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１．基本的な情報 について 1. Basic Information 1.DNV回答 参考　(DNVグローバルで提供しているサステナビリティサービス) 参考（アジア担当者からのコメント）

展開している ESG に関連する事業について（それぞれの目的、主な

プロダクツ名称と簡単な内容、フィーの負担者

Business description, objective, fee model on each ESG-

related product you provide (e.g. ESG-related rating, data

providing services, any form of advisory services)

DNVグローバル(全社)では、右欄のようなサービスを提供しています｡

→右欄参照ください

(全ての地域で全てのサービスを網羅しているわけではありません)

フィーの負担者は、第三者評価を受ける組織(例えばESGファイナンスであれば、

発行体や借り手)がほとんどです(例外はあります)。

２．サービス提供のあり方 等 について
2. Principles and/or Policies in providing

ESG-related products in light of:
2.DNV回答

評価手法の透明性確保の取組み について Ensuring transparency of methodologies

リソースの確保などを含むデータや評価手法の品質確保のための取組

みについて

Better quality of data and methodologies, such as securing

enough resources

潜在的な利益相反 の低減・管理 について
Mitigation and management of potential conflicts of

interest

組織レベルにおいては、DNVは自主独立財団であるため組織として顧客と利益相

反が出ることはありません。サービス提供者については、当該業務に任命される際

に、DNV内部基準に従って利益相反が無いことを確認します。

評価企業とのコミュニケーションについて Communication with evaluated companies

実施する業務で求められるレベルの独立性(第三者性)に基づき、情報・資料提

供範囲や、口頭を含むコミュニケーション範囲を定めて対応しています。

類似の業務や異なる独立性を求められる業務を同一の評価(対象)企業に提供

する場合は、メンバーや部署を重複させない等、内部基準に基づいた判断を行い

ます。

３．貴社としてのご見解について 3. Your views on the following items 3.DNV回答

金融庁の専門分科会において、ESG評価・データ提供機関に期待さ

れる行動規範や、企業・投資家等に期待される役割について議論を

行うに際して、上記以外の視点で重要な論点などがあればご指摘くだ

さい。議論を行うに当たっての留意点やご意見等も頂けますと幸いで

す。

Please provide if you would like to highlight any important

issues other than the above when we discuss code of

conducts for ESG rating and data providers and the roles

expected for companies and investors, etc. at the Technical

Committee for ESG Rating and Data Providers.

様々なESG評価・データ提供サービスが広がりつつある中、各サービスに共通する

評価機関に対するハイレベルな期待事項(行動規範)を整理する必要があると考

えます。また、必要な場合には、個別サービス毎に必要な期待事項を整理(細分

化)することも考えられます。

但し、行動規範は、過度に行動を制限するものでは無く、サービスがより信頼性、

透明性をもって柔軟に提供されることを企図するものであることが望ましく、また、評

価機関のサービスが、健全な市場の成長とESGの社会実装を進める上で、一定

の価値(第三者として独立した意見やサービスの提供)があることに主眼を置いたも

の(評価結果やデータのユーザ側の期待と、実務面の負担の最大公約数的なも

の)として作成されることがポイントと考えます。

市場全体が健全に発展していくためには、評価機関・データ提供機関

のみならず、サービスの利用者である投資家や、評価やデータの対象と

なる企業が果たすべき役割も重要と考えられますが、こうした観点から

コメントがあればご記載ください。

We note the importance of the roles to be played by

investors as users of ESG rating and data services as well as

companies who are the subject of evaluation and database,

in order to develop the capital market in a healthy manner.

Please provide if you have any thoughts or comments on

this point.

ESGファイナンス市場においては、様々な基準(原則、ガイドライン、技術基準等)

が広がりつつあります。同じ要求事項に対する理解や解釈、強度が、各立場(投

資家、企業、評価機関)によって若干のバイアスがあり、それぞれギャップが生じてい

ることが実務を通じて分かっています。

基準自体を高い頻度で見直すことは実務的に難しい側面もあることから、各立場

が一同に参画する開かれた会議体、各立場個別のクローズドな会議体やトレーニ

ングの場を設けて、共通の認識を持って市場の成長とESG社会実装が両立すると

いう共通目的を達成するための、相互理解を進めることが重要と考えます。

(相互理解や信頼が十分でないまま進むことは、ESGファイナンス市場の発展にクリ

ティカルな問題が生じると考えます)

実際に評価をしてみると、組織全体として素晴らしい理念・方針を掲げていても、

実務面では具体的なアクションとして実践されていない例も見受けられます。組織

はESGを"概念"で捉えることなく、要求事項に基づく具体的な"活動"にいかに落と

し込んでいくかという実装を進めることがポイントと考えます。

今後、様々なESGファイナンススキームの構築・展開が予想されます。企業の積極

的な取組(ESGファイナンスの利用)に加え、投資家サイドも柔軟な評価姿勢(企

業の実務面の理解)を持つことが期待されます。ESG評価機関・データ提供期間

は、企業と投資家をつなぐために必要な評価やデータは何か、常にアップデートして

いく必要があると考えます。

ご回答いただいた内容は、専門分科会の委員に開示されるとともに公

開資料としてウェブサイトに掲載されることとなります。ただし、専門分科

会、一般および同業他社に開示することが妥当ではないと判断される

場合は、貴社のご要望に応じ、ご回答の一部ないし全部を匿名化又

は非開示にするなどの対応をさせていただきます。

Your answers will be disclosed to the members of the

Technical Committee (TC) for ESG Rating and Data

Providers and also posted on the FSA’s website. However,

if you do not consider it appropriate to disclose your

answers to the TC, general public or to other organizations

in the same industry, we consider anonymizing or

withholding part or all of the information upon your

request.

公開資料としてこの回答を引用される場合は、公開内容についてDNVへ事前に

確認依頼をお願い致します。

【ご質問・お問い合わせ】

神戸事務所(本部）【受付時間　土日祝を除く9:00-17:00】

078-291-1321 または japan.info@dnv.comまでお気軽にお問い合わせく

ださい。

DNVは、グローバル&ローカルにおいて、当該市場のニーズに応じた業務標準を作

成し、リソース確保(力量評価)、内部レビュー体制、評価手法(基準)の統一等に

より品質確保に努めています。また、必要な場合(高度な知見や技術が必要と判

断される場合や、顧客ニーズ等に応じて)、海外拠点に技術的なレビュアーを置くよ

うにし、内部レビュー体制を強化しています。

1.Second party opinion on Green/Social/Sustainability financing.

2.Assurance of ESG/sustainability/nonfinancial disclosures (qualitative and

quantitative) based on chosen standards such as GRI, <IR> , CDP, SASB…

3.Verification of ESG/sustainability/nonfinancial disclosures – data only-

based on chosen standards such as GRI, <IR> , CDP, SASB…

4.Review of Materiality assessment and outcome of stakeholder

engagement.

5.Bespoke trainings/ workshops on ESG reporting based on selected

standards/ guidelines.

6.Review of data management system for ESG reporting.

7.Review of ESG rating disclosures such as DJSI, MSCA…. filled formats by

client – Gap analysis

8.Verification of GHG emissions – scope 1, 2,3 … prepared by clients based on

ISO14064

9.Verification of Net Zero claims

10.Preparedness check on ESG reports against standards. This exercise is

limited to our opinion for management actions.

11.Scheme specific verification – MSA,ACA,WSA,AWS,IFC,Carbon Pricing Acts

… this can be Training, advisory or verification but not both due to COI.

12.Supplier sustainability assessments – bespoke – IFC, ETI, customer COC

….

13. TCFD strategy/implementation supports

DNV estimates effort in terms of days based on scope and boundary and

sampling plan chosen for level of verification/ assurance – limited or reasonable

– we go by guidance in DNV VeriSustain.

DNV offers assurance based on AA1000AS and ISAE 3000( Revised) if

requested by client else we offer assurance/ verification based in DNV

VeriSustain.

DNV team composition normally involves – Lead verifier, assessors (one or more

based on scope and boundary) , subject matter or sector expert and an

independent assurance reviewer; all duly qualified in DNV VeriSustain

DNV has not offered ESG rating services.

DNV do not offer both advisory and assurance to same client to avoid any

conflict of interest.

DNV's deliverables include:

•	Initial gap assessment report for use by the client

•	Data verification report or List of findings - for use by the client

•	Management Report - for use by the client

•	Independent statement for public disclosure

In general, many of banks refer to well-known ESG rating

results such as DJSI and MSCI, or refer to the ESG rating

results of local credit rating agencies in the case of SMEs.

The problem in the ESG rating process is that the

verification process for ensuring data transparency is very

weak. For companies that publish ESG reports, most of

ESG performance data are verified by third party, but most

SMEs do not.

Since the ESG Rating methodology is already well

established, the requirements for reporting and verification

of ESG performance should be strengthened accordingly.

Currently, the number of cases of ESG Report issuance by

SMEs has increased remarkably and ESG rating market is

growing rapidly. In this context, we are looking for

business opportunities to work with local credit agencies to

provide verification (or due diligence) services on

company’s ESG performance.

In the finance sector, we DNV already has a partnership

with many local banks that provide verification services for

green loan products. Various green loan products with

low-interest are being launched to support borrowers' infra

construction, purchasing mechanical equipment to improve

energy efficiency and GHG reduction. In order to get this

loan, verification report by third party is necessarily

required.

FYI, led by the Ministry of Environment, various pilot

projects are being carried out to promote sustainable

finance and enhance transparency in this field. DNV is also

participating in these projects and Climate Change

Solutions Team has a key role for this.

ESG 評価・データサービスについて*　(ESGファイナンス評価機関　&　ESG評価支援機関として)


