの割合を⽰す。上に⽰されたMSAは⼤都市圏。例えば、ロサンゼルスはカリ
フォルニア州のロングビーチとアナハイムを含む。

ヒューストン

マイアミ

ダラス

現在
2020〜
2040

2040〜
2060

2060〜
2080

2080〜
2100

年

−4%

シアトル

ロサンゼルス
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FEMAのプット
気候関連リスクに関して、地⽅債市場に明らかに違和感がありま
すが、これをどのように説明すればよいでしょうか。ブラックロックは、
下記の通り幾つかの可能な説明を提⽰したいと思います。

• 関⼼の⽋如︓投資家の間で、気候変動を真剣に考慮する
動きはこれまでなかなか進みませんでした。これは、そのリスク
をモデル化する詳細なデータがないことに⼀部起因しています。
このような考え⽅は徐々に変わりつつあります。クレジットアナ
リストは財源を考慮に⼊れているとしばしば⾔っていますが、
追加リスクプレミアムをスプレッドに上乗せするなどしてそうした
懸念を定量化していません。

• 投資期間︓最も悲惨な影響が予想されるのは数⼗年先で
あり、⼤半の投資家や格付機関が対象とする伝統的な投
資期間や地⽅債のデュレーション（16年）よりも先のことで
す。このことが、現在既に存在しているリスクを過⼩評価する
ことにつながっている可能性があります。

• 保険︓気候への感応度が⾼い地域の債券には保険がかけ
られていることが多く、そのため暴⾵⾬の被害に関する投資
家の懸念は軽減されています。暴⾵⾬による⼤きな被害が
あった後に地⽅債の価格が低下してもその後すぐに回復する
傾向があるのは、主にこのためです。

• 「FEMAのプット」︓暴⾵⾬により被害を受けた地域は通常、
⽶連邦緊急事態管理庁（FEMA）からの資⾦により再建
が⾏われてきました。投資家は、債券が気候関連リスクから
切り離され、FEMAが債券の額⾯価格を維持するプット・オ
プション（あらかじめ決められた価格で売却する権利）に類
似するものを提供していると想定しています。

気候関連リスクが現在の地⽅債市場に織り込まれている証拠は、
ほとんど⾒当たりません。しかしブラックロックは、この状況がいずれ
変化するとみています。気候の影響を受ける地域で保険に加⼊す
るには、依然として加⼊が可能であるにしても、より多くの費⽤がか
かるようになるとみられます。

災害費⽤の増加によってFEMAの財務能⼒や緊急対応への政
治的意思が低下すれば、「FEMAプット」の信頼性が低下する恐
れがあります。FEMAの構造と使命を巡る政治的不透明感は、こ
うした恐れを強めるばかりです。そして最近の⽶国のハリケーンのよ
うな⼤規模で極端な天候上の出来事が、投資家⼼理を揺さぶる
可能性があります。こうしたトレンドが強まり⼀部のリスクが顕在化
するにつれて、天候の影響を受けないことに対するプレミアムが発
⽣する可能性があるとみています。気候に耐性がある州・都市に
よって発⾏される債券は、⻑期的には、脆弱な州・都市が発⾏す
る債券に対してプレミアム付きで取引されるようになるとみています。

耐性を評価する
ブラックロックの分析では、気候関連リスクが地⽅債市場にとって現
実のものとして増⼤していることが⽰されています。 このことは、発⾏
体の債務構造を評価する際に⻑期的な気候予測を考慮に⼊れる
べきであることを⽰唆します。このため、州・地⽅⾃治体の信⽤⼒を
評価する際に、気候の変化に対する準備状況を調べることが投資
家にとってますます重要となっています。

⼀部の発⾏体は、被害軽減対策の財源としてグリーンボンド市場
を利⽤しています。例えば、サウスカロライナ州のコロンビアは最近、
⾬⽔排⽔システムを強化するための9,500万⽶ドルのプロジェクトの
最初のトランシェを発⾏しました。そのような努⼒が⼗分かどうかをど
のように測定すべきでしょうか。投資家が問うべき主な項⽬として、
以下が挙げられると考えています。
• 発⾏体が⻑期的な計画と、気候リスクへの耐性を強化するた

めのプロジェクトに資⾦を調達できる財務能⼒を備えているか。
• 現地の条例や政策は、暴⾵⾬被害が発⽣した後の脆弱な

地域の⾮効率的な再建を奨励しているか。

• 最も関連性の⾼いリスクに対する保険の補償範囲は適切か。

• 上下⽔道事業体は、⼲ばつや洪⽔に備えた計画を整備して
いるか。

• 現地の経済は、気候に関連したショックを吸収するのに⼗分
な程度に分散されているか。

こうした計画に関する情報開⽰が限定的であることが、投資家が
直⾯する困難の⼀つとなっています。この難しさは、どの資産クラスに
もみられます。情報開⽰の枠組みを提⽰することが、7ページで述べ
たTFCD(気候関連財務情報開⽰タスクフォース)の重要⽬標の⼀
つとなっています。

ブラックロックは、気候に関するデータと資産とを結びつける作業が、
気候関連リスクを評価する出発点になると考えています。今後数⼗
年間に気候から最も⼤きな影響を受けると予想される地域を特定
することは、アセット・アロケーションや銘柄選択の判断にとって重要
な情報となり得ます。そして、新興国を含む各国の発⾏体が直⾯
する気候リスクを明確にするために、同様のテクニックを活⽤できる
可能性があるとみています。要するに、気候リスクへのエクスポー
ジャーの分析は、⽶国地⽅債発⾏体の脆弱性の評価に役⽴つで
しょう。ブラックロックは、有効なリスク管理ツールとして、機関投資家
が発⾏体の被害軽減策や気候変化への対応策について発⾏体と
議論するための重要な出発点であるとみています。
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暴⾵⾬の天候
カテゴリー4および5のハリケーンに⾒舞われる確率の変化（1980年との⽐
較）

何らかの気候対策を講じる場合
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出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウム・グループ
のデータを使⽤。2019年3⽉現在。
注︓上図は、CMBS市場（ブラックロックのCMBSデータベースに含まれる
約6万件の商業⽤不動産で表される）におけるハリケーンに⾒舞われる確
率の中央値を⽰す。棒グラフは、カテゴリー4および5のハリケーンの⾵が不
動産に影響を及ぼす確率の中央値が、1980年⽐でどれだけ変化するかの
推定値を「気候対策を講じない」および「何らかの気候対策を講じる」の両
シナリオの下で表している。「現在」は、2010〜2030年の推定である。ハリ
ケーンの⾵速の評価には、サファ・シンプソン・ウィンド・スケール（カテゴリー1
〜5）を⽤いた。⾵速場は、LICRICE⾵速場モデルを使⽤してロジウムに
よって推定された。詳細は、S. HsiangとA. Jinaによる 「The Causal 
Effect of Environmental Catastrophe on Long-Run Economic 
Growth: Evidence From 6,700 Cyclones（環境災害の⻑期的経済
成⻑への因果的影響︓6,700個のサイクロンによる証拠）」（NBERワー
キングペーパー、2014年7⽉）を参照。

商業⽤不動産
異常気象現象は、商業⽤不動産にリスクをもたらしています。本章ではハリケーンと洪⽔のリスクについ
て調べ、商業⽤不動産セクターの潜在的損失を推定します。

気候に関連するリスクは、CMBSの保有者にとってますます⼤きな
懸念材料となっています。建物、⼩売⽤不動産、宿泊施設など
のCMBSローンの原資産は、数⼗年間にわたり存続し、⻑期的
に増加が⾒込まれる気候リスクの影響に晒されています。CMBS

ポートフォリオを⽀える多くの資産が、増加する激しい暴⾵⾬の襲
来から被害を受け易い地域に位置しています。代表例を挙げると、
ニューヨーク、ヒューストン、マイアミだけでCMBS不動産の5分の1

（Bloomberg Barclays Aggregate Indexにおける市場価値
で⾒た場合の割合、2019年3⽉現在）を占めています。

2017年の2つのハリケーンがこのリスクを浮き彫りにしました。

• ヒューストン地域に打撃を与えたカテゴリー4のハリケーン
「ハービー」は、1,300件を超えるCMBSローンに影響を与え
ました。ブラックロックが影響を受けた不動産をFEMA洪⽔
ゾーン・マップに重ねて⾏った推定に基づくと、この件数は、
2017年後半時点のCMBS市場の約3%を占めていました。
フロリダ州に上陸したカテゴリー4の暴⾵⾬である「イルマ」は、
約1,000件のCMBSローン（CMBSユニバースの2%）に
影響を与えました。

• ブラックロックの分析によると、両暴⾵⾬により被害を受けた
商業⽤不動産の約80%が、公式な洪⽔ゾーン・マップの外
側にあります。 これは、そのような不動産の洪⽔保険加⼊
が不⼗分だった可能性があることを⽰しています。

ハリケーンは、極めて強い⾵（窓が吹き⾶ばされることから構造上
の被害まで）と洪⽔（地下施設と電気設備への被害）という形
で、商業⽤不動産に⼤きなリスクをもたらしています。特にカテゴ
リー4および5の⾵速は、不動産に⼤規模な被害を与える可能性
があります。このようなリスクは既に現実化しています。

具体的には、ブラックロックはロジウムのハリケーン・モデルを⽶国
CMBS市場に当てはめました。ここでは、ブラックロック独⾃の
CMBSデータベースに含まれる約6万件の商業⽤不動産で
CMBS市場を表しました。このような不動産がカテゴリー4または5

のハリケーンに⾒舞われる確率の中央値は、1980年以来、
137%上昇したことが分かりました。30年以内に、カテゴリー5のハ
リケーンに⾒舞われる確率は「気候対策を講じない」シナリオの下
で275%上昇すると予想されます（右図「暴⾵⾬の天候」を参
照）。

平均気温の上昇がCMBS市場にもたらすリスクは様々であり、その
範囲は暴⾵⾬や洪⽔による直接的な物理的損害以外に及んで
います。それには以下のようなものが含まれます。
• 保険料の上昇、あるいは補償範囲の縮⼩

• 空冷システムに利⽤されるエネルギー費などの操業費⽤の増
加

• 建物の耐性を⾼めるための設備投資増額の必要性（予備
の発電機、揚⽔システム、建物外⾯の強化など）

• 異常気象現象の後のテナントのデフォルトや撤退による延滞
の増加

• 脆弱な地域でバリュエーションが低下して不動産の流動性が
低下

275% カテゴリー4または5のハリ
ケーンに⾒舞われる確率
の2050年までの上昇幅
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ラスベガス

ブラックロックが10万件の不動産の財務記録を調査したところによる
と、エネルギー費あるいは光熱費は商業⽤不動産の営業費⽤の
約15%を占めています。気温の上昇により、このような費⽤が膨ら
む可能性があります。 ロジウムのデータによると、エネルギー費は「気
候対策を講じない」シナリオの下では最⼤9%増加する（フェニック
スの例）とみられます（上図「膨らむ費⽤」を参照）。このような推
定値は電⼒料⾦の上昇を考慮していないため、影響を過⼩評価
していると考えられます。

このことは、不動産のキャッシュフローと商業融資のデフォルト（債
務不履⾏）にどのような影響を与える可能性があるでしょうか。ブ
ラックロックは、例⽰的CMBSモデルを利⽤して Bloomberg 

Barclays Aggregate Indexに含まれる商業⽤不動産ローンのデ
フォルト率の変化を推計しました。この分析で⼊⼒した情報は、
CMBS不動産の現在の財務情報と、ロジウムによる「気候変動
（温暖化）対策を講じない」シナリオの下でのGDPの変化の推定
値（2060〜2080年、MSAごと）です。それらを使⽤して、空室
率、賃貸料、テナントによる契約更新などの主要な不動産指標へ
の影響を予測しました。この結果、CMBS案件の平均予想損失
率は、気候に関連する影響を受けない場合の3.2%から、3.8%に
上昇することが分かりました。デフォルト率と損失率は、影響が最も
⼤きい地域ではさらに増加するでしょう。この推計には、暴⾵⾬襲
来による直接的な財務上の損害は含まれていません。暴⾵⾬がよ
り頻繁に襲来すれば、建物の維持費⽤や保険費⽤も上昇する可
能性があり、ブラックロックの試算では、CMBS不動産では平均約
20%となります。要するに、気候関連リスクは既に⼤きいものとなっ
ており、将来さらに増⼤する⽅向に向かっています。

洪⽔に焦点を当てる
CMBS案件の原資産の債務者は、広範な「災害保険」の⼀部と
して⾵害保険に加⼊することを義務付けられています。しかし、この
中に洪⽔リスクは含まれません。 洪⽔保険は、商業⽤不動産が
FEMAの指定する洪⽔ゾーン内に位置している場合にのみ、加⼊
を義務付けられています。

洪⽔災害の正式な影響度を推定するために、ブラックロックの
CMBSユニバースの6万件の不動産をFEMAの洪⽔マップに重ね
合わせ、アルゴリズムを利⽤して全⽶の83万の地域を調査しました。
ブラックロックの分析によれば、CMBS市場の不動産の約6%が
FEMAの指定する洪⽔ゾーン内に位置しています。この割合は、
地域によって⼤きく異なっています。マイアミのエクスポージャーが最
も⾼く、ほぼ半数の商業⽤不動産が洪⽔ゾーン内に位置していま
す（下図「洪⽔のリスク」を参照）。

ヒューストンなど、ハリケーンが最近被害をもたらした都市では、
FEMAの洪⽔マップが実際のリスクを過⼩評価していることを⽰唆
しています。そして洪⽔リスクは増⼤する⽅向にあります。ブラック
ロックがCMBSユニバースをロジウムのデータに重ね合わせた結果に
よると、年率1%以上⾼潮リスクに晒されている不動産の件数は、
「気候変動（温暖化）対策を講じない」シナリオの下で2060〜
2080年までに1,800%増加するとみられます。確かに、商業⽤不
動産の多くのスポンサーは不動産が洪⽔ゾーンの外側にある場合
でも洪⽔保険に加⼊しているでしょう。しかし、そのような保険が常
に加⼊可能であるとは限らず、「無保険」の洪⽔エクスポージャーは
増える⽅向にあります。

洪⽔のリスク
⽶国CMBS市場の公式洪⽔ゾーンへのエクスポージャー、2019年

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、FEMAおよびブラッ
クロックCMBS不動産データベースのデータを使⽤。2019年3⽉現在。
注︓上図は、⽶国のいくつかの都市中⼼部において、⽶国CMBS市場の
不動産のうち、FEMAの指定する洪⽔ゾーン内に位置する不動産の市場
価値の割合を⽰す。ブラックロックは、CMBS市場全体を代表させるため、
ブラックロックのCMBS不動産データベース（原資産である約6万件の商業
⽤不動産のデータを含む）を使⽤している。

膨らむ費⽤
気候変動がエネルギー費に与える影響、2060〜2080年

エネルギー費の変化

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ロジウム・グループの
データを使⽤。2019年現在。
注︓分析は、「気候変動(温暖化)対策を講じない」シナリオを想定し、リス
ク・シナリオは66%以上の幅に⼊る。
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電⼒事業
異常気象現象は⽶国の電⼒会社の株価に織り込まれていないとみています。本章ではそのようなリスク
の明確化に有効となり得る気候リスク・エクスポージャーの枠組みを紹介します。

気候関連リスクは、電⼒セクターに⼤きな課題をもたらしています。
電⼒資産は、インフラの⽼朽化と古い設計基準により、⼭⽕事やハ
リケーンなどの異常気象現象に対して脆弱です。そのような異常現
象の結果として⽣じる停電は、⽣産性の低下を通じて経済に広範
なリスクをもたらします。

また投資家の資本損失のきっかけにもなり得ます。電⼒会社は、そ
のリスクの⼀部を保険、災害復旧計画、設備の物理的な強化を
通して抑制することができますが、多くの企業は準備不⾜である可
能性が⾼いとみられます。

気候関連リスクは、電⼒会社の株価に織り込まれているのでしょう
か。ブラックロックはその答えを得ようと試みました。ブラックロックの分
析は、⽶国の各発電所の位置と⽶国エネルギー省に報告された計
画中の発電所の位置を調査することから始まります。下図は、その
位置を電源の種類別に点で⽰し、丸の⼤きさで発電容量を⽰した
ものです。その後、4,500カ所の発電所を所有する上場企業を調べ、
それを総合して269社の電⼒会社から構成される仮想ポートフォリ
オを構築しました。

ブラックロックの分析では、気象現象を、直接的な影響を持つ急性
のショック（ハリケーン、⼭⽕事など）と⻑期的なイベント（気温上
昇、洪⽔、⼲ばつなど）の2つのタイプのショックに分類しています。

急性の気候現象は、電⼒設備への損害などの最も深刻で直接的
な物理的影響をもたらします。⻑期的な現象は、より⻑期間にわ
たって広範囲に影響をもたらす傾向にあります。例えば、⼲ばつは、
河川や貯⽔池から冷却⽔をくみ上げる必要がある⽯炭発電所や
原⼦⼒発電所に影響を及ぼします。取⽔源の⽔量減少は、発電
所の効率を低下させるほか、⼀時的な操業停⽌につながり財務上
の損失を引き起こすことがあります。

ブラックロックによる過去の調査対象には、⽶国中の233件の極端
な気象現象が含まれます。 これらの事象は、NOAAの推定で10億
⽶ドル以上の損害をもたらしたものであり、最も古いものは1980年
に発⽣しています。この中で、まずハリケーンを詳しく調べました。ハリ
ケーンはこれらの過去の気象現象の約15%を占め、概して最も⼤
きな損害をもたらしてきたためです。

電源の種類
⽶国の発電所（電源種類別）2019年

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ブラックロック・サステナブル・インベスティング、EIAのデータを使⽤。2019年3⽉現在。
注︓上図の点は、8,000カ所を超える⽶国の発電所の位置と⽶国エネルギー省に報告された計画中の発電所の位置を⽰す。丸の⼤きさは各施設の発電
容量に⽐例している。
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暴⾵⾬による打撃
ハリケーン襲来時前後の⽶国の発電事業会社の株価とボラティリティの反応、1980〜2019年
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株価に織り込まれていない
ブラックロックでは、異常気象現象のリスクは既に電⼒株への脅威
となっており、そのリスクは頻度と強さの両⾯で増⼤する⽅向にあり
ますが、株価に完全には織り込まれていないとみています。この内
在するリスクを測定するために、ブラックロックは、異常気象現象に
起因する企業のバリュエーションへの影響を評価します。電⼒会社
が気候関連リスクへのエクスポージャーを全⾯的に抑制できている
と投資家が考えているならば、株価は現象に反応しないはずです。
ここで、以下の⼿法を⽤いました。

1 異常気象現象の中⼼地と発⽣⽇（ゼロ⽇⽬）を特定しま
す。ハリケーンの場合、上陸した⽇付と場所がこれに該当しま
す。

2 影響圏を設定します。ハリケーンの場合、これは平均的な強
⾵域の半径である300キロメートル圏内となります。

3 影響圏内で操業する発電所とそれを所有する上場親会社
を抽出します。影響を受ける各発電所の容量が、その電⼒
会社の総発電容量に占める割合を計算します。その値が、
各上場会社の売上⾼のうち、異常気象現象の影響により
打撃を受ける割合の近似値となります。

4 影響を受ける会社で構成される仮想ポートフォリオを、影響
を受ける売上⾼の割合に応じてウェイト付けして構築します。

5 異常気象現象が株価とボラティリティに与える財務上の影響
を調べます。

最初に、ハリケーンの影響が公益セクターに幅広い影響を与えた
かどうかを、そのようなイベントに対するS&P Utility Indexの価格
の反応を分析することによって調べました。その結果、価格には認
識可能な影響はみられませんでした。次に、影響を受けた公益
事業会社に関して、ハリケーンが株価とボラティリティに与えた影響
を調べました。その結果、以下の点が判明しました。

• 通常、株価は異常気象現象の約40⽇後まで下落圧⼒に
晒され、該当するセクターの指数に対して約1.5%下押しさ
れます。

• 影響を受けた電⼒会社のオプション価格から導かれるインプ
ライド・ボラティリティは、影響を受けてから30⽇間にわたって
約6%ポイント上昇します。

• 株価は短期間で業界平均に回帰する傾向にあり、ボラティ
リティはピーク時よりも緩和されます（下図「暴⾵⾬による打
撃」を参照）。

ブラックロックによる分析の結果は、⼭⽕事についても株価への影
響は⽐較的⼩さいものの、ほぼ同様の内容となりました。これら全
てから何が分かるでしょうか。予想されるハリケーン襲来に対する事
前の投資家の反応は控えめとなっています。なぜなら、上陸する
厳密な場所と影響を受ける発電所が確実には分からないからで
す。異常気象現象の発⽣後、投資家は影響を受けた電⼒会社
の株式を売却します。これは、実際の経済的損失が完全には分
からないことへの懸念を反映しています。その後の電⼒会社の株
価の迅速な反発は、投資家が、ハリケーンの影響に対する「反応
が過剰」であったことに気づき、最終的にはイベントを「忘れる」こと
を⽰唆しています。

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート、ブラックロック・サステナブル・インベスティング、ブルームバーグおよびNOAAのデータを使⽤。2019年3
⽉現在。
注︓分析には、NOAAのデータベースに含まれる1980年以降の全てのハリケーンが含まれる。ゼロ⽇⽬は、各ハリケーンが上陸した⽇である。上陸場所から
300キロメートル圏内の発電所を抽出し、その親会社を特定する。その後、影響を受けた会社で構成される仮想ポートフォリオを構築する。その際、影響を受
ける売上⾼の割合（発電容量がグループの総発電能⼒に占める割合による）に応じてウェイト付けする。この仮想ポートフォリオのトータルリターンをS&P 
500 Utilities Indexと⽐較し、相対リターンを算出する。インプライド・ボラティリティは、OptionMetricsのデータベースを⽤いて計算されている。
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燃料別、気象現象別のスコア
電⼒会社に対するブラックロックの気候変動リスク・エクスポージャーの枠組み

電⼒会社のリスク・スコアの算出
次のステップ︓投資家にとっての隠れたリスクを定量化するため、
上場電⼒会社の気候変動リスク・エクスポージャーを推計する枠
組みを構築。この枠組みでは、過去の損害と将来の気候モデル
に基づいて、各発電所所在地の異常気象エクスポージャーとエク
スポージャーの影響度の評価を組み合わせています。

注記︓ブラックロックの分析は発電所を中⼼としたものです。送配
電網への損害の可能性や損害賠償責任リスク、さらには夏場の
冷房・冷却⽤エネルギー需要の増加によるピーク時負荷の上昇
によって⻑期的に設備投資需要が増加するといったことは考慮さ
れていません。この分析では、相対的影響度を⽰す1〜10段階
のスコアを各気象現象に付与しています。ハリケーンは発電所や
取⽔設備に対する直接の物理的脅威であり、最⾼のスコアが付
与されています。（下表「燃料別、気象現象別のスコア」を参
照）。発電所に対する気象現象の潜在的影響度は、所在地と
ともに電源の種類によっても異なります。例えば、⾵⼒発電の弱
点は暴⾵⾬による⾵速の変化です。⼀⽅、太陽光発電は猛暑
に弱く、太陽光パネルの発電効率が下がります。

ブラックロックでは、こうした微妙な違いを反映するため、電源の種
類ごとに各気象現象のウェイトを決めています。ガス⽕⼒発電
（2018年のEIAのデータによると⽶国の総発電容量の35%を占
める）および⽯炭⽕⼒発電（同27%）は⼭⽕事、猛暑、洪⽔、
⼲ばつなどの幅広い気候変動リスクに晒されているとみています。

最⾼気温が95°F（32°C）を超える⽇と定義される猛暑⽇は、
全⽶のほぼすべての電源に重⼤なリスクとなり、さらに、多くの場
合、⼭⽕事などのその他の気象現象に関係しています。

⾵⼒発電（⽶国の発電量の約7%に相当）では、この電源に
とって⼀番⼤きな気候変動リスクと考えられるハリケーンに⾼いリス
ク・ウェイトを置いています。通常、強⾵の場合にはローターへの被
害を避けるため⾵⼒タービンが停⽌するよう設計されています。

⽔⼒発電に関しては、ハリケーン、⼲ばつ（貯⽔池の⽔位が低
下すると発電効率が下がる）および洪⽔（設備被害の可能性
がある）がブラックロックの枠組みで最⼤のリスクです。

ロジウムとブラックロックとの共同研究は、下記に⽰された異常気
象の発⽣頻度と規模が今後数⼗年間に⾼まる可能性が⾼いこ
とを⽰唆しています。このことは、投資家がこうしたリスクの評価を
今、開始しなければならないことを意味しています。

F
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異常気象現象 ハリケーン ⼭⽕事 猛暑 洪⽔ ⼲ばつ

相対的影響度（1〜10段階） 10 7 5 4 4

燃
料

異常気象エクスポージャーのウェイト（%）
ガス⽕⼒（⽶国の発
電容量の35%） 38 13 19 15 15

⽯炭⽕⼒（27%） 38 13 19 15 15

原⼦⼒（19%） 38 13 19 15 15

⽔⼒（7.0%） 26 18 13 21 21

⾵⼒（6.6%） 63 22 16 0 0

太陽光（1.6%） 49 17 24 10 0

地熱（0.4%） 44 16 22 18 0

出所︓ブラックロック・サステナブル・インベスティング、およびブラックロック・インベストメント・インスティテュート。EIA、⽶エネルギー省、ロジウム・グループおよびベリ
スク・メープルクロフトのデータを使⽤。2019年3⽉時点。
注︓上記の表は、発電所レベルの気候変動リスク・エクスポージャー・スコアからどのように親会社の単⼀のリスク・エクスポージャー・スコアを算出するかを⽰して
いる。「相対的影響度」は、各異常気象の財務上の影響度をブラックロックが1〜10の10段階で評価したものを⽰しており、最も⾼い重⼤度を10としている。
影響度のスコアは過去の損害率に基づく。次に、各電源種類に対して最も重⼤な気象現象を決定する。個々の電源にとって気象現象が直接的なリスクとな
る場合にはウェイトを1とし、間接的なリスクの場合には0.5、影響がない場合には0とする。この影響度のウェイトに各気象現象の相対的影響度のスコアを掛
け、その結果を燃料ごとの合計が100になるようなリスク・エクスポージャー⽐率に換算する。発電容量の割合は2018年のEIAのデータに基づいている。
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各発電所のリスクから電⼒会社のリスクを推計
全発電所にわたる物理的リスクの平均を算出することで各電⼒会
社の気候変動リスクのトータル・スコアを算出しています。これにより、
もう1つの⼤きな疑問を検討することができるようになります。すなわ
ち、気候対応⼒の⾼い電⼒会社はプレミアム価格で取引されてい
るのかということです。算出した電⼒会社の気候変動リスク・スコア
と各社の10年間の平均株価収益率の関係を検証しました。
回帰分析の結果、最も気候対応⼒の⾼い電⼒会社は他社に⽐
べて若⼲⾼い価格で取引される傾向があり、⼀⽅、最も脆弱な
電⼒会社は若⼲安い価格になっていることが分かりました。株価
純資産倍率を使っても同様の結果でした。
気象現象がこれまで以上に⼤きな規模で頻繁に起こるようになり、
さらに多くの投資家がリスク・リターンの分析に気候変動を取り⼊れ
るようになれば、この差は時間とともに拡⼤するでしょう。

しかし、ブラックロックのスコアによる⼿法にも限界があります。この⼿
法では、各電⼒会社について、すべての発電所にわたる物理的リ
スクの平均を算出しています。しかし、1つの発電所に起因する財
務上の被害が実際の発電所の損害を超えて拡⼤する場合、壊
滅的な損害が発⽣することがあります。2018年のカリフォルニア州
の電⼒会社の事例がこれに相当し、設備不良を原因とする⽕事
の賠償で会社が破綻に追い込まれました。発電所ごとのブラック
ロックの気候変動リスク・スコアを地図上に⽰した以下の「各発電
所のリスクの⼤きさ」をご覧ください。

各発電所のリスクの⼤きさ
⽶国の発電所のブラックロック気候変動リスク・エクスポージャー・スコア（2019年）

投資家はこの情報をどのように利⽤するべきでしょうか。2つの⽤途
としては︓

1 リスク管理︓発電所の位置と物理的気候変動リスク・エクス
ポージャーを把握することで、投資家は、電⼒会社のリスクと
特定の異常気象に対するリスクの集中度をより適切に評価
できます。最も深刻な気候変動リスクは特定の地域に被害
を及ぼす傾向があるため、地理的分散はこうしたリスクの低
減に役⽴ちます。

2 エンゲージメント(対話)︓気象現象によって財務損失リスク
が上昇することに対して、電⼒会社は⼗分な対策を⾏ってい
るのでしょうか。対策は設備投資計画に反映されているので
しょうか。特定の電⼒会社のリスク・エクスポージャー・スコアに
反映されているリスクの詳細な分析結果は、機関投資家が
懸念事項について会社経営陣と対話する際のベースとなりま
す。

ブラックロックは、電⼒会社にとって気候変動リスクは現実的な問
題ですが、そのほとんどは株価に織り込まれていないと考えています。
このことは重要な意味を持っています。すなわち、気候変動リスクが
⼩さな会社をオーバーウェイトしてリスクが⼤きい会社をアンダーウェ
イトすれば、その差の蓄積によってリターンを⾼めることができる可能
性があります。投資家は、財務リスクと投資機会の分析でも気候
変動リスクを考慮する必要があります。特に、⻑期投資家にとって
この点は重要です。保有期間が⻑いほど、⼤きな異常気象の発
⽣頻度が⾼まる影響を受ける確率が上がるからです。

出所︓ブラックロック・インベストメント・インスティテュート。ロジウム・グループ、ベリスク・メープルクロフトおよび⽶エネルギー省のデータを使⽤。2019年時点。
注︓上図は、⽶国の発電所の位置を⽰しており、17ページで説明した枠組みに基づいてブラックロックが⾏った気候変動リスク・エクスポージャーの評価に従っ
て⾊分けされている。例⽰のみを⽬的としたものである。リスクには標準偏差を⽤いている。−3のスコア（気候変動リスクが⾼い）は、調査対象の発電所のリ
スク・エクスポージャーの平均と⽐べてリスク・エクスポージャーが3標準偏差⾼いことを表している。
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重要事項

記載内容は、ブラックロック・グループ(以下、ブラックロック)が作成した英語版レポートを基に、ブラックロック・ジャパン株式会社(以下、弊社）が
翻訳・編集したものです。記載内容は、情報提供を⽬的として作成されたものであり、特定の⾦融商品取引の勧誘を⽬的とするものではありま
せん。また、⽶ドル建資産を中⼼としたグローバル投資において、主に⽶ドル建で各資産の評価を⾏った上で書かれたものです。⽇本の投資家
が円から、外貨建資産に投資を⾏う場合に受ける為替変動の影響は考慮されていないことにご注意の上、参考情報としてご覧ください。記載
内容は、⽇本に居住する個⼈投資家にはあてはまらない場合がある旨にご留意ください。また、⽇本のお客様の知識、経験、リスク許容度、財
産の状況及び⾦融商品取引契約を締結する⽬的等を勘案したものではありません。記載内容は、ブラックロック及び弊社が信頼できると判断
した資料・データ等により作成しましたが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、記載内容の各種情報は過去の
もの⼜は⾒通しであり、今後の運⽤成果を保証するものではなく、本情報を利⽤したことによって⽣じた損失等について、ブラックロック及び弊社
はその責任を負うものではありません。記載内容の市況や⾒通しは作成⽇現在のブラックロックの⾒解であり、今後の経済動向や市場環境の
変化、あるいは⾦融取引⼿法の多様化に伴う変化に対応し、予告なく変更される可能性があります。また、ブラックロックの⾒解、あるいはブラッ
クロックが設定・運⽤するファンドにおける投資判断と必ずしも⼀致するものではありません。

投資リスク・⼿数料について
・投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、組⼊れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運⽤により⽣じた
損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資信託は元⾦および元⾦からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価
額の下落により投資者は損失を被り、元⾦を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯⾦と異なります。また、投資信託は、個別の投資
信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当
たっては各投資信託の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

・⼿数料について
弊社が運⽤する公募投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費⽤をご負担いただきます。

■ 直接ご負担いただく費⽤
お申込み⼿数料︓ 上限4.32％（税抜 4.0％）
解約⼿数料︓ ありません。
信託財産留保額︓ ファンドによっては、信託財産留保額がかかる場合もあります。
投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および⽬論⾒書補完書⾯の内容をご確認ください。

■ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤
信託報酬︓ 上限2.56824％（税抜 2.378％）程度

■ その他の費⽤
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。（その他の費⽤については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を⽰すことができません。）
※リスク及び⼿数料の詳細につきましては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）等でご確認ください。

お問い合わせ先
ブラックロック・ジャパン株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第375号
加⼊協会／⼀般社団法⼈ ⽇本投資顧問業協会、⼀般社団法⼈ 投資信託協会、 ⽇本証券業協会、
⼀般社団法⼈ 第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ http://www.blackrock.com/jp/
〒100-8217 東京都千代⽥区丸の内⼀丁⽬8番3号 丸の内トラストタワー本館
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